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1．ディズニーリゾートから子どもが消えた？
筆者のオフィスはディズニーリゾートのある舞

浜の隣駅にあたる JR 新浦安駅にあり、毎日 JR 京
葉線を利用して通勤している。3 月 11 日の地震発
生前は毎朝数多くの家族連れを目にし、子ども達
の笑い声が車内に溢れていた。帰宅時の車内は、
遊び疲れた子どもがお父さんに抱っこされ、脇に
は大きなお土産袋を両手に持ったお母さんがいた
ものだ。仕事で疲れた筆者にとっては、そうした

光景は何とも微笑ましい家族の姿であった。
ところが、震災後、京葉線の車内は一変した。

ディズニーリゾートが営業を停止したこともあり、
家族連れは消え、子どもの笑い声も聞かれなく
なった。人っ子ひとりいない、ディズニーリゾー
トのそんな異様な風景はその後 4 月中旬頃まで続
いた。

震災後の自粛ムードも異様なものであった。日
中でも、駅構内は暗く、繁華街からは、照明が消
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Point
❶  震災を機に想定外のことが発生した。ディズニーリゾートからは子どもが消え、消費を控える “自

粛ムード” が蔓延し、世の中の流れが一変した。
❷  日本人は昔から “横並び意識” が強く、周囲と歩調を合わせる国民性がある。今夏、電力不足を機

会に多くの企業・団体がサマータイムや夏季休暇の延長等に取り組んでおり、皆で “助け合い” の
精神が発揮される。

❸  過去にもサマータイム制度の導入については、何度も議論されたが、インフラの未整備や残業時
間の増加などを懸念する声もあり立ち消えていた。今回の震災を機に、働き方の見直しは進んで
いくと思われる。

❹  戦後、驚異的な経済復興を遂げた日本は、幸福追求の手段でしかない所得向上が自己目的化して
しまった。画一性と勤勉さが賞賛され、余暇や文化・芸術を楽しむことに対する後ろめたさを感
じるライフスタイルになってしまった。

❺  今夏の電力不足を機に、“本当の幸福感とは何か”、等お金では買えないものを見つける好機だと捉
えている。一過性に終わらせることなく継続的な取り組みを注視したい。
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えた。仕事帰りのサラリーマンで賑わう居酒屋も、
3 〜 4 月は大きく売上を落としたようで、飲食業
に従事する方にとっては 2 次災害のようなもので
あったであろう。

2．とかく横並び意識が強い日本人
2000 年代半ば頃から、ワーク・ライフ・バラン

スという言葉が使われ始め、大企業を中心に、各
社が育児や介護に関する諸制度の拡充や働き方の
見直しに本格的に取り組み始めた。次世代育成支
援対策推進法が 2004 年に施行されたことが引き
金になったといえよう。更に今年 4 月からは、
101 人以上の従業員を雇用している中小企業にお
いても、行動計画の策定・提出が義務付けられた
が、実際に届出をした企業は 2 割程度だそうであ
り、中小企業においては取り組みも限定的である。

筆者は前職で、一般事業主行動計画に関わって
おり、他企業に比べ、割と早い段階で行動計画を
提出したこともあり、様々な企業からヒアリング
を受けた。とかく大企業は、横並び意識が強く、
“競合他社が提出した” などのニュースが社内に飛
び交うと、すぐにワーク・ライフ・バランスに積
極的に取り組むよう、人事担当トップから指示が
出るのである。

そもそも日本人ほど横並び意識の高い民族は珍
しい。その一例をご紹介しよう。タイタニック号
が巨大な氷山にぶつかり、船から飛び降りなくて
はならなくなった時の逸話をご存知だろうか？　
国民性を示している、笑えるようで笑えない話で
もある。

○ アメリカ人を説得する場合
は、“ここから飛び降りれば
あなたはヒーローだ”

○ イギリス人を説得する場合
は、“あなたはジェントルマンだから”

○ ドイツ人を説得する場合は、“飛び込むことが
ルールだから”

日本人は、というと、悲しくも、“皆さん、飛び
込んでいますから” だそうだ。

ちなみに、イタリア人は “女性にもてますから”
だそうである。

筆者は、大企業を中心に、ワーク・ライフ・バ
ランスのコンサルティングを実施しているが、働
き方の見直しに関する改善活動で一番困難なのが、
職場の風土改革である。

残業の例を挙げてみよう。上司や同僚が遅くま
で働いている中で、“お先に失礼します” とは言い
にくい雰囲気を感じ、付き合い残業している方も
多い。それでも意思を強く持って帰ろうものなら、
“余裕だね” とか “手が空いているなら仕事を回そ
うか” などと嫌味を言われてしまう。効率的に仕
事をこなして早く帰る人よりも、ダラダラ残業を
する人の方が評価される、日本特有の “仕事では
なく人を評価” する意識の弊害だ。欧米のように
“人ではなく仕事を評価する” 仕組みが根付いてい
ればこのような問題は発生しないのだが、長時間、
会社に残っていることを美徳とする職場風土を変
えるのは至難の技だ。

社員の側からしても、会社人間化することで、
“自分も会社で出世したい” という内に秘めた欲望
があったことも否定できない。会社で頑張ってい
ることを周囲や上司に見せることが、人事評価に
つながり、昇進するため、高い処遇を得られるか
らである。そうしたことからもいくら制度を拡充
しても、従来の職場風土が変わらなければ、働き
方の見直しにつながらないのである。

3．震災を機に働き方の見直しが始まった
内閣府が発表した「男女のライフスタイルに関

する意識調査／平成 21 年」によると、時間を取
りすぎていると思う活動に、「仕事」を上げている。
一方で、時間が取れていない項目は、「趣味・娯楽」
であったり、「学習・自己啓発」「睡眠・休養」な
どが挙げられている。これらは前述の、企業風土
と大きく関連しており、“自分では変えたいのに、
職場の雰囲気が邪魔をしている” ケースが少なく
ない。

東日本大震災を機に働き方の見直しが始まった



経営センサー　2011.7・8
6262

しかしながら、今回の震災を発端とした夏の電
力不足という切実な問題から、勤務体系を見直そ
うという動きが始まった。日本人には困った時に
は “お互い様” という美意識があり、多くの企業
が電力不足に率先して協力すべくサマータイム制、
休日シフト、休日延長などに取り組んでいる。そ
の一例をご紹介しよう。

＜サマータイム＞

東京都庁
始業時間を 7 時半、8 時、9 時と勤務時間を
30 分〜 1 時間繰り上げる。7 月〜 9 月末ま
で出先機関を含め 2 万 5 千人が対象となる

徳島県 県庁では勤務時間を 30 分早め、昼休みを 1
時間遅らせる

兵庫県 勤務時間を 45 分繰り上げる。6 月 22 日〜
9 月 22 日までの期間

森永製菓
5 月〜 9 月末まで午前 8 時〜午後 4 時半の
勤務を、本社などの管理部門約 500 人を対
象に実施

東京証券
取引所

7 〜 9 月に市場業務以外の担当者の就業時間
を 1 時間前倒し

三菱
レイヨン

東京本社と大阪支店で就業時間を 45 分繰り
上げるサマータイム（夏時間）を実施すると
発表した。期間は 6 月 13 日〜 10 月 10 日

＜週休 3 日制＞

コマツ 東京本社で 7 〜 9 月に週休 3 日制を実施。
フロアごとに土日以外の休業日を設定

図書印刷 6 〜 9 月は水曜も原則休業

＜休日延長・シフト＞

NTT ドコモ
7 月〜 9 月まで、東京電力管内で働くグルー
プ社員について、土日の休日を月・火曜日に
切り替える

日本自動車
工業会

7 月〜 9 月までの間、自動車メーカーの工場
を中心に、木・金曜日を休業する方針を決め
た。代わりに土日を操業日とする。取引先の
部品メーカーも同様に実施する見込み

アステラス
製薬

本社の営業以外の部門で 8 月に 10 日連続で
一斉夏季休暇

住友生命
保険

支社・支店で土曜に出勤して平日休む「店舗
休業」制度を 7 月に導入

出所：新聞各紙および各社ホームページより作成

社会全体で自発的にこうした働き方の見直しを
することはとても大切だ。今までは育児や介護と
いう “免罪符” がないと定時に帰るのをはばから
れた人たちが、節電を理由に帰宅できるメリット
は経済的にも大きい。居酒屋では、サマータイム
を利用した帰宅途中のサラリーマンを呼び込もう
と割引サービスを始めるところもある。また語学
教室では、夏の短期特別プランを開講している。
冒頭に紹介したディズニーリゾートは夏休み期間
中の子ども料金を半額にするプランを打ち出し
た。こうした力強い経済活動が震災の復興支援の
最大の近道ではないか。一方で家族の絆も深まる
ことが予想される。一家揃って同じ部屋で夕食を
取ることが節電にも家計にも優しいのではないの

図表 1　「男女のライフスタイルに関する意識調査」
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出所：内閣府「男女のライフスタイルに関する意識調査」（平成21年）より作成

ワーク・ライフ・バランス



2011.7・8　経営センサー
6363

だろうか。残業代という金銭面のメリットよりも
大きなプレゼントをこの夏、サラリーマンは得る
ことだろう。

4．過去におけるサマータイム制度の取り組み
サマータイム制度は、現在世界 70 カ国以上で、

エネルギーや化石燃料の節約等を目的として導入
されており、OECD 加盟国の中では、日本、韓国、
アイスランド以外の全ての国で実施されている。
実は日本でも国の制度としてサマータイムを導入
したことがあった。第二次世界大戦後、電力不足
が深刻になり、アメリカの指示で 1948 年から 4
年ほど実施した。しかしながら、徐々に電力不足
は解消し、一方で労働時間ばかりが増え、さらに
睡眠不足になるなどして、評判が悪くなり廃止に
なった。サマータイム制は、ルール上は終業時間
が早まっても、「残業できる時間が増えた」と考え
られがちなのである。

その後もサマータイム制の導入については様々
な意見が出ていた。関西広域連携協議会が 2005

（平成 17）年 3 月に発表した『サマータイム制度
に関する調査研究報告書』によると次のようなこ
とが期待できると言われている。

① 太陽の恩恵を積極的に活用することにより、
資源の節約と省エネルギーを推進し、地球環
境の保全に役立つ

② 明るい活動時間が増えることは、個人の選択
による生活の「ゆとり・豊かさ」につながる
ことが可能となり、新しい活力を想像する。
特に、家族や地域社会の人々とのふれあいの
機会を創り出し、ボランティア活動・生涯学
習の活発化や余暇活用・スポーツの振興につ
ながり心身の健全育成に貢献する。

③ 太陽の恵みを積極的に活用しようとする社会
の変革は、新たな産業構造を構築する機会と
なり、国際的な責務である内需拡大と新たな
雇用創出にも貢献できる。

④ 昼間の明るい時間が増えることは、児童、高
齢者、身体障害者等の社会的弱者と言われる

人々にとって戸外活動の機会が増える。さら
に、交通や防犯の面で、より安全な社会生活
を築くことが可能となる。

一方で、導入に対する懸案事項としては、下記
のような事項が指摘されている。

① 労働時間管理の徹底（過重労働につながらな
い労働環境整備）

②導入コストの負担（約 1,000 億円）
③国際航空路線の発着時刻の調整
④ サマータイム切替日における交通機関の運行

ダイヤ調整
⑤ 時刻を規定している契約における合意内容の

解釈
⑥農業・漁業分野
⑦ 内需拡大効果が大きいのなら増エネルギーと

なる
⑧ 国民の合意形成

上記のようなサマータイム制度導入に関わる論
議が過去に交わされたが、寝起きに冷水を浴びせ
られるかのごとく、今回の東日本大震災で、多く
の日本人が想定外のことは起きるという現実を受
け止めた。平時であればサマータイム制度の導入
に慎重だった人も、今回は賛成派に転じた格好
だ。その結果、社員は夕方以降冷房の切れた、蒸
し風呂（になるであろう）状態の社内で、ストレ
スを抱えながら仕事をする苦行は免れるであろう。

5．日本の幸福度ランキング
イギリスのシンクタンクのデータをベースに、

全世界約 8 万人の人々に聞き取り調査を行った各
種国際機関（ユネスコ、CIA、WHO など）の発表
済みレポート（100 種以上）を分析した、社会心
理学者エードリアン・ホワイトは世界 178 カ国を
対象とした幸福度ランキングを作成している、
2006 年度の日本人の幸福度は世界でなんと 90 番
目である。中国に抜かれたとはいえ、世界第 3 位
の経済大国の割にあまりにも寂しい結果だ。その
理由のひとつは戦後の経済偏重である。第二次世

東日本大震災を機に働き方の見直しが始まった
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界大戦後、日本は驚異的な経済復興を遂げた。見
事な経済復興の成功体験により、幸福追求の手段
でしかない経済成長が自己目的化してしまった。
長時間額に汗して働くことが美徳とされ、家族を
支える専業主婦が戦後誕生し、男性は仕事一辺倒
になり、前述した仕事人間が誕生した。また戦後
の高度経済成長の間に文化芸術を軽視しすぎた。
経済成長に資する画一性と勤勉さが賞賛され、余
暇や文化により幸福を求めることに後ろめたさを
感じるライフスタイルになってしまったのである。

6．所得と幸福度の関係性
国民生活白書によると、所得の上昇は幸福度に

結び付いていないという報告がある。図表 3 を見
てのとおり、1 人当たり実質 GDP は年々上昇して
いるものの、生活満足度の調査結果は下降傾向に
ある。幸福度は属性や置かれている状況に影響を
受けるとされている。

つまりは、幸福度にマイナスの影響を及ぼして
いるネガティブファクターは、今後待ったなしの
社会保障関連の問題なのである。震災が発生した
ことで問題の先送りをしている感もあるが、少子

1 位 デンマーク
2 位 スイス連邦
3 位 オーストリア共和国
4 位 アイスランド共和国
5 位 バハマ国
6 位 フィンランド共和国
7 位 スウェーデン王国
8 位 ブータン王国
9 位 ブルネイ・バルサラーム国

10 位 カナダ
・・・ ・・・・

23 位 アメリカ合衆国
62 位 フランス共和国
90 位 日本

167 位 ロシア連邦

図表 2　国民の幸福度ランキング

出所：エードリアン・ホワイトによる独自調査

図表 3　生活満足度と実質 GDP の関係
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（注）1．�「生活満足度」は「あなたは生活全般に満足していますか。それとも不満ですか。（○は一つ）」と尋
ね、「満足している」から「不満である」までの5段階の回答に、「満足している」＝5から「不満であ
る＝1までの得点を与え、項目ごとに回答者数で加重した平均得点を求め満足度を指標化したもの。

　　　2．�回答者は、全国の15歳以上75歳未満の男女（「わからない」「無回答」を除く）。
出所：�内閣府「国民生活選好度調査」、「国民経済計算確報」（1993年以前は平成14年確報、1996年以降

は平成18年確報）、総務省「人口推計」により作成
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高齢化や若年層の失業、年金・医療・介護などの
問題は、国民の幸福度を図るうえで、大切なキー
ポイントなのである。GDP が年々増えようが、将
来に向けて安心して暮らせる社会の展望が見えて
はじめて幸福度も上がるのである。そうした意味
からも政治の果たす役割は極めて重要である。

そんな「貯蓄はあっても幸福感の感じられない
日本人」だが、震災後に数多くのボランティアが、
被災地で活動した。募金の方も日本赤十字社等に
過去最大の義援金（2,498 億円／ 6 月 17 日時点）
が集まった。日本人のメンタリティでもある、『助
け合いの精神』を呼び戻してくれたものと考えた
い。普段寄付などしたことのない人でも今回は大
勢の方が実施したものと思われる。

日本には過去 2 度大きな変革期があった。1 度
目は明治維新で、2 度目が第二次世界大戦の敗戦
だ。外圧でしか変われない国民性であるかもしれ

ないが、今回の震災を機に様々なことが変わって
いくであろう。筆者が今回注目した、電力不足解
消に向けた今夏の節電対策に絡めた働き方の見直
しが、なかなか変えることが困難であった働き方
や生き方を変えてくれるものではないかと思う。
サマータイム制の結果は秋にその答えが出るが、
仮に風土は変わったとしても一過性に終わってし
まってはもったいない。折角仕事を効率的に終わ
らせ、家族・友人との時間や自己啓発に充てるこ
となど実感できた訳であるから、この取り組みが
秋以降も継続できるよう、注意深く見守りたい。

ディズニーリゾートを訪れる家族連れやカップ
ルも今では完全に震災前と同じ状況に戻った。京
葉線の車内が笑顔で溢れることこそが何よりも復
興の証だと思うし、それと相関して、人々の幸福
度も V 字回復していくものと期待したい。

幸福度にプラスの影響 ○女性であること
○子どもがいること
○結婚していること
○世帯全体の収入が多くなっていること
○大学または大学院卒であること
○学生であること
○困ったことがあるときに相談できる人がいること

幸福度にマイナスの影響 ○年齢が高いこと
○失業中であること
○ストレスがあること

影響なし ○自営業であること
○何かのトラブルを経験したこと

図表 4　幸福度に影響を及ぼす要因

（注）1．�「あなたは現在、ご自分のことをどの程度幸せだと思いますか」との問いに対する回答
（「幸せである」「どちらかといえば幸せである」「どちらかといえば不幸である」
「不幸である」の4段階で回答）と他の質問項目に対する回答との関係を、統計モデル
を用いて分析した結果。

　　　2．いずれも5％有意水準。
　　　3．サンプル数は、全国の15歳以上80歳未満の男女3,752人。

出所：内閣府「国民生活選好度調査」（2008年）より作成。

東日本大震災を機に働き方の見直しが始まった




