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急増するサービス残業

不況で仕事が減るなか、多くの企業で残業削減

が叫ばれ、見かけ上の労働時間は減少している。

しかし、実は「サービス残業」が急増している。

労働者と企業が回答する労働時間の差を「サービ

ス残業」と定義すると、バブル崩壊後の 90 年代

後半に年間 400 時間を超えた。2000 年代に入る

と減少の一途をたどり、昨年には 300 時間近くと

なった。しかし、09 年上半期には 360 時間へと

急増している。特に、大企業では対前年比 30 ％

増だ（図表 1）。
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シリーズ：経営戦略としてのダイバーシティ＆ワークライフバランス 第 4回

不況期におけるワークライフバランス

Point
1 昨秋のリーマン・ショック以降、仕事と生活の調和、いわゆる「ワークライフバランス」をめぐる

企業の対応は、大きく二極化している。
2 多くの企業では非効率な業務慣行を残したまま、「サービス残業」が急増している。特に、大企業

では対前年比30％増だ。
3 一方で、不況を機に業務効率を上げている企業では従業員満足度も向上している。実は、不況の今こ

そ、業務の見直しをする絶好の機会だ。
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図表 1 年間のサービス残業時間は半年で急増

注：労働者を対象とする総務省『労働力調査』に基づく労働時間 と事業所を対象とする厚生労働省
『毎月勤労統計調査』に基づく労働時間の差を「サービス残業」時間と定義した。

出所：総務省『労働力調査』各年版、厚生労働省『毎月勤労統計調査』各年版に基づき、筆者が作成。
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筆者はワークライフバランス（以下WLB）に

は、①業務をオープンにして共有する仕組み、

（実務の静態面）、②たえざる業務改善（実務の動

態面）、③お互いさまの思いやり（意識面）、とい

う 3つの要素が必要と考えている。

それぞれに対して、社員には反発する理由があ

る。まず、エース社員は①ノウハウは抱え込んだ

方が「得」と考えやすい、②業務改善をして早く

業務を終わらせても、更に仕事がふってくるとい

う考えに陥りやすい、③同僚が休むと自分に負荷

がかかるから困る、となりやすい。

次に、非エース社員は、①実は自分の業務はス

カスカだとばれたら困る、②業務改善は気が乗ら

ない、③同僚が休むのはずるい、といった具合だ。

WLB に対する社員の反発への対応策を提示し

ないまま、やみくもに残業削減を唱えてしまうと、

見かけ上の労働時間は減っても、サービス残業が

増加してしまい、かえって抜本的な解決から遠ざ

かってしまう。

社員の4タイプ

しばしばWLB は企業の取り組み、職場の取り

組みと思われやすいのだが、最終的には社員の選

択だ。筆者は、ワーク（仕事）軸とライフ（生活）

軸で四つにタイプを分けている。それぞれ「バリ

バリ社員」「イキイキ社員」「ダラダラ社員」「ヌ

クヌク社員」とネーミングしている（図表 2）。

筆者は、基本的に WLB とは「イキイキ社員」

を増やすことだと思っている。

「バリバリ社員」というのは、高度経済成長期

の企業戦士タイプの方だ。筆者は必ずしもそうい

う人たちを否定していない。先日も「官僚たちの

夏」を見ていて、とても感動した。家族そっちの

けで、こういう風に仕事に打ち込んだ「仕事の鬼」

みたいな方々がいたから今の日本の繁栄があるの

か、おそらく今の公務員の方々の中にもおられる

のだろうと思って、心の中で手を合わせていたり

もする。

一方で、今の「バリバリ社員」は絶対に問題だ

と思っている。というのは、「バリバリ」が二極

化しているからだ。「偽装バリバリ」と「過労バ

リバリ」だ。「偽装バリバリ」というのは、「5 時

から社員」と揶揄されるように、日中はちょっと

ダラダラ仕事をして、夕方くらいになるとペース

が上がってきて、「遅くまで頑張ってやっていま

す」とアピールするタイプだ。「偽装バリバリ」

は実際にいる。多くの職場で、住宅ローンを持っ

ている人と持っていない人にグループ分けする

ダイバーシティ＆ワークライフバランス

イキイキ社員 

ダラダラ社員 ヌクヌク社員 

偽装バリバリ（実質ダラダラ） 
過労バリバリ（うつ予備軍） 

仕事 軽視 

仕事 重視 

生活 軽視 生活 重視 

ワークライフバランス重視 
誰でも働きやすい（ダイバーシティ） 
時間当たりの生産性で評価される 
 

バリバリ社員 

図表 2 社員の 4 タイプ

出所：筆者が作成。
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と、前者の方が後者よりも残業をする傾向にある。

これは、生活費をかせぐために「生活残業」をし

ている可能性が高い。

一方で、「過労バリバリ」は、あいつはエース

だ、優秀だと言うと、どんどんその人に仕事がた

まっていく。こういう方々はまた責任感も強く、

たくさんの仕事をこなすことを意気に感じて頑張

る。このこと自体は素晴らしいことだし、第三者

がとやかく言うことではない。

ただ、こういう方々は今「メンタルヘルスの悪

化」という大きなリスクを背負っている。以前、

筆者はメンタルの問題を抱えた本人のインタ

ビュー、あるいは同僚、上司、家族のインタ

ビューもさせていただいた時に気づいたことがあ

る。将来を嘱望されていたエース社員の中に燃え

尽きてしまい、パンクしてしまって、うつになっ

てしまった人たちがいる。本当にもったいないこ

とだ。いったんそうなってしまうと、元の輝きを

取り戻すのはなかなか難しいようなケースを見て

きた。やはりそうなる前にもっと手を打つべきだ

と思う。

「ヌクヌク」は結構、WLBという言葉を聞くと

喜ぶ。「私は昔から WLB をやっていましてね」

と言う人がいる。しかし、よくよく話を聞くとラ

イフの話ばかりで、ワークの話はほとんどない。

こういうタイプの人は、ワーク軸を強めるのが

WLBだと筆者は考える。

「時間当たりの生産性」を縦軸に、「業務時間の

流れ」を横軸で示すと、時間制約がある中で頑張

る「イキイキ社員」は業務開始後ただちに垂直立

ち上げ、業務終了間際につるべ落としのような動

きを示す。そうしないと業務が終わらないので、

とても集中して業務に取りかかる。逆に、「偽装

バリバリ」の人たちは生産性のカーブが、なだら

かだ。そして、夕方間際にようやくピークを迎え

たのも束の間、飲みに行ったり、夕飯を食べに

行ったりして生産性ががくんと下がってしまう。

そして、また職場に戻ってきて、ダラダラ仕事を

している。「午後 11 時、12 時まで頑張った」と

いうアピールをする人たちもいる。

筆者は、職場への貢献はカーブの面積だと思う。

仮に、偽装バリバリの人たちのカーブの面積が

「イキイキ」よりも少ないならば、残業代を含む

賃金をたくさん受け取るのはおかしいのではない

かと思う。
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図表 3 社員の 4 タイプ別にみた 1 日の生産性カーブ

出所：各種資料を基に筆者作成
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不況をチャンスにする企業

このように非効率な業務慣行を残したままの企

業が少なくない一方で、不況を機に業務効率を上

げようとしている企業もある。先進企業では、

「筋肉質な職場に変える好機だ」とむしろ不況を

追い風と捉え、これまでの非効率な業務体制、業

務の流れにメスを入れている。業務体制を効率化

することで、残業ゼロに近くなるとともに、休暇

取得日数が増える。従業員はリフレッシュして、

さらに業務効率が上がる－という正の連鎖が生ま

れている。

例えば、パナソニック電工は昨年から、重要度

が低い仕事を社員 1人当たり年間 50 時間「減量」

し、その半分を自己啓発や家庭サービスに、残り

半分を新しい仕事に充てることを目指して「シゴ

トダイエット」プロジェクトを開始している。

各部署から自己申告方式で出された「ダイエッ

ト方法」は、会議時間の短縮や資料作成の削減な

どの「会議ダイエット」「資料ダイエット」や、

メールの文章を圧縮したり、自部署メンバーへは

口頭連絡にしたりする「情報伝達のムダを削減」

など 2,615 にものぼった。これをテーマごとにま

とめ、対応策として策定した。その結果、半年で

従業員平均で一カ月当たり 1.5 時間の効率化を実

現している。

筆者は、これまでWLB やダイバーシティ（多

様性）に取り組む国内外 600 社にヒアリングをし

てきた。半分以上は地方の中小企業だ。しばしば

「大企業は進んでいるが、中小企業は遅れている」

と言われる。誤解だ。中小企業にも好事例はたく

さんある。

例えば、部品製造のカミテ（秋田県、従業員

30 人）では、従業員が無料で利用できる事業所

内託児施設を運営しているほか、育児休業等によ

る欠員をカバーし合うため、日頃から従業員に複

数の業務を担当させる「多能職」としている。こ

うした施策により、従業員の士気が向上し、職場

の雰囲気が改善したことが効果を上げ、工場での

不良品発生率がこれまでの 100 分の 1程度に低下

している。

ただ、大企業以上に、中小企業の取り組みは二

極化しつつある。多くの中小企業では、経営者と

従業員は上下関係にあって、従業員は顧客の逆側

に位置する。顧客からタイトな納期の発注があっ

たときに、「うちはWLB をやっていますから難

しいです」などと言ったら、「他社に発注するか

らいいよ」と顧客から言われかねない。従業員へ

の配慮は必要かもしれないけれども、“従業員満

足”と“顧客満足”は対立すると考えている企業

が少なくない。

一方で、前向きな中小企業では、従業員に配慮

することで従業員満足度が上がり、商品やサービ

スの質が上がる。ひいては顧客のためになる－と

いうように、従業員への働きかけの延長線上に顧

客を見ている会社が多い。“従業員満足”イコー

ル“顧客満足”という考え方だ。

ハイリターンが約束されている投資

先進企業がWLB に取り組むようになった契機

をみると、実は極度の業績低迷や、労働基準監督

署の摘発、社内の労働環境への告発など、マイナ

スからのスタートが多い。例えば、ある自動車部

品会社では、数年前の経営悪化に際して、社長自

らが報酬を返上し、経営責任を明確にするととも

に、雇用の確保を約束した。トップに倣って経営

陣も次々と報酬返上するなか、労働組合もベア交

渉での歩み寄りを申し出た。

労使が団結して、業務体制の改善に取り組んだ

結果、数千人も従業員がいる会社であるにもかか

わらず、残業時間が全社合計で月 100 時間を切っ

た。すなわち従業員一人当たりの残業時間は数分

となったという。この企業は、その後の経営環境

の好転とともに大きな成長を遂げた。

「コストがかかって企業にメリットが少ない」

というのは、間違っている。このことを筆者は

データで確認した。筆者が保有している 3,000 社

のデータベースを基に、90 年代における売上高

の変化を見ると、一般企業では 2割近く売上高が

ダイバーシティ＆ワークライフバランス
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減少したのに対して、WLB 先進企業は、大手中

小を問わず 3割近く増大している。なぜ、こうし

た結果が出るのか。

理由として、WLB の導入によって得られる 3

つの効果が挙げられる。

第 1に、良い人材を惹きつけ、辞めさせないと

いうこと。したがって、筆者が以前に手がけた中

小企業庁の調査を見ても、最も多くの企業が

WLBに取り組んだ経営効果として挙げている。

第 2 に、モチベーションの向上。WLB 先進企

業では社員の会社に対する満足度が非常に高いと

いう特徴がある。逆に最近、一般企業の社員満足

度は低下傾向にあり、特に不満を持っているのは

エース社員だ。業務は増えているのに時間外手当

が減らされて、負担が増している。いずれ辞めた

いと思っているエース社員がたくさんいる。今後

景気が上向きになった時には、会社が辞めて欲し

くない人材ほどどんどん逃げてしまう事態になり

かねない。

第 3 に、組織・業務体制の効率化が挙げられ、

これは最も効果が大きい。時間制約・場所制約を

抱えている社員たちは、職場がもっとこうなった

ら働きやすいのに、という業務の効率化のヒント

をたくさん持っている。WLB 先進企業はそうい

う声に耳を傾けて、「働き甲斐のある職場」を実

現している。今、職場は新型インフルエンザの蔓

延で大きなリスクにさらされている。誰かが抜け

たら仕事が回らないような環境ではいけない。そ

のためには、業務をオープンにして情報を共有す

る仕組みも必要だ。

WLBは漢方薬

WLBに取り組む企業にも、発展 3段階がある。

第一段階は「福利厚生」として、取り組む企業

が多い。限られた人への施策としてやると、やは

りコストがかさんで、この時点でやめてしまう企

業が多い。

第二段階として、CSR の観点から取り組む企

業は、企業イメージの向上という対外的な効果に

気付く。

第三段階としては経営戦略として取り組む企業

だ。最初はコストがかかって、10 年ぐらいする

と業績がぐっと上がる。その途中でやめてしまう

と体感できないので、もったいない。いずれハイ

リターンとしてかえってくる投資だと筆者はしば

しば指摘してきた。

また、これまで筆者が調査した海外のWLB 先

進企業 100 社の事例でも、大半の先進企業では、

大きく企業業績が伸びる時期というのは不況期を

脱して 2～ 3年後だ。

筆者はコンサルティングをする際に「漢方薬」

という言葉を使うことが多い。WLB は 1 ～ 2 年

で目覚ましい成果が期待できる「即効薬」ではな

いが、企業体質の改善を図ることで、中長期的に

企業業績を大きく向上させると確信している。特

に、今のような不況期こそ、大きな分岐点なのだ。

不況時に業務体制の効率化に成功した企業で

は、いずれ景気回復した際にはそのノウハウを更

に進めて、残業時間を増やさずに業務量を増やす

→それでもこなせない分は増員で対応する→働き

やすい職場に惹かれて、優秀な人材が確保でき

る－という輝かしい未来が待っている。

逆に今、不況だから人員削減する、労働強化す

るという対応をしている企業では、非効率な業務

体制、業務の流れが温存されてしまう。社員の組

織に対する信頼低下、モチベーションダウンが生

じる懸念もある。いずれ景気回復した際には、人

材が集まらず、残った人たちへの負荷がますます

増すことになりかねない。

近視眼的な業績向上に目を奪われていると、ど

うしてもWLBは後回しになってしまう。しかし、

そういう企業に明日はない。このことに気づける

かどうか。日本企業、日本社会は大きな分岐点に

立っている。

不況期におけるワークライフバランス




