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日本社会のこれまでとこれからを考える
國學院大學 経済学部 水無田気流 教授 座談会

日本の20年を振り返り、未来の社会や家庭の
あり方を考える
宮原：今年、弊社機関誌『経営センサー』が発刊
20周年を迎えました。本日は過去の20年を振り
返りながら、今後20年の働き方、家庭や社会の
あり方について、座談会形式で水無田先生のお話
を伺いたいと思います。
　ここに、「日本の生産年齢人口と高齢化率」につ
いて資料を用意しました。さらに、過去20年間

の出来事と働き方の変遷を年表にしました。昨今
の働き方改革の流れで、在宅勤務制度が充実して、
テレワークが推進されるようになってきました。
ダイバーシティ推進事業では、育児・介護休業制
度の充実、2015年の女性活躍推進法の制定があり、
本年は働き方改革関連法も成立しました。あと残
念な事件では電通社員の過労自殺事件がありまし
たね。

水無田：電通社員の過労自殺事件の影響は、大き
かったですね。

『「居場所」のない男、「時間」がない女』
宮原：この事件をきっかけに、深刻化している長
時間労働への対策が加速してきました。水無田先
生の著書『「居場所」のない男、「時間」がない女』
の中で、日本の男女の平均寿命格差が大きい点を
指摘されました。スウェーデンやノルウェーなど
男女平等参画が進んでいる北欧諸国ではこの格差
が小さい。日本のこれからの働き方について、問
題提起の一つかもしれません。
　日本の働き方や地域での活動の仕方など、さま
ざまな問題があるのではないかと思います。

実施概要
実施日時：2018 年 8月2日（木）10:30 ～12:00  
場所： 國學院大學（渋谷キャンパス）内会議室
座談会参加者
國學院大學 経済学部 教授　水無田気流 氏
宮原 淳二　 ダイバーシティ＆ワークライフバランス 

推進部長
小西 明子　人材開発部長
福田 佳之　産業経済調査部 シニアエコノミスト
手
てばか

計 仁
ひさ し

志　 人材開発部 シニアコンサルタント
石川 裕子　経営センサー編集部

　國學院大學 経済学部 教授。早稲田大学大学院社会科学研究
科 博士後期課程単位取得満期退学。詩人として『音速平和』
で中原中也賞、『Z境』で晩翠賞を受賞。著書に『「居場所」の
ない男、「時間」がない女』『シングルマザーの貧困』『黒山も
こもこ、抜けたら荒野　デフレ世代の憂鬱と希望』などがある。

水
み な し た

無田 気
きり う

流氏プロフィール

　『経営センサー』は 2018 年 11 月で創刊 20 周年となります。
　創刊 20 周年の節目にあたり、最近の社会的課題にスポットを当てた國學院
大学 経済学部 教授 水

み な し た

無田気
きり う

流氏との座談会、「私たちを取り巻く環境は平成
の 30 年でどう変わったか」と題した日本経済の変遷、「『経営センサー』20 年
の歩み」を掲載します。
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企業社会が変わると地域社会も変わるのか？
福田：『経営センサー』ではエコノミストとして内
外経済動向や産業動向について執筆してきました
が、同誌で取り上げるテーマも10～ 20年前と比
べると、経済・産業のマクロ的な観点のものより
も、企業内におけるマネジメントや働き方などミ

クロ的な観点のものが増えています。実際、日本
の企業社会では、女性活躍やLGBTなどダイバー
シティの推進を課題として取り上げ、社員が働き
やすい環境を整備する動きが活発になっています。
　一方、地域社会では、その動きがあまりないと
感じます。私の娘が通っている小学校でのPTA
活動は相変わらず母親中心です。父親については
「親父の会の中だけに閉じ込めてしまおう」という
雰囲気すらあります。
　企業社会が変わっていけば、それが次第に波及
していって日本の社会全体が変わっていくのか、
地域社会ではこのまま男女の性別役割という二極
構造が残存するのか、水無田先生のご意見をお聞
かせください。

地域社会は社会の縮図
水無田：まず地域社会の問題から。PTAへの父親

図表 1　  わが国の人口と生産年齢人口・高齢化率の
推移

出所：内閣府「平成 28年版 高齢社会白書」

図表 2　過去 20 年間の出来事と働き方の変遷

出所：Works symposium2015（一部参考）

国名 年数差 男女それぞれの平均寿命

ロシア １１．３年 男性６４．５６歳、女性７５．８６歳

タイ ７．３年 男性６９．６歳、女性７６．９歳

韓国 ６．７年 男性７７．９歳、女性８４．６歳

日本 ６．４年 男性８０．２１歳、女性８６．６１歳

◆平均寿命格差が高い国々

一方の性に偏った家計責任や世帯形成は平均寿命にも影響？

◆平均寿命格差が低い国々

国名 年数差 男女それぞれの平均寿命

ノルウェー ３．９６年 男性７６．６５歳、女性８０．６１歳

デンマーク ３．９年 男性７８．０歳、女性８１．９歳

スウェーデン ３．６２年 男性８０．０９歳、女性８３．７１歳

アイスランド ３．１年 男性８０．８歳、女性８３．９歳

図表 3　日本の男女の平均寿命格差

出所：  水無田気流氏『「居場所」のない男、「時間」がない女』
日本経済新聞出版社

　早稲田大学卒業後、化粧品大手の資生堂に入社。2011 年
1月より東レ経営研究所に転職。企業や自治体などワークラ
イフバランスや講演を多数実施。働き方改善の企業コンサル
ティング経験も豊富。社外活動では、内閣官房すべての女性
が輝く社会づくり推進本部「暮らしの質」向上検討会・座長、
文部科学省・中央教育審議会幼児部局専門員など歴任。2005
年度に当時まだ珍しい男性の育児休業を取得。

宮原 淳二プロフィール
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の参加が少ないのは男性の長時間労働が最大要因
ですが、これにより母親中心での活動が当然視さ
れ、結果的に父親は参加しにくい空気が浸透して
いることも大きいですね。母親同士で集まって、
同質化していた方が議論は楽かもしれませんが、
そのまま行くと同質化・均質化が進み、新しい意
見が出て来なくなる懸念があります。これは企業
も同じことが言えますが、集団の発想が硬直化す
ると、「川の死に水」のようになります。川の水も
同じ場所で停滞していると、水が腐ってくるので
すね。内部から腐敗しても、自浄作用が働かなく
なってしまいます。
　かつて、日本企業はメインストリームのメンバー
の均質性の高さが強みだったのです。昨今ダイバー
シティ推進が必要とされてきているのは、その強
みが時代遅れになってしまったからです。メンバー
の均質性が高いと、意思疎通に関して細かなコミュ
ニケーションを取る必要もないですし、上意下達
にはとても楽なのです。
　私が現在行っているワークライフバランスとダ
イバーシティ調査でも、部下から見て一番人気が
ない上司は、いわゆる「カレイヒラメ型」です。
上にばかり目が付いていて、自分を支えてくれて
いる部下が全然見えていないタイプ。上司だけを
忖度していればなんとかなった、というのが、か
つての「昭和的」な均質性の高い組織構成の中の
生き残り術なんですよね。
　ただ私の調査では、過度な忖度を行う上司に対

する男女の許容度には違いが見られました。男性
は、「こういうことは、嫌だけれども、これから社
内政治を生き残っていくうえで、参考にさせても
らいます」みたいなことがある。ところが、女性
は「人間として信じられません。反

へ ど

吐が出ます」。
と許さない傾向があります。
　さらに評判が最悪なのは、ハラスメント型の上
司です。ハラスメントをする上司というのは、セ
クハラとパワハラを両方行うタイプが多い。セク
ハラというのは性的嗜好性の問題ではなくて、明
らかに支配・被支配の関係の中で、過剰な支配欲
が具現化したものなので、ハラスメントをする人
というのは、パワハラもセクハラもする傾向が見
られる。これは職場の雰囲気を悪化させ、働く人
たちのインセンティブも低下させるので、百害
あって一利なしということを痛感しました。旧態
依然とした日本型組織の問題点として、権力が属
人的でハラスメントも「必要悪」や、ときに「愛
の鞭
むち

」などと言われて、ハラスメントとして認識
されてこなかった、という問題があげられます。
ダイバーシティ達成のためには、この旧弊を脱す
る必要があります。
　
　地域社会・コミュニティの持続可能性について
は、近年ずいぶん語られるようになりました。逆
に言うと、これまで地方行政や地域社会の中で、
お金を出せばケアワークも一通りまかなえてきた
のが、立ち行かなくなって来たということです。
2000年に施行された地方分権一括法 1以降は、住
民自治の必要性が叫ばれるようになりました。ま
た行財政の悪化や人口減少の影響から、ボランティ

　1993 年東京銀行（現三菱UFJ 銀行）入行。経済企画庁（現
内閣府）派遣、米国大学院留学を経て2003年 4月に東レ入社。
東レ経営研究所では内外経済分析を担当。早稲田大学アジア
太平洋研究科博士後期課程修了。博士（学術）。

福田 佳之プロフィール

1    「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」の通称。地方分権を推進するために、地方自治法など 475 件の
法律について必要な改正を行うことを定めた法律。平成 12年（2000）施行。
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アで地域社会を活性化していこうと言われるよう
にもなりました。さらに、住民参加で条例決定の
際にも意見を、ということで市民フォーラムが開
催されるようになりました。でも、そこは企業社
会の延長線上にある風景で、私が参加したものも、
参加者は8割方が「60代以上のリタイアされた男
性」という場合が多かったです。退職したら、今
度は地域社会に参加しようという意思は素晴らし
いのですが、高齢男性目線の陳情合戦が大半になっ
てしまう…という弊害を見聞きしてきました。
　市民フォーラムが開催されるのは、たいてい土
日の昼間ですが、「サラリーマンの妻」のような人
は、夫が休みで家にいるため、参加するのが難し
い。でも、主として地域社会のソーシャルキャピ
タルを担っているのは、その地域の公立小中学校
に子どもを通わせている女性たちです。彼女たち
は地域社会の基底を支えながら、意思決定の場に
おりません。就業の場でも、もはや日本では全就
業者に占める女性は4割を超えていますが、管理
職割合はたった1割。負担すれども…の構図は、
地域も企業も通ずるものがあります。

日本社会の格差は続くのか？
手計：次に、社会格差についてお話をお伺いした
いと思います。これまで日本は、均質性の高い国
民で高度経済成長を成し遂げて、過去の成功を手
にしました。しかし、バブル崩壊以後、グローバ
ル社会が進み、良いも悪いも全部、日本が世界に
飲み込まれてきたのがこの20年間だと思いま
す。そうなると当然、社会構造の変換、格差とい

う概念もどんどん外から入ってきます。「一億総中
流社会」はもう過去のものとなり、否が応にも格
差社会に飲み込まれていくでしょう。
　そんな中で日本の社会的立場の強者である永田
町の国会議員が、税金をどこに配分するかを決め
ていると、いつまでたっても「社会的弱者」と呼
ばれる人たちは、リカバリーのチャンスがなかな
か巡ってこないのではないかと思います。
　日本社会には世代間格差、性差、社会的弱者な
どさまざまな格差があります。この日本社会の格
差は今後是正されていくのでしょうか？　それと
も格差と付き合っていかなければならないので
しょうか？
　
日本は生得的格差が続く社会
水無田：日本では当人の適性や個性よりも、男性・
女性という性差がライフコースに与える影響が強
いため、ジェンダー・セグリゲーション（性別分離）
が極めて強い社会ということができます。また、
GDP比で見た教育費の家計支出割合が高く、端的
に言って「親が子どもの教育費を賄

まかな

う」構図になっ
ているため、出身家庭の所得水準が、教育達成水
準に与える影響も大きい。
　すでに浸透した新自由主義的な気運を呼び込ん
だ小泉元首相は、英国のサッチャー元首相の “New 
Public Management”（新公共経営）の政策に影響
を受けています。サッチャー氏の名言には、「社会
なんてないんだ、あるのは個人と家族だけだ」と
いう言葉があります。個人主義を高らかに宣言す
るかのごとき言葉ですね。戦後、「ゆりかごから墓
場まで」と言われる高福祉政策を達成したイギリ
スですが、いわゆる「英国病」に陥り、この難局

　1998 年東レ（株）入社。IT 機器産業向けに炭素繊維加工
品の開発営業を長く担当、同産業の集積拠点である台湾・中
国企業との取引実績多数。2017 年 3月より現職。専門分野
は中国経済、コーチングによるリーダー開発。生涯学習開発
財団認定コーチ。日本産業訓練協会マネジメントトレーニン
グプログラムインストラクター。
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志プロフィール
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を大胆な民営化による政府支出の削減を中心に乗
り越えようとしました。
　しかしながら、この「サッチャリズム」は結果
的には失業率の増大、とりわけ若年層の深刻な高
失業率を招き、公教育は荒廃しました。1997年に
首相に就任したトニー・ブレアも、「政府の三つの
優先課題を挙げれば、それは教育、教育、教育で
ある」と言ったほどで、義務教育を終了した後、
就業も就学も職業訓練も受けていない若年層を分
析するため、「ニート」分類が使われるようになり
ました。
　不況が長期化し、かつ個人主義化が浸透すると、
これから社会に入っていく若年層ほど、入り口の
ところで弾かれてしまいがちになります。先ほど
述べた、新自由主義的な社会の特徴は自己責任・
自己決定の重視と言われますが、たとえば貧困層
に生まれ育った人たちは、自分が望んだものでは
ない家庭環境や所得状況の中で、「望まぬものへの
自己決定」が常に強要されていく社会とも言える
わけです。社会の中で相対的に弱い立場に置かれ
がちな「マイノリティ」とは、当事者目線に立てば、
「自己の（相対的に弱い）属性を、マジョリティに
属す人よりも強力に意識しなければならない」人、
ということになります。生まれながらの性や家庭
の経済状況のような「変更が不可能か極めて困難」
な属性が社会の中で不利に作用するがゆえに、「自
己決定コストが相対的に重い人」たちであるとも
言えます。
　
著書『シングルマザーの貧困』で
伝えたかったこと
水無田：本来社会保障は、入り口の機会の平等を
確保するためにあります。私の著書『シングルマ
ザーの貧困』で書きましたが、生まれてきた子ど
もは、単身世帯・ひとり親世帯などの家庭環境を
選んで来たわけではないですよね。北欧諸国では、
子どもたちの間のスタート時での不公平が可能な
限り生じないように、法律婚内子・外子を問わず、
保障に関しては平等に扱うべし、ということが眼

目です。それは、子どもたちの権利を保障する発
想から成っています。
　ところが、日本の社会保障の発想は、一般的な
受け止め方として、「シングルマザー家庭で育った
子ども等に施しをあげましょう」というものです。
　本来、生まれながらの「生得的な地位」には、
個人は責任がないわけです。それに対して、望ま
ぬ自己決定を行わなければならない状況を改善す
るために、所得の再配分はあるはずです。子ども
の貧困を放置するとその後の社会的遺失は40兆
円以上になるという報告もあります。
　イギリスの調査では、子どもの頃の貧困を放置
すると、単に高度人材になる機会が奪われるだけ
ではなく、その後の健康的な生活習慣もつかない
で医療費もかさんでしまうという指摘もなされま
した。ですから「施し再配分感覚」ではダメで、
この国の未来への「投資」という考え方が大切で
す。特に子育て世代に関しては、将来の貧困予防
という意味でも、「投資」という考え方をすべきと
ころが、民主党政権の時に導入がうたわれた子ど
も手当とトレードオフの関係で、年少扶養控除は
廃止になりました。その後、財源不足ということ
で児童手当に戻った後も年少扶養控除は廃止に
なったままで、子育て世帯には重税化されたまま
放置されているともいえるのです。

手計：子どもの貧困は、放置してはいけませんね。
　
日本の奨学金は利子がつく貸与型がまだ多い
水無田：奨学金に関しても、かつて日本育英会奨
学金は免除職規定があり、学校教員等になると返
済が免除される制度がありましたが、小泉改革期
にそれが撤廃されてしまいましたよね。新たに設
立された日本学生支援機構奨学金は貸与型がほと
んどで、無利子の第一種奨学金より、利子が付く
第二種奨学金受給者の方が増やされています。今、
大学生の2人に 1人が奨学金を受けているので、
私のような大学教員の立場から見ても切実な問題
です。昨年度ぐらいからようやく議論になってき
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て、給付型の奨学金が今年導入されてきたのです
が、まだまだ手薄です。
　先ほど触れたように、日本では対GDP比で見
た教育費の家計支出割合が先進国でもトップレベ
ルで、親が教育費を払う割合が高い。例えばアメ
リカも教育費の家計支出割合が高いですが、給付
型の各種奨学金が充実しています。学業優秀者は
もとより、アスリート奨学金など、能力のある人
をバックアップする多様な奨学金制度がありま
す。ところが日本の場合は、能力ある人を伸ばす
方の「格差」ではなく、生まれながらの「生得的
な地位」に拘泥するライフコースを描かざるを得
ない人たちが多いがゆえに、結果的に格差が生じ
ている。格差社会の意味は本来、「上」の人間を伸
ばすという前提が大義名分に使われているはずで
すが、日本は格差社会ですらないのではないかと
思います。
　
医大入試での女子差別が問題に
水無田：東京医科大が女子受験生に恣意的な得点
操作を行い、合格者数を抑制していたというニュー
スがありましたが、これもひどい女性差別の話で
す。関係者からは、「女性が医師になっても出産・
育児等のライフイベントで辞めてしまう」から、「必
要悪」だという話もあったそうですね。でもこれは、
医科大入試に限った話ではありません。たとえば
私たちの世代では、公立の進学校でも高校で男子
のほうが1クラス分定員が多いのも珍しくなかっ
たですし、昨今でも就活の場では「成績順に取る
と女子ばかりになってしまうので、男子に加点し
て採用しています」などというのは、よく耳にし
ます。なぜ日本では、「男性に下駄を履かせる」こ
とが当然視されて来たのでしょうか。
　一企業や一大学、一組織が生き残るために前例
を見て合理的な選択をすると、相対的に人材を公
平に平等に十全に扱う機会を奪ってしまう結果と
なってしまうことを、「統計的差別」2といいます。

採用や人事評価の際、性別を重視する紋切り型の
慣行は今なお根強いですが、これは最終的にはそ
の人個人の適性や能力を活かすことに失敗し、利
益率上昇に対しても阻害的に働くと指摘されてい
ます。とりわけ、女性が高度専門職で就業継続す
ることが困難な現状は、仕事の切り分けがあいま
いで、責任・権限が不明確な「会社村の住人」が
主流労働者とされるあり方と表裏一体です。では
それで生産性が高いのかと言えば真逆で、「労働生
産性の国際比較2017（日本生産性本部）」によれば、
日本の時間当たりの労働生産性は46ドルぐらい
で、1位のアイスランド、2位のルクセンブルグは、
95ドル超ですから、その半分以下の水準です。
　また、ジェンダー・セグリゲーション（性別分離）
が非常に高いので、高卒男性の管理職者割合のほ
うが大学卒の女性の管理職者割合よりも高いのも、
先進国だと日本ぐらいです。　　　
　組織が男性優位な社会にフィットした形で人材
選抜を行おうとしてきた結果、歪んだ形での人材
構成ができていて、女性は能力開発の点でも不利
な立場にあるケースが多い。均質性が高いのに生
産性が低いという、非常に残念な雇用の場にもなっ
ています。
　
女性の就労率と少子化の関係
水無田：女性の就業と出生率の関係としては、「女
性の就労率が上がると少子化が進むのではないで
すか」と聞かれることは多いです。確かに先進国
でも80年代までは、一部国や地域では女性の就
労率が上昇すると、少子化が進む国もありました。
でも90年代以降は、女性の就業率が上がるほう
が、出産に対してもポジティブな相関関係が見ら
れています。
　現在では、先進国はいずれも女性の年収が上が
るほど婚姻率が高くなってきていて、日本でも、
今は年収が上がるほど婚姻率は高くなっていま
す。意識調査などでも、男性も女性のパートナー

2    過去のデータを根拠とした合理的判断から、結果的に生じる差別のこと。

日本社会のこれまでとこれからを考える



経営センサー　2018.11
1010

選びに対しては、「正社員のほうがいい」という割
合がどんどん増えてきています。これは男性の相
対的な賃金水準の低下と、やはり家計維持のため
のリスクを回避する必要性が高まってきたためだ
と思われます。
　ただ、先進国で日本とイタリアだけが、ある程
度までは女性の年収が上がると婚姻に対してポジ
ティブな効果が見られるんですが、ある程度以上
になると婚姻率に対して阻害要因となってしまう
という傾向も見られます。日本の場合、女性が
410万円以上稼ぐと、婚姻率に対して阻害要因に
なってしまうという統計結果もあります。ただ出
産に関しては、諸制度が充実しているファミリー
フレンドリー企業の正社員（母数は小さいですが）
のほうが、専業主婦の人よりも出生率が高くなっ
ています。要は、安心して出産・育児ができる環
境が整っていれば、女性は出産と就業継続を両立
できるのです。
　昨今はダイバーシティ推進と言いますが、旧来
の均質性の高い職場空間を維持しようとするあま
りに、能力を正当に見るということをせず、属性
による統計的差別を進めた結果、日本の経済規模
も、人口規模も縮小していこうとしています。

東レでの女性活躍支援の活動
小西：東レでは、これまで 4回にわたって女性の
課長相当以上を対象とした研修や、組合員層も含
めた各ヒアリング活動などを、この5年ほど展開
しています。
　5年も続けていると、「いつまで女性活躍か」と

いう声が男女両方から聞こえてきて、悩ましいと
ころです。今後何を目指してどのように活動を進
めていくべきか、アドバイスをいただければと思っ
てこの場に来たのですが、先ほど、水無田先生か
ら地域社会にも会社の男女二極構造が持ち込まれ
ているというお話をお聞きすると、企業としても
まだまだやるべきことはあると感じました。　
　先日、東レで行った第4回女性管理・専門職研
修では、女性が活躍する上で何が障害になってい
るのかを明らかにするため、男性管理職の考えも
ヒアリングしてみました。設問では、部下指導の
上で男女の違いを意識するか、男女が同じように
活躍するために「会社」「男性」「女性」、そして「自
分自身」に改善すべき点があるか、などをYes/
Noで聞いています。男女がともに活躍するために、
「改善すべき点がある」と回答したのが、「会社」
が全体の8割、「男性」「自分自身」が6割強、「女
性」も6割弱という結果であり、組織も個人の意
識・行動もまだ改善の余地ありと考えている割合
が、男性管理職でも高いことが分かりました。

ダイバーシティマネジメントは、性差に
こだわらず、能力や個性に合わせる
水無田：この資料の中で、「男女ともに活躍するた
めに、男性が改善すべき点があるか」という設問
への回答で「ある」233人中 193人もいるのが救
いですね。ダイバーシティマネジメントとは、性
差にこだわらず、その人の能力や個性に合わせて
いけば、男女にとっても平等になります。ハラス
メント型の上司のもとで統計的差別をされると、
優秀な女性は、転職していなくなってしまいます。
　以前、某 IT企業の社長があるシンポジウムで、
ワークライフバランスや男性の育休取得がなかな
か進まないという話題になって、「うちの会社は、

　東レ（株）人事部で総合職採用、新入社員教育に長く従事す
るほか、総務部で役員秘書業務、（財）東レ科学振興会で理科
教育賞運営、勤労部で労務管理を担当。2009年 6月から現職。

小西 明子プロフィール
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男性社員に『育休を取ったら、ある意味で家庭や
地域社会に社会勉強に行ったとして、出世要件に
プラスにする』と言ったら全員取りました」とおっ
しゃっていました。男性は、社会・企業の中での
査定がポジティブになるというのに弱いのですね。
　
小西：なるほど。日本の男性の育休取得率も少し
ずつ上がってきていますしね。
　
水無田：スウェーデンの例ですが、1960年代まで
は日本と同じような社会でした。しかし、1972年
に、夫婦共同課税（日本の配偶者控除）を撤廃し、
課税を個人化しました。すると一気に平等度が増
して、女性が働きながら出産・育児することを支
援する社会になっていきました。

日本は、育児・介護などのケアワークの
家族依存が高過ぎる
水無田：日本は、育児・介護などのケアワークの
家族依存度が高過ぎます。バリバリ働いていた男
性でも、急に老親の介護を担うようになると、た
ちまち職場の主流メンバーから外されます。これ
から迎える大介護時代に、子どもと老親のダブル
ケアになった場合は、能力の高い人であっても、
これまでのように働けなくなる恐れがあります。
　別の観点からは、企業側としてはこういう配偶
者控除のような制度があると、人事・総務部門が
社員の配偶者控除の手続きをしなければならな
い。企業側も旧来の家計の補助的な働き方を前提
とした家族手当やその他の枠組みが、適合的では
なくなっています。
　しかし、「もっと個人をベースとした社会にしよ
う」と言うと、「日本の家族を壊す」というような
政府与党をはじめとした反発が来ます。税制度を
個人化するとなぜ家族が壊れるのか、よく分かり
ません。現実の多様な家族生活を守るために、「税
制度は個人に合わせましょう」と言っているだけ
なのですが。
　また、アンケートに戻りますと、貴社の男性管

理職は、「男性やそのご自身が改善すべき点がある」
という自覚があることは、かなり希望は持てるの
かなと思います。特に50代以上の男性管理職、意
思決定の場に相対的にいる人たちが意識を変えて
いく必要があります。
　これまでは、均質性の高い男性集団の働き方を
前提とし、育児・介護等のケアワークは誰かがやっ
てくれるという考え方でした。
　今後は男女共にどんな状況になっても短時間で
成果が出せる働き方にシフトした場合に、適正に
評価できるような評価体系に変えることも重要な
のではないでしょうか。私の調査でも、出産を機
に離職し、その後同水準職に復帰できた人でも、
同年齢で同水準の仕事を継続している人と比べて
給与は4割程度低いという結果になりました。
　
宮原：一旦退職すると、再び活躍するのがなかな
か難しいんですかね。

女性が一旦退職すると再び活躍するのは難しい
水無田：そうです。リ・スタートがすごく難しい
し、できてもなかなか評価されません。企業で働
く女性たちからは、「私は産育休を取って、子ども
を2人産めたから文句はないけれども、でもこの
ままだと後進たちにはお勧めはできない」という
話を聞きました。
　OECD統計でも「子どもがいるフルタイムワー
カー」の男女の賃金格差が、男性100に対して女
性 39％という統計結果も出ています。ちなみに、
子どもがいない同士の賃金格差は男性100に対し
て女性 76％ぐらいです。就業に関してのみ言えば、
日本の女性にとって、子どもを産むことは「罰ゲー
ム」となっています。ペナルティが大きすぎるので、
高水準職を続けながら、子どもを2人、3人と産
めないわけですね。

大介護時代に仕事を続けていくには
水無田：これは女性だけの問題ではなく、すぐそ
こまで来ている大介護時代には、男性も無縁では

日本社会のこれまでとこれからを考える



経営センサー　2018.11
1212

いられません。優秀な男性社員でも、いきなり老
親が倒れることはよくあります。例えば結婚して
いる男性でも、妻は実家の老親の介護で精一杯だっ
たり、あるいは子どもがまだ小さくてダブルケア
の場合もあります。将来推計では、2045年には人
口の 35%超が高齢者です。どうしても介護する人
が家族だけでは回らなくなる社会がやって来るの
に、育児・介護などケア負担は今なお家族偏重型
です。日本ではケア負担を担うと、その人から仕
事をする能力が奪われたわけではないのにもかか
わらず、途端に主流の働き方ができなくなる点は
大いに問題です。
　さらに、日本では出世のインセンティブがそれ
ほど高くない点も残念です。他の先進諸国に比べ
ると、管理職者になったからといって、裁量があ
まり大きくならず、給与水準が大幅に上昇する訳
でもありません。例えば、会議などでの決定も、
管理職が決定できる余地は小さく、実質的に会議
前の根回しで全部決まっているようなことは多い
ですね。　
　本当にその役職が責任も評価も高く給与も高け
れば、納得につながると思うのですが、実際のと
ころは、横並び志向のまま、あいまいな格差が固
定化されている社会という状況です。
　前近代的な社会では、生得的な地位によってそ
の人のライフコースや社会的な地位が決定されて
きました。近代以降の社会では、その人が後天的
に努力した結果の学歴や仕事の能力・成果によっ
て評価されます。でも現代の日本はそうではなく、
所得が低い家庭に生まれると就学の機会が奪われ

たり、同じ能力でも女性であるがゆえに統計的差
別を受けたりします。ある意味、日本は封建社会
が継続しているとも言えます。

ワーキングマザーがキャリアを積むには
石川：私は、9歳娘と 5歳息子の 2児の母ですが、
約10年間短時間勤務をしています。実母・義母
が近くに住んでいないため、子どものケアは外部
サービスに頼ることが多く、働いて得た給料の多
くが、外注費に消えてしまいます。水無田先生は
どのように仕事と子育ての両立を図ってきました
か？　私のようなワーキングマザーがキャリアを
積むためにはどうしたら良いですか？ 

夫婦共同課税（配偶者控除）の廃止や
家事代行は税制控除対象に
水無田：この問題については、一昨年、厚労省が
家事代行に関しては税制控除対象にしようと持ち
出したのです。諸外国では一般的な控除で、家事
代行サービスにかかった費用は、英国では最大7
割、ドイツでは5割、米国でも3割以上は税制控
除対象になります。私も小学5年生の息子がいま
すが、以前は複数の大学や専門学校で非常勤講師
をしていましたので、授業の際は、主に認証保育
所の一時預かりを利用していました。仕事をする
ためにはどうしても子どもを預けないといけない
のに、その託児費用は確定申告でも経費として認
められていないのです。その点、税制も変えてい
かなければなりません。また、日本では家事代行
が個人の贅沢だと見なされ利用も進んでいませ
ん。つまり、ワーキングマザー 1人に家事・育児
の負担がのしかかり、スーパーウーマンになるか、
体を壊して仕事を辞めざるをえなくなるかのどち

　2004 年青山学院大学大学院国際マネジメント研究科修了。
経営学修士（MBA）。東京工業大学大学院情報理工学研究科
産学官連携研究員を経て、2004 年より東レ経営研究所 人材
開発部。教育プログラム開発、異業種交流研究会「戦略的技
術マネジメント研修」の企画・運営を担当。2010 年から現職。

石川 裕子プロフィール
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らかでしょう。やはり中央官公庁も政治家の人た
ちも、仕事のために子どもを預ける、家事代行を
利用するという感覚が分からないのです。シッター
さんも家事代行業も、先進諸国の常識ではもう控
除対象になって当たり前です。母親のリフレッシュ
のために預けても控除されるのですから。

石川：家事代行やベビーシッターの費用が税制控
除対象になるのはいいですね。

水無田：夫婦共同課税（配偶者控除）の廃止だけ
ではなくて、実際に確定申告で経費として認めら
れるかというお金の問題はとても大きいのです。
現在は、夫婦の家事総量の85％以上を女性が担っ
ている状況です。今後、ワーキングマザーの人が
増えれば増えるほど家事代行業への需要はあるの
ですが、利用をしても税制控除にもならないのは、
個人の贅沢と思われているということですよね。
　米国では、移民がいて女性間の階層格差がある
ので、これはこれで問題ですが、ヒスパニック系
の移民を中心に、ベビーシッターや家事代行に利
用している人が多いです。
　一方、日本では子どもを預ける場合、「実母に頼
る」が、専業主婦でも正社員女性でも7割を超え
ています。ワーキングマザーの実母は専業主婦が
多いので、娘や孫が可愛いので手伝ってしまうの
が実情です。
　「夫の母に頼む」が4割、「公営の保育所やサー
ビスに頼む」は2割です。日本人は家庭に他人を
入れるのは違和感があると言いますが、戦後間も
ない昭和30年代ぐらいまで、中流以上の家庭に
はお手伝いさんがいて当たり前でした。米国より
日本のほうがお手伝いさんを使っていた時期は長
いのです。「日本は古来伝統的に女性が家事を一人
でやってきた」というのは、間違いです。

石川：水無田先生のおっしゃる通り、私の友人も
子育ては、実母に頼る人がほとんどです。周囲に
頼れる環境があるかどうかも、キャリア継続には

重要な要素ですね。

日本人は「集団的記憶喪失」する民族
水無田：日本人は、非常に変わり身が早い民族で
す。変わり身が早すぎて、変わる前のことをすっ
かり忘れてしまうのです。私は、それを「集団的
記憶喪失」と呼んでいます。悪く言えばミーハー、
そしてよく言えば柔軟な国民性といえます。
　振り子のように激しく振れながら、それでも時
代は進むべきところに進んでいく。ただその時代
の機運が激しく変わる時に、相対的に時代の中で
取り残されたり取りこぼされたり、あるいは負担
を強いられるのは相対的に弱い層です。社会学者
の父と言われたオーギュスト・コントは「予見せ
んがために見る」と言っていました。「この先の変
化を見越して、合理的な判断を行うために社会を
観察する必要がある」ということですね。
　ただ、社会学者でジェンダーや働き方の問題に
ついて言う人間は、なかなか歓迎はされません。
地質学者が「ここの土地は陥没するから橋建てな
いほうがいいよ」と言った場合感謝されるのに、「社
会がこのままいくと、人口動態的に考えても労働
生産性の意味でも危機が訪れるよ」と言うと、「お
前はなんということを言うんだ」と言われてしま
うんです。

今後はどんな詩人を目指されていますか？
石川：水無田先生は、社会学者でありながら、詩
人でもあります。『音速平和』という詩集も拝読さ
せて頂きました。非常に鋭い言葉や表現で、社会
を切り取られています。『黒山もこもこ、抜けたら
荒野』という著書もあり、とてもこだわって言葉
を選ばれている印象があります。今後はどんな詩
人を目指されていますか？

水無田：特に詩人を目指してなった訳ではないの
で…。強いて言えば、学術の言葉でどうしても記
述しきれない部分が、文芸表現になっていった、
という認識です。とくに詩は、詩人 中原中

ちゅうや

也が

日本社会のこれまでとこれからを考える
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「名辞以前」（言葉になる前の世界）と言ったような、
言語化し得ない領域を形にする表現なので。

電子化の波が来ても紙で残す意味
石川：最後に弊社は、紙媒体の情報誌を発行して
います。そこでお伺いしたいのですが、『経営セン
サー』のような雑誌媒体は続くものでしょうか？
こうした機関誌の20年後のイメージはどのよう
なものですか？

水無田：最近は「電子化の波」が来て、ほとんど
の学会誌や雑誌がデジタル化やWeb化していま
す。しかしながら私としては、紙で残ってほしい
と思っています。私自身、活字や紙媒体で育って
きた人間なので、とても思い入れがあります。「紙
媒体は、電子媒体に取って代わられるよ」、と言う
人たちは多いだろうと思います。確かにネット上で
デジタル化された資料は、入手が簡単で使い勝手
もよく、映像も織り交ぜられ、双方向性もあるので、
非常に素晴らしい媒体だと思います。でも、でき
ればそれらと共存する形で紙媒体が残ってほしい。
　なぜかと言うと、電子媒体はハッキングの恐れ
もありますし、大がかりな情報の改ざんも可能で
す。瞬時にして書き換え可能となってしまい、し
かもその変更された跡を巧妙に残さない技術が行
使されれば、悪意ある情報操作も可能になる恐れ
があります。紙で残っているものは、何らかの形
で変更を加えようと思っても、それはなかなかで
きません。紙だと情報の変更の跡が消せませんか
ら。例えば、「ある作家が戦時中に転向 3していた
けれども、戦前と戦中、戦後でこのように言い方
が変わっている」場合、その文章が全集には入ら
なくても、国立国会図書館に残っている雑誌の紙
媒体の資料には残っているので、「その作家の主張
は、実はこういう変遷を経てきた」と私たちは調
べることができます。発行された紙を全部変更す

ることはできないですから、何かの情報操作が行
われる時に紙媒体が残るというのは、一つの大き
な予防的措置になると思っています。
　
紙媒体ではコミュニケーションが必要
水無田：おそらく電子化の波というのは学会誌に
も訪れてきているので、紙媒体は残りにくくはなっ
てきていると思います。私は、地域の子育て支援
NPOでミニコミ誌に子育てエッセイを連載してい
るのですが、顔の見えやすい範囲内に届くような
情報に関しては、むしろ紙のほうが強みを持って
いるようにも思います。私たちも紙に印刷された
ミニコミ誌を市役所の出張所や子ども関連の施設、
幼稚園・児童館などに配りに行っています。配る
時には必ずコミュニケーションが必要になりま
す。その近さと狭さは、紙でないと生まれない良
さだとも思っています。米国では電子書籍化が顕
著ですが、地域コミュニティを作る上では紙に印
刷されたものは、やはりまだまだ力があるのです。
そういう紙媒体の良さは残していってほしいと
思っています。
　
宮原：今日は貴重なお話を聞かせて頂き、ありが
とうございました。 
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座談会参加者が水無田教授を囲んで

3    転向文学とは、昭和初期、権力の弾圧によって共産主義思想を放棄した作家によって書かれた、転向を主題とした一群の作品。
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