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私は、これまでダイバーシティ（多様な人材を
生かす経営、以下DIV）、ワーク・ライフ・バラ
ンス（仕事と生活の調査、以下WLB）に取り組む、
国内外の先進企業650社のヒアリングを実施して

きた。最近では、8月にノルウェーから招待され、
10日間ヒアリング調査を行った。また東レ経営研
究所では最近、企業からのコンサルティング、研
修依頼が急増している。
こうした経験を踏まえて、先進国、先進企業の

取り組みをご紹介したい。
まず、国際的なトレンドとして、女性の管理職

登用、役員登用に目標値を設定する方法がある。
世界で最初に法律で女性役員登用率の目標を4割
以上と定めたノルウェーでは、違反した企業は上
場廃止という厳しい規定だったこともあり、法律
施行後2年で既に目標を達成している。最近、他
のEU諸国で追随する動きがあり、私の予想では
日本も後十数年で女性役員登用に目標値を設定す
るようになるのではないかと考えている。
この他、国内先進企業では、以下のような取り

組みが目立つ。
①�子育て期間を乳幼児期のみならず、「結婚前や
就学期を含む長期間」として捉える
②�女性のみならず、「男性」を主たる対象に設定
する
③�子育てのみならず、独身者の「自己啓発」や
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中高年の「介護」をテーマとする
④�当事者支援のみならず、傍観者・部外者を巻
き込むような「意識啓発」セミナーを実施する
⑤�意識啓発のみならず、具体的な実践に結びつ
けるワークショップを実施する
⑥�従業員の業務スキル向上や職場全体で「業務
の効率化」を図る

「いつでも、どこでも、誰でも働きやすい職場
づくり」を「いつでもどこでも」という軸で切る
とWLBとなり、「誰でも」という軸で切るとダイ
バーシティ（多様性、以下「DIV」という）になる。
不況の中でも、WLBやDIVの推進を「経営戦略」
の一環と位置付け、地道に推進している企業は、
実は増加傾向にある。
私は、これまでWLBやDIVに取り組む国内外

の先進企業600社から直接ヒアリングしてきた。
さらに国内3,000社、海外 600社の人事労務関連
データ、財務指標を分析してきた。この経験から、
WLBやDIVに取り組むと、必ず中長期的に企業
業績は向上し、そして、先進的に取り組んだ企業
とそうでない企業との間に大きな差がつくのは不
況を脱して2～ 3年後というケースが多い。つま
り、不況期の地道な取組みがやがて大輪の花を咲
かせることになるのだ。

1．不況期における企業の現状
（1）急増するサービス残業
最近、多くの企業では残業削減が叫ばれ、見か

け上の労働時間は減少している。一見すると、
WLBに向かっているように見えるが、果たして
実態はどうだろうか。
一方で、「不況で仕事がなくて困っているのに、

WLBなんて悠長なことは言っていられない。」と
いう風潮がある。
従業員と企業が回答する年間労働時間には差が

ある。この差を「サービス残業」と定義すると、
従業員5人以上の企業でのサービス残業は、かつ
て1990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、08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。わずか半年で年換算にし
て50時間近くも急増している。特に、大企業で
は対前年比30％増だ。これは、過去30年の推移
から見て、きわめて異例の事態だ�。

（2） なぜ、不況期にサービス残業が急増する 
のか？

サービス残業が急増した背景には、大きく分け
て企業要因と従業員要因がある。企業要因とは、
「不況で業績が悪化したため、最大の固定費である
人件費をカットしたい。しかし、所定内賃金の削
減は難しいので、所定外賃金を削減せざるを得な
い。」というケースだ。
一方、仮に会社がサービス残業をさせようとは

考えていなかったとしても、業務の平準化・効率
化に着手していない職場では、従業員は「会社は
賃金コストを節減したいのだろうから、サービス
残業しないといけない」と誤解しやすい。会社や
上司の期待に応えたいという気持ちから、「時間外
削減という会社の目標値をクリアしないと、自分
の評価が下がるのではないかと考え、自主的に
サービス残業をする」のが従業員要因だ。

（3）WLB の取り組みをめぐる企業の二極化
私が、これまでヒアリングをしてきた600社の

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
れるが、これは誤解だ。中小企業にも好事例はた
くさんある。ただし、大企業以上に、中小企業の
取り組みは二極化している。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。従業員をとるか、顧客をとるか
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図表 2　企業の二極化

先進企業 

一般企業 
 

メタボ体質のまま、
ダウンサイジングor
見かけ倒しのダイエット  

WLB推進により、
筋肉質な組織に変える好機！  

出所：筆者作成

という二者択一といった考え方をしている企業は、
ここで思考停止してしまう。
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（図表1）。

（4） 不況期に WLB に取り組むか否かで明暗を 
分ける

不況を機に業務効率を上げようとしている企業
も少なくない。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（図表2）。
一方で、かつての不況期には、「いずれ好況に

なったら会社は人員補充で対応してくれるはずだ
から当面の厳しい経営環境はサービス残業で乗り
越えよう」という対応をしていた職場が少なくな
い。こうしたこれまでの成功体験を踏まえて、今
回の不況も同じ方法で乗り切ろうとしている職場
がある。
しかし、こういった対応をしている企業は、短

期的なリスクと長期的なリスクに直面することに

図表 1　WLB をめぐる 2 つの経営理念

※ES（Employee Satisfaction）＝従業員満足度
　CS（Customer Satisfaction）＝顧客満足度

一般企業の考え方 WLB企業の考え方

顧  客

経営者

従業員 

顧  客経営者   　  従業員

出所：筆者作成
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図表 3　WLB や DIV の経営効果

出所：中小企業庁「中小企業の両立支援調査」（2006 年）

なる。短期的なリスクとは、不祥事として表沙汰
になった場合に、社会的信用を喪失してしまうリ
スクだ。長期的なリスクとは、労働力人口が減少
していく中で、人材を確保できなくなってしまう
リスクだ。働きにくい職場を放置してしまうと、
従業員のやる気が下がり、逃げていってしまうこ
とになる。

2．経営に大きな差が付くWLB、DIV
いまだに「この業界は女性に向いていない」「職

種的にWLBは難しい」と言われることがある。
これに対して、私は「どんな業界でも必ず女性が
活躍している会社はあるのではないか」「どんな職
種でもWLBで成功している会社はあるのではな
いか」と考え、既にすべての業種・職種で先進企
業を見つけた。あらゆる業種・職種に先進企業は
存在している。そうした企業は、必ずしも国や自
治体がWLBを推奨しているから、実施している
わけではない。企業業績に好影響を与えるから実
施しているのだ。

（1）4 つの経営効果
WLBやDIVの推進は、中長期的に必ず企業業

績の向上に結び付く。私が保有している3,000社
データベースを基に、1990年代における売上高の
変化を見ると、一般企業では2割近く売上高が減
少したのに対して、先進企業では、大手中小を問
わず売上高は3割近く増大している。
なぜ、こうした大きな経営効果があるのか。私

がかつて中小企業庁から委託を受けて実施した企
業アンケート調査をみると、大きく①優秀な人材
確保、②従業員の就労意欲の向上、③業務の効率
化、④多様な視点をビジネスに活用、という4つ
の経営効果が挙げられる（図表3）。

（2）「人材確保」という効果
性別や国籍を問わず、多様な背景を持つ優秀な

人材を引き付け、育成することができる。今後、
わが国の労働力人口はわずか40年ちょっとで現
在の3分の 2の水準にまで減少してしまう。した
がって、企業にとって優秀な人材確保はますます
困難になっていく。これまでのように、「男性、日
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本人、健常者」といった属性にこだわっているか
ぎり、優秀な人材を獲得するのは難しくなる。ま
た、現在、働きたいと思っている女性の職場進出
や定年延長によって働く高齢者はますます増えて
いくことだろう。仮に、多様な人材が活躍できる
職場環境をつくることができないと、せっかく雇
用した人材がどんどん辞めてしまうことにもなり
かねない。

（3）「就労意欲の向上」という効果
従業員全員の就労意欲が向上し、充実感を持っ

て最大限の力を発揮できるようになる。DIV先進
企業では従業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、一般企業の従
業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
めてほ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。

（4）「業務の効率化」という効果
多様な人材は、型にとらわれない考え方をす

る。特に、時間的な制約・場所的な制約を抱えて
いる従業員たちは、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。そうした声に耳を傾けると、
組織・業務体制は大幅に効率化する余地がある。
DIV先進企業はそういう声に耳を傾けて、誰に
とっても「働きやすい・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。しかし、
誰かが抜けたら仕事が回らなくなるような職場環
境で良いはずがない。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。

（5）「多様な視点をビジネスに活用」という効果
消費者や顧客に、よりすぐれたサービスを提供

し、さらなる競争優位性を獲得することができ
る。多様化する市場・顧客ニーズを多角的にかつ、
深く理解するには、企業内の人材の属性は一様で
あるよりも、多様な人材がいる方がよい。10年位
前に夏のボーナス商戦で負けた某メーカーの社長
が「自社冷蔵庫のドア･ポケットはビールの大瓶
サイズだが、トップシェアを取ったライバル社の
冷蔵庫はペットボトルや調味料などいろいろな物
を入れられる。ビールの大瓶しか飲まない男が
作ってきたのが間違いだ。もっと生活者、消費者
の立場に立てないと負け続ける。わが社には優秀
な女性たちがいるはず。そういう人たちが活躍で
きる職場にしないと企業として存続できない」と
役員会で発言し、一気にDIV経営に切り替えて、
それに伴う業績もV字回復したという事例がある。
ちなみに、「優秀な人材確保」効果が最も大きい

結果となっているが、これは効果が現れるまでに
相応のタイムラグがある。人材確保の効果は2～
3年で体感できる。就労意欲の向上は、5～ 6年
で効果が現れる。業務の効率化による効果が現わ
れるのには、10年近くかかる企業が多いものの、
しかし、その効果は最も大きい。

おわりに～自分の中の「多様性」を広げる
本講演では、先進企業の新潮流を紹介しなが

ら、WLBやDIVの実態を論じた。失敗事例にあ
りがちな最も典型的なパターンは、制度はつくっ
たものの、職場風土の改革に失敗してしまうケー
スだ。従業員、特に男性従業員の意識がまったく
変わらないままだと、制度はあってもなかなか使
えない。したがって、女性や子育て・介護をした
い従業員など、当事者に焦点をあてるのではなく、
「傍観者、部外者をつくらない」という点に焦点を
当てることがいちばん大切だ。その意味では、
WLBは企業の取り組み、職場の取り組みと思わ
れやすいが、実は、最終的には従業員、特に男性
従業員が取り組むか否か、あるいは現場で権限を
持っている管理職が選択するか否かが成否の鍵を
握っている。そこで、私自身の男性管理職として
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の育児休業体験や老父の介護体験を交えながら、
従業員がWLBに取り組む意義についても述べた。
今後、日本の職場では多様な属性を持った人た

ちが増えていく。DIVは、単なる属性の多様性に
とどまらない。最終的には、個人の中に多様性を
広げていくことが大切だ。このことを私は育児休
業中に痛感した。
今後、日本の職場にとって最大の課題は、「自分

の中の多様性」をいかに大切にする職場風土を築
けるか、特に男性にこのことの重要性を気付かせ
られるかどうかだ、と私は考えている。例えば、
ワーキングマザーにインタビューすると、いろい
ろなヒントがもらえる。制約があるということを、
必ずしもネガティブにとらえる必要はない。職場
改善のヒントに気付くきっかけとなるからだ。い
ろいろな制約を抱えながら働いている人たちから
職場改善ニーズを引き出して、それをヒントにし
て「働きがいのある業務効率の高い職場」をつくっ
ていくことが大切だ。
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（以下、「WLB」
という。）をめぐる企業の対応は、大きく二極化し

ている。大半の企業は、「WLBに取り組む余裕な
んてない」と後回しにしている。そうした企業で
は、非効率な業務処理方式を残したままであり、
サービス残業が急増している。
その一方で、不況を奇貨として活かそうという

企業も少なくない。すなわち、WLBの本質は、「従
業員のやる気を引き出すとともに、絶えず業務体
制を多角的に見直すことにより、個人の生産性、
職場の生産性を向上させる」企業戦略だと気づい
ているからだ。そして、不況の今こそ、業務を見
直す絶好のチャンスといえる。
私は、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やDIV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、企業体質を改善することで、中長期
的に企業業績を大きく向上させる。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
やDIV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。このことに気付けるかどう
か。日本企業、日本社会は大きな分岐点に立って
いる。
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