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ワーク・ライフ・バランスのコンサルティング
を行っていると、育児や介護の為の休暇制度やフ
レックスタイム、在宅勤務といった企業や組織側
から与えられる権利や諸施策によってワーク・ラ
イフ・バランスが実現されるものだと思われてい
る方が意外と多いことに気づかされる。企業や組
織がいくら制度を充実させても、仕事のやり方の
見直しによる効率化や意識の改革が伴わなければ
折角の制度も機能していかない。企業側だけでな
く、労働者側の意識改革や努力も相まって初めて
ワーク・ライフ・バランスが実現していくのだ。

内閣府の「男女のライフスタイルに関する意識

調査」によれば、回答者の 54%（男性の 70.1%、
女性の 35.3%）が「仕事」に時間をとりすぎてい
ると回答している。

また、“どのようにすれば自分が希望する時間の
とり方が出来ますか” という問には

仕事の量が少なくなれば　50.1％、
効率化などで仕事のやり方が変われば　46.9%、

といった回答が上位となっている。
この調査結果から、仕事の効率化などが重要と

は思いながらも実践はできてはいないという現状
がわかり、自分自身の時間の管理をする事、即ち
タイムマネジメントの必要性が浮き彫りとなって

ワーク・ライフ・バランスの
実現のために（実践編）
—タイムマネジメントの実践—

Point
❶  タイムマネジメントの第一歩は時間記録を行い自分の時間の使い方を知ることである。記録を行う

ことで使途不明時間に気付き、時間意識が変わっていく。
❷  次に時間記録を分析して傾向と問題点を抽出し、非生産的な仕事の削減や仕事の品質基準を見直し

整理していくことが必要だ。
❸  重要度・緊急度を明確にしてスケジューリングを行い、予定と実際の仕事の時間管理（予実管理）

につなげていく。時間記録を見ながら上司と部下で話し合い、予定に反映させていくとより効果的
だ。

❹  タイムマネジメントは、時間記録→分析→時間の整理→予定する→予実管理する→分析するといっ
たサイクルで続けていくことが重要である。
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くる。
本稿では、効率化の手段の一つとしてのタイム

マネジメント実践の基本について考えていきたい。

タイムマネジメントの手順
P.F. ドラッカーは著書「経営者の条件」で、「時

間を管理するにはまず自らの時間をどのように
使っているかを知らなければならない。知識労働
者が成果をあげるための第一歩は、実際の時間の
使い方を記録することである。次に来る一歩は体
系的な時間の管理である。時間を浪費する非生産
的な活動をみつけ、排除していくことである。時
間管理の最終段階は、時間の記録と仕事の整理（管
理）によってもたらされた自由な時間をまとめる
ことである」と述べている。

ドラッカー流の時間管理術については図表 1 に
まとめたので参照いただきたい。

以下はドラッカー流の時間管理術も踏まえなが
らタイムマネジメントの手順について説明して行
きたい。

①時間を記録する
ドラッカーの言うように、タイムマネジメント

の第一歩は、自分がどのように日々仕事に時間を
使っているのかを記録し知ることである。

コンサルティングの現場では “日々仕事の時間
を記録する事” を推奨すると、「ただでさえ忙しい
のに時間記録まで行ったら更に残業時間が長くな

る」「面倒だ」といったような、非常に強いアレル
ギー反応に遭遇することが常である。

実は、抵抗の理由の裏には自身の時間の使い方
があからさまになることの恐れがあり、更には、
無駄な時間の使い方を指摘されるのが嫌だという
思いが見え隠れするのであるが、だからこそ、時
間記録のアクションを起こす（起こさせる）こと
はタイムマネジメントの意識を喚起し仕事の効率
化につなげるためのスタートラインに立つという
ことなのである。

時間記録は、出来るだけ時間を細分化して最低
でも 15 分単位で記録を行う、毎日、出来る限り
その都度記録していく、それも部署単位で行って
いく方がより望ましい。（図表 2　時間記録の一例）

時間記録には、予定を立て、実際の仕事の記録
をつけていくいわゆる予実管理方式もあるが、取
り組み最初の時点は単純に時間記録のみ行う方法
から開始したほうが難易度が低く負担も少ない。
そのため、本稿では、導入時は単純な時間記録の

図表1　ドラッカー流時間管理術

時間を記録する

時間を整理する

時間をまとめる

時間を記録し、毎月見ていく

何の成果も生まない仕事を排除する
他の人間でもやれる仕事を他人に任せる
時間浪費の原因を排除する

自由になる時間をまとめ重要な仕事に
取り組む時間にあてる

出所：P.F.ドラッカー｢経営者の条件｣を参考に筆者が作成

図表2　時間記録の一例
12月5日

分類 仕事内容

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

会議・打ち合わせ、上司への説明
企画立案
商談
問い合わせへの対応
メール対応
資料作成
電話
社外･出張
探しもの、待ち時間
その他
休憩時間
突発業務

15:00

13:30

14:00

14:30

12:30

11:30

11:00

12:00

13:00

10:30

9:30

9:00

10:00

分類表（例）
出社
課内ミーティング
同　上
資料作成（Aプロジェクト用資料）
同　上
電話応対
資料作成（B社プレゼン向け最終確認）
書類探索
商談（C社）
同　上
不明
メール
探し物
昼休み
同　上
同　上
同　上
企画会議
同　上
同　上
同　上
突発事項（客先からの緊急要請）
同　上
不明
電話応対
書類作成

1
1
6
6
7
6
9
3
3
10
5
9
11
11
11
11
1
1
1
1
12
12
10
7
12

出所：筆者作成
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みからスタートし、時間記録に慣れてきたら予実
管理に移行していく手順で説明したい。

②時間記録の結果から得られる気づきと分析
これまで時間を意識せずに業務をこなしていた

方々が時間記録を行うと、まず、“仕事をしていた
はずであるが、この時間帯に何をしていたか思い
出せない” といった使途不明時間が少なからずあ
ることに皆一様に気づく。

実は、時間記録を行うことで得られる大きな収
穫が、この使途不明時間に気づく（気づかせる）
ということなのである。時間記録に抵抗していた
人々も使途不明時間に気づくことで、時間管理に
目覚めていくことも多いのである。

使途不明時間の中には “考え事をしていた” と
いった有意義な時間もあるが、“雑談” や “書類の
探し物” “データがどこに保存されているのかわら
ない” “待ち時間” “ネットサーフィン” といった非
生産的な時間であることのほうが多い。実際の時
間記録のコンサルティングの現場においては、使
途不明時間に気づくだけで、時間意識が変わり、
仕事の仕方も変わっていき、生産性が高まるとい
うことも多々ある。「気づくだけで変わる」のである。

一方で、時間記録結果を集計し、分析していか
ないと見えてこないこともある。

図表 3 のように、「時間記録を週間単位で集計
したグラフ」「実労働時間の業務割合のグラフ」を
作成すると、どの業務にどれだけの時間を使って
いるのかが分かりやすくなってくる。そして自身
の時間記録のグラフを見ることで、“メール処理が
多い” “会議が多い” “資料作成の時間が多い” “突
発業務が多い”等々の傾向と問題点が浮かび上がっ
てくるのである。

また、個人だけでなく、部署単位、管理職と非
管理職、といったくくりでも同様のグラフを作成
する事で部署特有の問題点、職制毎の傾向等が浮
き彫りになってくる。

コンサルティング現場で実際によく浮かび上

図表3-1　週間単位で集計したグラフ

会議

上位者への説明

外出

問い合わせ

メールチェック

資料作成

その他

突発業務

1週目実績

2週目実績

3週目実績

4週目実績

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

8.0

0.01.0

5.0 7.0 12.0 10.0 1.0

10.0 3.0 2.0 7.0 7.0 12.0 4.0 5.0

2.02.02.0 7.0 6.0 12.0 14.0 0.5

5.0 2.5
0.0
6.0 8.0 14.5 6.0 6.0

出所：筆者作成

図表3-2　月間実労働時間に占める業務割合

資料作成, 
26.9%

その他, 
18.1%

突発業務, 
6.7%

突発業務, 
6.7%

会議, 
13.3% 上位者への説明, 

4.5%

外出, 2.1%

問い合わせ, 
13.3%

問い合わせ, 
13.3%

メールチェック, 
14.9%

メールチェック, 
14.9%

出所：筆者作成
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時間記録によって得られる気づき 傾向と主な原因
何をしていたのか分からない時間がある。
思い返してみても何をしていたか分からない

考え事をしている時間／雑談、話し合い
電話等への対応
行き当たりばったりの仕事をしている
書類探索等の探し物／ネットサーフィン／パソコンの表示待ち時間

業務の中断が多い 電話や急ぎの業務の割り込み／問い合わせ
締め切り間際に急いで業務を行っていることが多い 締め切りが見えないと取り掛からない／気乗りのしない仕事は後回し

仕事の開始時期を意識していない
工程管理ができていない／仕事の量が把握できていない

残業が多い 納期を守るためにつじつま合わせをしている
スケジュールの管理ができていない
部下に任せられない／仕事の共有化ができていない

突発業務が多い 他人からの依頼に振り回されている／依頼を断れない
DB 化やマニュアル化の未整備／その場しのぎ
突発業務を吸収する余裕のないスケジューリング

他人へ突発業務を発生させている 余裕のない業務遂行予定／工程管理ができていない
いつも納期ぎりぎりに仕事を開始する

クレーム処理が多い／やり直しが多い 手抜き作業／雑な業務遂行／見直し・チェックができていない／その余裕がない
報告・連絡・相談が不十分

会議が多い／会議に時間がかかりすぎている 出席するべき会議の取捨選択ができていない
会議時間やルールが決められていないため延長傾向

メール処理の時間が多い 受信メールが多すぎる／何でもメール発信してしまう傾向／メールのルール化不足
資料作成の時間が多い 出来栄えや体裁を気にしすぎ

DB 化が未整備の為、いつも一から資料を作成している
予定と実績が乖離している 能力の過信／能力が低い（IT スキル等）

仕事の仕方が過剰品質／無駄な作業／上司（部下）とのすり合わせ不足
邪魔が入った／集中できない環境
いい仕事をするためにはいくらでも時間をかけて良いと考えている／生産性無視

図表 4　時間記録によって分かること

出所：筆者作成

がってくる、気づきとその原因について図表 4 に
まとめたので参考にして欲しい。

　
③時間を整理・管理する

時間記録を行い、集計し分析したら、次は判明
した傾向と問題点を整理し見直していく。

ポイントは 3 つある。
一つ目は使途不明時間、何の成果も生まない

（非生産的な）仕事の時間を少なくしていくことで
ある。

探し物や雑談、出席するだけで発言を要しない
いわば出なくても全く問題ない会議や打ち合わせ
等々をリストアップして意識しながら徐々に減ら
していくこと。

二つ目は他の人間でもやれることや複数の人が重
複して行っていることを整理し少なくしていくこと。

ドラッカーが面白いことを述べている。「通常、
誰でも自分自身の重要度については、過小ではな

く過大に評価しがちなものである。そしてあまり
にも多くのことが、自分でなければできないと考
える。こうして大きな成果をあげる者さえ、多く
の不必要かつ非生産的な仕事をしている。」

自分自身の役割を認識した上で、本来成すべき
仕事は何か、他の人でも出来る仕事は何かを考え
ていく。勿論組織にあっては、仕事を他人に任せ
る、または他人の仕事で自身がやるべき仕事を引
き取ることもありうる。

三つ目は、それぞれの仕事の品質の基準を見直
すことである。

人は評価されたい、良く見られたいといったこ
とから、サービス過剰や膨大な資料、見栄え等々、
求められている以上の仕事をしがちである。末端
階層から上位階層まで、それぞれが品質過剰な仕
事を行っていたら、組織全体で相当な量の無駄な
仕事が積み上がってしまうのである。

求められている品質は何かを依頼者に確認し、

ワーク・ライフ・バランスの実現のために（実践編）
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過剰過ぎない 1 品質で業務を行い、それぞれの仕
事にかかる時間を減らしていくのだ。

この 3 つのポイントを踏まえながら、使途不明
時間や生産性を損なう原因となっている仕事を整
理し減らしていく。

整理の優先順位としては、
ⅰ）簡単に整理に着手できる仕事から
ⅱ） 効果の大きい（より時間を多く浪費していた）

仕事から
の 2 通りがあるが、効果は少なくても簡単に着手
できる仕事から整理し減らしていく方が、抵抗感
も無く成功し易い。

④予定を立てる（スケジューリング）
時間記録に慣れてきたら、次にスケジューリン

グを行っていきたい。スケジューリングはアポイ
ント管理ではなく、業務の管理であることを認識
して欲しい。③項で見直し、整理した事を受け、1
日単位 1 週間単位での業務管理を行っていく。　

始めに自分の「仕事」に使える時間がどれだけ
あるのかを確認する。（月曜日は 9 時〜 18 時迄、
火曜日は 9 時〜 20 時迄等々）

次に成すべき業務をリストアップし、それぞれ
の重要度、緊急度、所要時間を明確にしていく。
そして重要度の高い仕事から優先的に、次いで緊

1   サラリーマンであれば評価されることも重要であるので、品質過剰までは行かない “過剰過ぎない” 程度の品質は保ちたいと思
うのが人情であろう。筆者も “過剰過ぎない” 程度の＋αの作業はよく行っている。

図表5-1　予定と実行（実労働時間）の比較

5.0
8.0 1.0

8.0 1.0
10.0

2.0
2.0

4.0
5.0

1.0

3.0

2.0
2.0

2.0
2.5

4.0
2.0

3.0
2.0

6.0
5.0

5.0
7.0

6.0
7.0

6.0
6.0

6.0
7.0

5.0
7.0

5.0
6.0

5.0
8.0

18.0
12.0

10.0
12.0

12.0
12.0

10.0
14.5

5.0
10.0

7.0
4.0

10.0
14.0

12.0
6.0

1.0

5.0

0.5

6.0

時間

会議
上位者への説明
外出
問い合わせ

メールチェック
資料作成
その他
突発業務

1週目予定
1週目実行

2週目予定
2週目実行

3週目予定
 3週目実行

4週目予定
4週目実行

60.050.040.030.020.010.00.0

出所：筆者作成

図表5-2　予定より超過した業務、短縮した業務の分析（左側が短縮、右側が超過した業務）

1.0

1.0

0.5

1.0

0.5
0.5

2.0

1.0

1.0

1.0

2.0 4週目

2.5 3週目

2.0 2週目

0.5
1週目

1.0

0.5

2.0

4.0

0.5

0.5

1.0

1.0

1.0

2.0

1.0

2.0

1.0

3.0

2.0

2.0

2.0

4.0

3.0

5.0

1.0 6.0

0.5

5.0

1.0

会議

上位者への説明
外出

問い合わせ

メールチェック
資料作成

その他
突発業務

‒5時間 5時間 10時間 15時間

出所：筆者作成
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急度の高い仕事といった順に予定に落とし込んで
いく。

予定を組む際に気をつけたいのは、急ぎの依頼
や問い合わせといった突発業務である。役職が上
になる程、部下からの相談や決裁といった予定し
ていない業務も多くなってくる。スケジューリン
グは、そういった業務に対応する為のバッファー
の時間を日々組み込みながら行っていく。バッ
ファー時間に何も無ければ後に予定していた業務
を前倒しで処理していけば良い。

そうやって予定を組んでいくといつまでも予定
化されずに残っていく仕事が見えてくる。いつま
でも予定化されないような仕事はやらなくても良
い仕事か、やりたくない仕事（気の重い仕事）の
いずれかであることが多い。やらなくても良い仕
事は整理し、取り止めていくべきであるが、やり
たくない仕事は最優先で予定化して処理していく
ようにすべきである。

　
⑤時間記録を行う（予実管理方式）

④項で立てた予定の下、実際の業務を遂行し時

間記録を継続していく予実管理を実行していく。
予定と実行の比較や分析グラフを作成していくと、
予定以上に時間がかかっている業務は何か、何が
予定を狂わせているのかが明白になり、単なる時
間記録では分らなかった問題点が分ってくる。（図
表 5-1、2）さらに、比較や分析資料を基に問題点
の解決や仕事の整理を行い、予定にフィードバッ
クさせていくのである。

実は、このプロセスの中に、上司と部下との話
し合いを入れ、その結果を予定に反映させていく
とより効果があがってくる。

実際、時間記録を行っていただいた企業におい
ては、時間記録の資料を基にした上司と部下の話
し合いが行われないと業務の見直しや残業削減が
進まず効果があがらないという結果になっている。

このことから、①時間を記録する②分析する 
③整理する④予定する⑤予実管理する②分析する、
といったサイクルに加え上司と部下での話し合い
を行うことがタイムマネジメントを有効に機能さ
せるポイントであることが分かる。（図表 6　タイ
ムマネジメントのサイクル）

図表6　タイムマネジメントのサイクル

使途不明時間の抽出
傾向と問題点の抽出

非生産的な仕事の削減、他人に仕事を任せる、
品質基準の見直し

業務のリストアップと
優先付け、予定への
落とし込み

時間記録の振り返り
上司と部下の話し合い

時間記録の分析

時間記録を行う

予定を立てる

時間を整理

出所：筆者作成

ワーク・ライフ・バランスの実現のために（実践編）
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本稿で説明してきたのはタイムマネジメントの
基本的な部分のみである。個別の手法、例えば会
議削減の方法（会議ダイエット）、メール削減（メー
ルダイエット）、資料削減（資料ダイエット）といっ
たことについては字数の関係から次の機会に説明
をしたいと思う。

しかし時間を記録し分析し、整理し予定してい
くという基本部分のサイクルを実践していくだけ
でも今までとは違った効率的な働き方が出来てく
る。仕事を効率的に且つより充実したものにする
ためにもタイムマネジメントを行っていくという
意識を持ち、基本部分だけでも試みてはいかがで
あろうか？

自分に与えられた時間を知り
タイムマネジメントを実践する

最後に、自分に与えられた時間を考えてみよ
う。
「仕事」の時間に限って言えば、1 年間に使える

時間は 2,000 時間 2（なかには 3,000 時間という方
もいると思うが）というのが妥当なところであろ
うか。その 2,000 時間が「仕事」に対して与えら
れた（使える）時間であり、その範囲内で如何に
効率よく成果をあげていくかを考えていかねばな
らない。毎日非効率な仕事に 1 時間を費やすこと
は年間で約 250 時間の浪費となる。タイムマネジ
メントの実践は非効率な時間の積み重ねをなくし、

時間をより生産的な仕事に向けると共に残業時間
を削減していくことにつながる。

厚生労働省発表の平成 22 年簡易生命表によれ
ば日本人の平均寿命は男性 79.64 歳、女性 86.39
歳である。人生 80 年としてみれば、約 70 万時
間。1/4 は睡眠時間として差し引けば 52 万時間。
例えば読者の方が、現在 40 歳であると仮定すれ
ば残りは 26 万時間。意外と多いなと思う方もい
るかもしれないしピンと来ない方もいるだろう。
その 26 万時間の中で仕事こそ我が人生だとして
仕事に思い切り打ち込みたい人もいれば、仕事以
外の時間、家族や趣味にも時間を割きたい人もい
るだろう。そういったそれぞれが希望する事を実
現したり充実させていくこと。それこそがワーク・
ライフ・バランスの実現なのである。その為にも
本稿で説明した、タイムマネジメントを効果的に
実践していくことが望まれるのである。時間は
買ったり、借りたりして増やすことは出来ないも
のなのだから。
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