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はじめに 

 

はじめに、グループＦが「働くことについて考える。」というテーマを設定した経緯を明らか

にする。 

グループＦでは、グループワークの課題を設定するため、まず、各個人が考える現代社会に

潜む問題点について洗い出しを行った。この作業において、「メディアから見る女性の社会進

出と移民政策」「インターネットと言論の自由」「中学・高校の学校の在り方」「未成年の犯罪」

「少数派と多数派」「常識とは何か」「少子高齢化時代への対策」「集団的自衛権」などの問題

点が抽出された。次に、出された問題点そのものについて考えるのではなく、これらの問題点

に「共通するものは何か」を考えた結果、「常識や当然を見直す」ということが大事な視点で

はないのか。という結論に至り、これを主な課題とすることにした。 

 個人テーマの設定に当たっては、各個人が興味のある分野で「常識や当然を見直す」方向で

話が進んでいたが話し合いの結果、グループに統一感を持たせ、より深く議論を重ねるには、

共通のテーマがあった方がよいのではないか。との結論に至り、「働く」という共通テーマを

設定し、各個人が持つ「働く」ことに対する「常識や当然を見直す」ことにした。 

 そこで設定された個人テーマが次の通りである。池ヶ谷は、「哲学塾生に問う！働く意味と

は？」、伊藤は、「働くということを考える」、今田は、「働く意味を見つけ出すための環境作り」、

君島は、「ワークライフバランス」、富は、「女性と身体性と労働」、本田は、「日本人の勤勉性」

とそれぞれテーマを設定し、個人ワークを行った。 

 以上が、グループＦが課題を設定した経緯である。 
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第 1章．哲学塾生に問う！「働く」意味とは 

 

 池ヶ谷直志 

 

1－1）．はじめに 

 

 グループＦでは、グループワークの課題として、様々な議論を重ねた結果「働く」こと自体

や、「働く」意味について考えることにした。そこで、私は、哲学塾生が「働く」こと自体や、

「働く」意味についてどのような意見や考えを持っているかを、アンケート調査を行い分析す

ることにより、明らかにしようと試みた。言い換えればこれは、「働く」ことに対する過去や

未来ではなく、現在を明らかにするともいえる。また、このアンケート調査を行うことにより、

塾生の一体感の醸成、グループＦへ興味を引くことにより、塾生メンバーに何らかの示唆を与

えるような調査とすることで、グループＦの核となるような調査にしたいと考えた。 

 本論の構成としては、まず、今回のアンケート調査の概要を示し、次に哲学塾生に行ったア

ンケート調査結果を示し、最後にまとめとして考察を行っている。 

 

1－2）．哲学塾二期生が考える「働く」意味とは －アンケート調査結果から－ 

 

① 調査概要 

 

 哲学塾第二期生の「働く」こと自体や、「働く」意味に対する考え方を明らかにするために、

哲学塾生に対し、アンケート調査を行った。アンケート調査は１２月１３日（土）、哲学実践

講座の中で配布し自宅で記入、１２月２０日（土）の哲学実践講座の中で回収する方法をと

り、２１名の塾生から回答を得た。調査概要については図表１に示す。アンケートは記述式

で、アンケート内容については、働く意味を問いかける内容として、「１、これまで働くこと

について考えた事がありますか」「２、あなたが働く（働いてきた）目的は何ですか」「３、

あなたは働くことについて、どのような事を重視しますか」「４、あなたは働くことに対し、

どのような時にやりがいを感じますか」という４つの質問を用意した。２～４についての回

答はなるべく多くの考えを抽出するため、複数回答可とした。また、ワークライフバランス

についての問いとして、４つの質問を用意し、回答を得た。 

 

② 「働く」ことに関する調査結果 

 

 まず、最初の質問である、「１、これまで働くことについて考えた事がありますか」という

質問に対しては、回答者すべてが「ある」と回答し、年代や性別、現在の社会的立場に関係な
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く、「働く」ことに対する関心は、高いことが伺える。（図表２） 

 

図表１ 調査概要 

男女比  ５０代 ７人 

男性 １４人 ６０代 ３人 

女性 ７人 社会人・学生別  

年代別  社会人 ５人 

２０代 ７人 学生 １５人 

３０代 １人 両方 １人 

４０代 ３人 総数 ２１人 

筆者作成 

 

図表２ これまで働くことについて考えた事がありますか 

 

筆者作成 

 

次に、「２、あなたが働く（働いてきた）目的は何ですか」という質問に対しては、全体的

な回答として、「生活・家族のため」「社会の役に立ちたい」「自分自身の成長のため」という

３つの項目が上位に挙がった。この結果から、生活・家族のために働くことを大前提として、

働くことを通して、社会貢献、自身の成長につなげていきたいと考えている塾生が多くいるこ

とが分かった。 

また、同じ質問を、男女、社会的立場（学生・社会人）にわけて集計したところ、男女比の

「働く目的」では、「生活・家族のため」「社会の役に立ちたい」「自分の力を試したい」「社会

人としての責任」が男性の上位にランクインしているのに対し、女性では、「生活・家族のた
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め」「自分自身の成長のため」「社会の役に立ちたい」「仕事が面白い」「自分の力を試したい」

「自己実現」が上位にランクインしており、働く目的に関して男女の差はそれほどないことが

理解できる。 

学生・社会人比の「働く目的」では、「生活・家族のため」「自分の力を試したい」「自分自

身の成長のため」「社会の役に立ちたい」「社会人としての責任」「自己実現」が学生の上位に

ランクインしているのに対し、社会人では「生活・家族のため」「社会の役に立ちたい」「自分

自身の成長のため」「自己実現」「仕事が面白い」が上位にランクインしており、学生・社会人

比でも「働く目的」に対しては差がそれほどないことが理解できる。 

次に、「３、あなたは働くことについて、どのような事を重視しますか」という質問に対し

て、全体的な回答として、「面白い仕事であること」「自分の能力が生かせる環境であること」

「給料がよいこと」「働くことを通して社会貢献ができること」という４の項目が上位に挙が

った。給料より先に、仕事の面白さや、自身の能力を生かせる環境であることを重視する塾生

が多くいることが分かった。 

また、同じ質問を、男女、社会的立場（学生・社会人）にわけて集計したところ、男女比の

「働くことについて、重視する事」では、「働くことを通して社会貢献ができること」「面白い

仕事であること」「給料がよいこと」「職場の環境がよいこと」が男性の上位にランクインして

いるのに対し、女性では、「自分の能力が生かせる環境であること」「給料がよいこと」「面白

い仕事であること」「都合の良い勤務時間・地理的条件であること」が上位にランクインして

おり、基本的には大きな差はないものの、女性側の考えで「都合の良い勤務時間・地理的条件

であること」がランクインしていることは、近年のダイバーシティーの推進により、女性の社

会進出が進み、ワークライフバランスを考えての回答であることが予想できる。 

学生・社会人比の「働くことについて、重視する事」では、「面白い仕事であること」「職場

の環境がよいこと」「働くことを通して社会貢献ができること」「給料がよいこと」「仕事が十

分に保障されていること」「個人の実力を重視し、自律性が高いこと」が学生の上位にランク

インしているのに対し、社会人では「自分の能力が生かせる環境であること」「面白い仕事で

あること」「給料がよいこと」「働くことを通して社会貢献ができること」が上位にランクイン

しており、学生・社会人比でも基本的には「働くことに対して、重視する事」に対しては差が

それほどないが、学生側の考えで、「仕事が十分に保障されていること」がランクインしてい

ることが、現在の「働く」ことに対する、時代背景を象徴する特徴的な学生の考えだと予想で

きる。 

次に、「４、あなたは働くことに対し、どのような時にやりがいを感じますか」という質問

に対して、全体的な回答として、「一つの仕事をやり遂げた時」「目標を達成した時」「興味の

ある仕事をしている時」「お客さまに喜ばれたとき」という４の項目が上位に挙がった。昇進

や、給料が上がった時ではなく、仕事をやり遂げた時や、目標を達成した時にやりがいを感じ

ている塾生が多くいることが分かった。 
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また、同じ質問を、男女、社会的立場（学生・社会人）にわけて集計したところ、男女比の

「やりがいを感じるとき」では、「一つの仕事をやり遂げた時」「目標を達成した時」「興味の

ある仕事をしている時「お客さまに喜ばれたとき」が男性の上位にランクインしているのに対

し、女性では、「一つの仕事をやり遂げた時」「お客さまに喜ばれた時」「興味のある仕事をし

ている時」「目標を達成した時」「給料が上がった時」「尊敬する人と仕事をしている時」「チー

ムで仕事に取り組んでいる時」「自分の提案が通った時」が上位にランクインしており、男女

では差があまりないことが分かった。 

学生・社会人比の「働くことについて、重視する事」では、「目標を達成した時」「一つの仕

事をやり遂げた時」「興味のある仕事をしている時」「お客さまに喜ばれたとき」「昇進した時」

が学生の上位にランクインしているのに対し、社会人では「一つの仕事をやり遂げた時」「興

味のある仕事をしている時」「目標を達成した時」「お客さまに喜ばれたとき」「チームで仕事

に取り組んでいる時」が上位にランクインしていることが分かり、ほとんど差はなかった。（図

表３、図表４、図表５） 

 

 

図表３ 全体回答内容（上位３位まで） 

順位 項目 

 働く目的 

１ 生活・家族のため 

２ 社会の役に立ちたい 

３ 自分自身の成長のため 

 働く上で重視する事 

１ 「面白い」仕事であること 

２ 自分の「能力が生かせる」環境であるこ

と 

３ 「給料」がよいこと 

 働く上で「やりがい」を感じるとき 

１ ひとつの仕事をやり遂げた時 

２ 目標を達成した時 

３ 興味のある仕事をしている時 

筆者作成 
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図表４ 男女比（上位３位まで） 

筆者作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性 順位 女性 

働く目的  働く目的 

生活・家族のため １ 生活・家族のため 

社会の役に立ちたい ２ 自分自身の成長のため 

社会の役に立ちたい 

仕事が面白い 

自分の力を試したい 

社会人としての責任 

３ 自分の力を試したい 

自己実現 

働くことに対し重視する事  働くことに対し重視する事 

働くことを通して「社会貢献」ができる

こと 

１ 

 

自分の「能力が生かせる」環境であるこ

と 

「面白い」仕事であること ２ 「給料」がよいこと 

「面白い」仕事であること 

「給料」がよいこと 

職場の「環境」がよいこと 

３ 「都合の良い勤務時間・地理的条件」で

あること 

働く上で「やりがい」を感じる時  働く上で「やりがい」を感じる時 

ひとつの仕事をやり遂げた時 

目標を達成した時 

１ ひとつの仕事をやり遂げた時 

お客さまに喜ばれた時 

興味のある仕事をしている時 ２ 興味のある仕事をしている時  

目標を達成した時 

お客さまに喜ばれた時 ３ 給料が上がった時 

尊敬する人と仕事をしている時 

チームで仕事に取り組んでいる時 

自分の提案が通った時 
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図表５ 学生・社会人による比較（上位３位まで） 

筆者作成 

 

 

 

 

 

学生 順位 社会人 

働く目的  働く目的 

生活・家族のため 

自分の力を試したい 

１ 生活・家族のため 

自分自身の成長のため 

社会の役に立ちたい 

社会人としての責任 

２ 社会の役に立ちたい 

自己実現 ３ 自分自身の成長のため 

自己実現 

仕事が面白い 

働くことに対して重視する事  働くことに対して重視する事 

「面白い」仕事であること 

職場の「環境」がよいこと 

１ 自分の「能力が生かせる」環境であるこ

と 

働くことを通して「社会貢献」ができる

こと 

２ 「面白い」仕事であること 

「給料」がよいこと 

仕事が十分に「保障」されていること 

個人の「実力を重視し、「自律性」が高い

こと 

３ 「給料」がよいこと 

働くことを通して「社会貢献」ができる

こと 

働く上で「やりがい」を感じる時  働く上で「やりがい」を感じる時 

目標を達成した時 １ ひとつの仕事をやり遂げた時 

ひとつの仕事をやり遂げた時 ２ 興味のある仕事をしている時 

目標を達成した時 

お客さまに喜ばれた時 

興味のある仕事をしている時 

お客さまに喜ばれた時 

昇進した時 

３ チームで仕事に取り組んでいる時 
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③ ワークライフバランスに関する調査結果 

 

ワークライフバランスに関するアンケート結果を図表１２～図表１５で示した。 

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）という言葉を知っていましたか。」とい

う質問に対し、「言葉も意味もよく知っていた」「言葉も意味も大体知っていた」「言葉は知っ

ていたが意味はあまり知らなかった」が７人ずつ存在しており、言葉を全く知らなかった人は

一人もいなかった。「ワークライフバランス」という言葉は、かなり浸透しているようである

が、理解という点では、個人差があることが分かった。（図表６） 

 

図表６ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）という言葉を知っていましたか 

 

筆者作成 （Ｎ＝21、単位：人） 

 

 次に「あなたの会社や職場の人が育児休暇又は介護休暇を取得することになった場合、あな

たはどう思いますか」という質問に対しては、「仕事の負担が増えるので困る」が１人、「お互

い様なので仕方がない」が１３人、「必要な事なのでどんどんとるべきだと思う」が５人、「分

からない」が１人、「その他」が１人となっている。その他の意見としては、「望ましい事なの

でやむを得ない」 

「マネジメントが必要」との意見があった。哲学塾生としては、育児休暇や介護休暇について

「お互い様なので仕方がない」と考えている塾生が多くいることがわかった。（図表７） 

次に、「もしあなたが育児休暇又は介護休職を取得することになった場合、心理的プレッシ

ャーを感じると思いますか」という質問に対しては、「プレッシャーを感じないと思う」が１

人、「どちらかといえばプレッシャーを感じないと思う」が２人、「どちらかといえばプレッシ

ャーを感じると思う」が１０人、「プレッシャーを感じると思う」が８人という結果となった。
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（図表８） 

 次の質問である「あなたの親や配偶者の親が、常時介護が必要になった時どうしますか」と

いう質問に対しては、「自分が仕事をやめる」が１人、「配偶者またはパートナーが仕事をやめ

る」が１人、「自分が介護休職をとる」が５人、「仕事をしてない配偶者またはパートナーが介

護を行う」が３人、「公私のサービスを利用する」が５人、「その他」が６人であった。「その

他」の意見としては、「お金で解決する」、「その時の状況に応じて優先順位を決める」、「配偶

者、パートナー、親族と相談して決める」、「その時に置かれている状況に応じて考える」、「そ

の時にならないとわからない」、「できれば、仕事を続けながらみんなで助け合って介護を行い

たい」、「状況により、自分の介護休暇を含め、親族とローテーションを組み、公共サービスを

最大限利用する」との意見があった。（図表９） 

 

図表７ あなたの会社や職場の人が育児休暇又は介護休暇を取得することになった場合、あな

たはどう思いますか 

 

筆者作成 （Ｎ＝21、単位：人） 
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図表８ もしあなたが育児休暇又は介護休職を取得することになった場合、心理的プレッシャ

ーを感じると思いますか 

 

筆者作成 （Ｎ＝21、単位：人） 

 

図表９ あなたの親や配偶者の親が、常時介護が必要になった時どうしますか 

 

筆者作成 （Ｎ＝21、単位：人） 
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1－3）．おわりに 

 

 今回、哲学塾生に「働く」ことに対するアンケート調査を行うことで、哲学塾生の「働く」

ことに対する考え方や意見を明らかにすることができた。 

 「働く」ことに対する調査結果からは、塾生は「生活・家族」のために働くことを前提とし

て、「働く」ことを通して「社会貢献」や「自身の成長」を求めていることが理解できた。ま

た、「働く」ことに対しては、男女の差、社会的立場（学生・社会人）の差はほとんどなく、

日本人が「働く」ことに対し、自然に持ち合わせている価値観なのではないかと考えられる。

また、このことが、日本人の「勤勉性」等につながっているのではないかと考えられる。なお、

この件に関しては、第３章で「勤労の美徳」と題し、本田さんが詳しく述べている。 

 「ワークライフバランス」に関する調査結果からは、言葉自体は一般的にかなり浸透してい

るように思われるが、その捉え方は様々であることが理解できる。大多数の塾生が、育児休暇

や介護休職はお互いさまで、仕方がないと考えている一方で、プレッシャーも感じているとの

結果になっており、「ワークライフバランス」の捉え方が様々であるがゆえに、実際の仕事場

では、まだまだ、難しい状況となっていることが伺える。しかし、少子高齢化や人口減少、グ

ローバル化などの影響を受け、今まで以上に価値観は多様化していくことが容易に想像できる。

「ワークライフバランス」に関しても、他人事とは考えず、意義をきちんと理解し、個人個人

が自分の問題として捉え、“人生をどう生きていくのか”きちんと考え、実践していくことが

大事であると考えている。なお、「ワークライフバランス」に関する詳しい内容に関しては、

第６章で君島さんが、女性の社会進出に関する諸問題については第５章で富さんが詳しく述べ

ている。 

 最後に、お忙しい中、アンケート調査にご協力いただいた哲学塾生のみなさま、ご協力あり

がとうございました。この場をお借りして御礼申し上げます。 
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第２章．働くということを考える 

伊藤英雄 

 

2－1）．はじめに 

 

 「働く」ということに対する考え方は時代と共に変わってきました。また多くの先人達が 

それぞれの立場や価値観で語っており、幾つもの物語を創って来ているような印象をもちまし 

た。私自身は、働くことは当然でありその中で自分自身が成長し、そこで得た貨幣で家族と共 

に生きていく。「働くことは生きていく事である。」その事に何の疑問も感慨もなかったので、 

哲学塾で実に色々な考え方の一端を知る事ができました。その事に感謝をしています。 

 

2－2）．働く意味 

 

 「働く目的は何か」に対して「平成２６年度国民生活に関する調査」（内閣府）によれば、

全体の５１％が「お金を得るため」と答えています。「生きがいを見つけるために」２１％「社

会の１員として務めを果たすため」１５％「自分の才能や能力を発揮するため」９％と続きま

す。生活する為にはお金が必要であり、ほとんどの人は働かなければお金を得られないので、

「お金を得るため」と答えるのは当然ですが半数近くの人はそれ以外の答えを選んでいます。

それは「働くこと」それ自体になんらかの意味・価値を見だしている。もしくは意味・価値を

求めているからではないでしょうか。人間はこの世の森羅万象に対して意味を求め、理由や原

因をさがさないではいられないし、自分の思いや行動に価値を見つけ出していく生物だとする

ならば、働く意味を語ることは働くことに何を求めているかを語ることでもあります。 

また、働くこと自体に意味はなく意味を作り出すものが働く事だと言う意見もあります。 

 仏教では苦しみの原因は自分の愛にあるというそうです。自己を愛している事、家族を愛し

ている事、故郷を愛している事、要は自らの執着に原因があるということです。 

仏教の「悲願」とは、他者のために他者の安らかなる事を悲しみ願うことだそうです。 

こうした仏教の影響は、働く意味づけにも影響を与えています。自由な意思によって他者のた

めに働くことを仏教は教えています。「働くということは誰にも強制されることなく自分の意

志で進んで他の人に役立つ事をする」（「人はなぜ働くのか」橘木俊詔著）となっています。 

現在の日本の経営者にも「従業員やお客様、社会などのために働くこと」「経営者は従業員の

幸せを１番に考えなければならない」等を企業理念にしている会社は多いです。 

また、儒教の影響も見逃せません。石田梅岩は石門心学で商人も働くことの意義を感じるよう

にと商哲学の重要性を説いています。勤勉と倹約、長幼の序の規定、男尊女卑、規律重視など

の社会風習が今も日本に残っています。そして儒教では、道徳的善を重視しており自己の利益

だけを追求する事を「恥じる」ことだとしています。近江商人の売り手よし、買い手よし、世
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間よしの「三方よし」が有名ですが、利益を得るだけではなく利益を相手や社会に還元してい

くことが求められます。 

 それとは別に、労働することによって自らの技能を向上させよりよい生産物を作り上げる。

知識を深め実生活の中でその力を発現させる。労働そのものの中に喜びを見出す。労働に対す

る高評価を他人から受けることに喜びを見出す人達もいます。 

 

2－3）．社会の中で働く事とは  

 

資本主義社会では、ほとんどの人が賃金労働者になっています。マルクス経済学者の宇野弘蔵

は「資本主義が成立するためには、本来商品となりえない労働力が商品とならなければならな

い」「労働力の価格は市場では決まらない。資本の蓄積過程で決まる」と言っています。 

ここから、疎外と搾取の問題が必然的に出てきます。 

 日本型雇用の特徴は、新卒者一括採用・企業内訓練・年功賃金・定年退職制等にあるといわ

れています。これらは企業がある種の共同体としてまとまることを可能にしたと思います。熟

練労働者を自ら育て、終身雇用を保障していく事で企業は共同体として構成員である労働者に

忠誠と奉仕を求めてきました。高度成長期には、企業内運動会や社員親睦旅行なども行われ、

企業内労働組合の存在も共同体となる一翼を担っていました。また、大企業では経営者は成功

した労働者であることもこのことに好影響を与えたと推察されます。 

一方では、雇う者と雇われる者とは対等の立場にはありません。年功型賃金・終身雇用といっ

ても具体的な昇給･昇格は能力・実績・企業に対する貢献度等が考慮されますが、その決定に

労働者がかかわる事はありません。労働者が雇い主の思惑に過敏に反応すれば働きすぎから過

労死につながる事もあります。 

 儒教の教えもこれを支えてきました。江戸幕府では儒教を日本人の基本的な倫理体系に据え

た事により滅私奉公という倫理観が生まれました。個人は所属する集団の存続のために労働を

提供し、侍は君主のために、農民は地主のために、職人は親方のために、町民は旦那のために

骨身を惜しまず働くことは最大の美徳とされました。村落共同体の中で生きてきた日本人の好

きな「和の精神」も企業が労働者を守り育てる限りにおいて有効でした。孟子は「天の時は地

の利にしかず、地の利は人の和にしかず」人の和、緊密な協力ということが大事なのである。 

「荒れ果てた寒地も痩せた土地もこの人の和の力があればそこから大きな富を得て皆が繁栄

できる」と言っています。 

 日本の産業構造は、製造業からサービス業等の第３次産業が主力になり、正社員主体の雇用

からパート・アルバイトが主力になり、経済の低成長期が続く中で企業にはこれまでの余裕が

なくなり、派遣労働や非正規労働が増え始めました。日本社会は貧富の格差是正や社会的公正

さよりもさらなる経済成長を求めていくのかの岐路に立っているように見えます。 

 女性の社会進出が言われています。高度経済成長を支えてきた夫が外で働き、妻が家庭を支
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える専業主婦の形も男尊女卑の影響があったのかもしれません。男性が収入を得て女性を養い、

女性は男性に養われる立場にある。これからは、女性もまた自らの力で収入を得て男女が家庭

において同じ貢献をして対等な立場に立つようになるのでしょう。 

新卒者の一括採用・年功賃金・長期雇用保障などの日本型雇用慣行が変わらなければ、女性は

現行の男性と同じ働き方をするしかありません。子を産む性がいつでも仕事に復帰し、以前と

同じ様に働くためには新しい雇用状況が必要です。 

 

2－4）．これからの「働く」こと 

 

日本人にとっての「働くということ」の状況はここ１０年から２０年の間に大きく変化しまし

た。もはやかつてのような安定した雇用と生活保障を獲得できる人々は少数です。そもそも働

こうとしないか、働く意欲があってもなかなか職が見つからない、職があっても安定していな

い、働いているが生活を支えるだけの収入を得る事ができない人が増えています。 

 中核となる社員はこれまでのような雇用が続くかも知れませんが、正社員による完全雇用の

時代は終わり、多様な働き方の時代に入っています。 

 日本では、これまで勤労や清貧を尊重し余暇を楽しむことを重視してきませんでしたが、「国

民生活に関する世論調査」などをみると「物の豊かさ」よりも「心の豊かさ」を求める人達が

増え、２００７年には「心の豊かさ」を求める人が 62.6%に達しています。充実感を感じる時

でも「仕事に打ち込んでいる時」よりも「家族との団欒」や「休養している時」「趣味やスポ

ーツに熱中している時」が上位にきていることをみると、余暇の時間をいかに有益に過ごすか

を重視している人達が増えています。多くの日本人がそうした生活ができるような社会が来る

事を期待しています。 

しかし、資本主義は自由競争の中で成長を実現します。勝者と敗者を生み出さざるを得ない社

会の中での多様な働き方は所得階層の固定化に向かっているように見えます。多様な働き方を

制度化するのは政治の力です。日本の民主主義が創り出す多様な働き方に希望を託したいと 

思います。 

 

2－5）．おわりに 

 

 余暇として哲学塾に来て、レポート作成の為に書籍を読むのは楽しい時間であったが、書い

ている時間は労働であった。 
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第３章．日本人の勤勉性 

本田梨恵 

 

 

3－1）．日本人の「働くこと」 

 

いま、多くの日本人が労働に明け暮れている。私たちは「働かざる者、食うべからず」とい

う言葉をすんなりと受け止められる国民だ。もしそうでなければ「労働の義務」を国民の三大

義務として認め続けることはできないだろう。近年憲法改正といえば、もっぱら戦争放棄に関

する話題が取り上げられる。その傍らで静かに「労働の義務」は国民に受け入れられてきた。

そういった意味でも働くことは当然とされているように思える。私は、この自明の理ともいえ

る価値観が、日本人の内部にひっそりと潜んでいるものによって支えられてきたのではないか

と考えた。具体的には、何が日本人の働きを支えているのだろうか。そしてそれは今後も恒久

に変わらないものなのだろうか。 

 

3－2）．帰属意識、忠誠心、調和 

 

 高度経済成長期のめまぐるしい日本の経済活動において、日本人の勤勉性が論じられ、取り

上げられることが少なくない。勤勉性は、日本民族に古来より受け継がれる性質のように扱わ

れている。しかし本当に日本人に勤勉性などあるのだろうか。以下に『日本人労働者の帰属意

識』（松山一紀）から引用し考察を述べる。 

 

 ――――帰属意識とは社会心理学の分野で用いられる専門用語で、特に企業帰属意識と言え

ば、「従業員が自分の属する企業に対して、その一員であることを肯定的に自覚している意識

状態」を指している。 

日本人労働者はこのような「帰属意識」を有してきたと考えられている。文化人類学者アベ

グレンは『The Japanese factory』（1958）で、日米における決定的な相違点を終身雇用制度

に求めた。大企業における退職率を比較し、日本人の離職率の低さを指摘し、「やめることに

よって経済的利益があるとわかっていても、彼はきっとその会社に留まることを余儀なくされ

る」との見解を示している。従業員は会社に対する見返り（終身雇用制度や福利厚生の手厚さ）

を求める一方で、会社へ強い忠誠心を持つ。あるいは忠誠心を持たずにはいられないというこ

とである。雇用期間が長いために半ば強制的な忠誠心が引き起こされるという。 

 

――――長期にわたって企業への忠誠心をつなぎとめておくために、経済的刺激剤を与える

ことのほかに、社員の帰属意識を高めることに最善を尽くしている。 
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社会学者ボーゲルによると、会社が社員の帰属意識を高める手段として、新入社員への綿密

な研修や制服・バッチ等の貸与、自社製品の社員割引制度、始業時の朝礼、大小様々な宴会等

を上げている。終身雇用制度のほかに、私的な自由時間を企業の保護のもとに置くことで、企

業としてのグループの結束を堅くしているのだという。また、帰属意識の延長に「忠誠心」が

あることが読み取れる。そして結論としては、日本の大企業が成功した原因は「日本民族のな

かに流れている神秘的な集団的忠誠心などではなく、この組織が個人に帰属意識と自尊心を与

え」ているからだとしている。 

 

――――そして調和の中で生きなければならない状況においては、個人は重要ではないとい

う価値観が、最も中心的な社会的価値観として欠かせない。 

 経営学者オオウチの研究では、上記のような、見返りあっての忠誠心を肯定しながらもさ

らに日本人の調和性を取り上げている。ここでいう調和性とは、個人的意見や尊重はあえて捨

て去り、まず集団の利益が優先され取り上げられるというものである。日本人にこの能力があ

ると認めたうえで、それが企業への忠誠心に結び付いたと論じている。 

 

これらを踏まえ、私は日本人が特別な勤勉性を持っていることは肯定しない立場をとりたい。

しかし、また別の文献にはこんな例もある。『日本人はいつから働きすぎになったのか』（礫川

全次）では、その冒頭で欧米人の従業員に帰属意識や忠誠心を持たせようとした企業が失敗し

ている例がみられる。日本人には植えつけることができたはずのこれらは、なぜ欧米では受け

入れられなかったのだろうか。日本人が先天的あるいは準先天的な勤勉性を持っていなかった

にしても、調和というものを能力として持ち得ること、また個を捨て集団に帰属する状況を受

け入れられる性質があることは間違いなさそうだ。 

 

3－3）．日本人における「自己」と「他者」 

 

日本人の社会では、個人の価値観はあまり重要でないとする協調性の価値観が欠かせないと

先述した。これに関して少し言語論的な話をしたい。私は現在文学部で英語を学習しているが、

日本語の一人称の豊かさを改めて感じる機会が多い。男性は状況によって「私」「僕」「俺」な

どと一人称を使い分けるが、英訳すると全部「I」で片付く。なぜ日本語では、時と場合により

一人称を使い分ける必要があるのだろうか。その問いの答えは、話す相手のことを常に視野に

入れてしまうからである。日本語の場合、自己をすべてから独立した個として位置づけられな

いのである。一人称と二人称を同時に表現し得る点からも、日本語は自己と他者を明確に切り

分けているようには思えない。「自分」、「我」は英訳するとやはり「I」になるが、日本語では

場合により「You」を意図して使われることがある。日本人は、「集団」や「個」を欧米とはま

ったく違った空間として捉えているのではないかと感じられる。 
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「集団」と「個」のイメージ図 

▼日本                        ▼欧米 

 

 

 

 

だからこそ日本人にとって集団組織へ帰属すること、言い換えれば、会社へ帰属意識を持つ

ことはそれほど異質なことではなかったのだろう。 

 

3－4）．「勤勉性」はなぜ現代まで根付いてきたか 

 

 『日本人はいつから働きすぎになったのか』（礫川全次）では、明治初頭までの日本人はそ

れほど勤勉でなかったことを踏まえ、明治末期には勤勉な国民性が仕上がっていたことが記さ

れている。とりわけ明治 30 年代から勤勉な国民の比率が増えだしたという。この時代は、欧

米主義に反発する一方で日本人のアイデンティティーが模索されていた。そんなとき、現代に

も受け継がれる勤勉性の象徴ともいえるような、江戸時代の二宮尊徳が再注目を浴びはじめた

そうだ。その後、幾度もの戦争を乗り越えるうえで、勤勉であることが国策により強制される

時代がやってくる。やがて人々は勤勉なことに美徳を見出せるようになるまで変わった。 

ではその勤勉性はなぜ現代まで根付いてきたか。私は、教育という要素が大きいのではない

かと感じる。例えば、教育の一環として行なわれる部活動だが、中澤篤史『学校運動部活動研

究の動向・課題・展望』（2011）により、日本の部活動が教育と結びついているのは、海外と

比較すると珍しいことであるとの裏付けを得た。部活動は勤勉性へどう影響をもたらすのだろ

う。文教科学委員会調査室 関喜比古『問われている部活動の在り方』（2009）では、部活動に

よる教職員の労働時間に対する深刻な問題が打ち出されているが、これはおよそ教職員だけの

問題ではないだろう。運動部に所属する生徒の多くは始業前に朝練をし、日中は学業に取り組

み、放課後も部活動に参加する。帰宅すれば宿題や学習塾に追われる生徒もいるだろう。仮に

自分の自由な時間よりも学校関係の物事に費やす時間の方が多い生徒がいるとしたら、これは

先に述べた帰属意識や忠誠心を育成していることにはならないだろうか。加えて、中には部活

動の強制参加をさせている学校もある。「やめざるを得ない」という状況が出来上がっている

部活動も少なくないのではないか。 

また、多くの小中学校で行われている清掃活動も、独特の勤勉性を育てる要素の 1 つではな

いかと考える。子どもたちの清掃活動は海外からみれば当然のことではない。（古いデータだ

が、児童・生徒が掃除を行う国は全体の 34.3%、掃除を専門職に任せている国は 58.1%という

調査（『学校清掃－その人間形成的役割』 （沖原豊）がある。）アメリカでは「清掃を仕事に

している人の職を奪うことになるのでゴミを拾ってはいけない」という考え方があり、ゴミを

集団 

集団 

個 個 
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拾う人に感謝をし、ゴミを拾わない代わりに学業にいそしむよう教育されるのだという。一方、

なぜ日本では子どもに掃除をさせるのだろうか。教育的な清掃活動の発祥は武道にあるといわ

れている。武道では、使用した道場は掃除をし、道具はしっかりと手入れをしてきた。肉体的

な強さだけでなく精神的な強さ、心を磨くことが重要とされてきたのだ。これは日本人のモラ

ルを高めることに寄与しているように思える。東日本大震災では各地で多くの混乱はあったも

のの、暴動などは起こらなかった。そして、そのことは海外から大いに評価された。この精神

的な強さは後述の日本人のストレス耐性へとつながる点がある。 

 

3－5）．日本人のストレス耐性 

 

 日本人は働きすぎていて、疲れを感じているのだろうか。それを確かめるデータがある。図

1 は先進国の労働時間を長時間ごとに区切って比率にあらわし比較したものである。これを見

ると、日本は第 2 番目に長時間労働者が多いということになる。しかし図 2 の仕事のストレス

の国際比較では、日本人は比較的ストレスを感じていないようにみえる。これは先に述べた、

日本人の精神的な強さに由来するところもあるが強さだけの問題ではないだろう。およそ、日

本人はつらく厳しい仕事でもやりがいを感じ取り、喜びに変えてしまうことに長けている。 

▼図 1                       ▼図 2 

 

 

 

 

 



173 
 

3－6）．これからの「勤勉性」の変化 

 

結論として、日本人の勤勉性はこれから恒久的に続いていくものではないと主張したい。勤

勉性は生来的に与えられたものではない。時代に即して日本人が獲得してきた能力であり、時

代が変われば、もちろんそれは変化するだろうと予測できる。以下のデータは、「頑張り屋か

のんびり屋か」を意識調査したものだ。 

2002 年には、中学生高校生母親父親すべてのデータにおいて「のんびりと自分の人生を楽し

む」の割合が高くなっている。また、主に労働者をターゲットとした栄養ドリンク Rega- 

in(リゲイン)のキャッチフレーズが発表さ

れて話題になった。 

発売当時は「24 時間、戦えますか」(1988

年)だったのだが、様々な変遷を経て「24

時間戦うのはしんどい」(2014 年)となっ 

た。消費者の労働環境や意識の変化ととも

に、時代に見合ったものに改変されたとい

うことであろう。終身雇用制度が以前ほ 

ど主流ではなくなり帰属意識の緩和につな

がったことも、このような変化に少なから

ず影響を及ぼしているはずだ。 

 

かつて、私たちは勤勉であるということ

について無条件に美徳を感じやすく賞賛し、

自他に関わらず勤勉であることを求 

めてしまいやすかった。特に私たちは無意

識で勤勉に陥りやすい性質があった。しか

しそれはやがて薄れていく傾向がみられ 

る。だがいまだ日本人の勤勉性は根強く深

く残されているといえる。だからこそブラック企業が成り立つのであり過労死（過 

労自殺も含む）が起こり得るのであろう。私たち一人一人が、いまある自分の働き方について

考えなくてはならない。勤勉性に対する哲学を持つことが、個人にとって働くことを、生きる

ことをより適切なものに導くはずである。 
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第４章．働く意味を見つけ出すための環境作り 

                                  今田亮介 

 

4－1）．はじめに 

 

私は日本人が「働く」ことについてネガティブなイメージを持つ人が多いのではないかと考え

た。なぜなら、仕事はお金のためや生活のためにすると考える人が、多いと感じているからだ。

実際に私もそのように考えていた。 

しかし、そのように考えたままでは苦痛であり、せっかく就いた仕事をやめてしまうことにな

る。現在、大学卒業した後、新卒入社の 3割以上が 3年以内に辞めている。辞めるにしても、

キャリアアップのためといった、ポジティブなものであれば問題ないが、そうではないだろう。 

だからこそ「働く」意味を見つけ出すことは、仕事へのやる気を引き出し、仕事にポジティブ

なイメージを与え、個人の生産性を上げることに役立つのではないかと考えた。しかし「働く」

意味を見つけ出すことは、個人の価値観や育ってきた環境に大きく依存するため、一人一人異

なることが予想される。それにもかかわらず、私の一個人の考え方で「働く」意味を定義づけ

てしまうことは悪影響を及ぼす可能性が高い。 

そのため私は、「働く」意味を見つけ出しやすくするための、環境や制度、法整備について検

討していく。 

 

4－2）．日本の課題 

 

 近年、女性の就業率の向上を促進しようと政府は様々な施策を行っている。その前提として

女性の勤続年数が男性に比べて短いことや男女間の賃金格差が大きいこと、女性管理職の割合

が全体の 10%程度しかいないことが挙げられる。しかしその裏返しとして、男性が仕事に満足

し、やりがいを感じている人が多いとは思えない。エクスペディアジャパンは 18歳以上の有

職者男女を対象として 2013年 8月～9月に有給休暇・国際比較調査を実施した結果、その中の

項目にある現在の仕事への満足度が 24ヶ国の中で日本は最下位であった。また有給休暇の消

化率は 6年連続で最下位であり、有給休暇を全く消費しない人の割合はトップであった。その

ほか長時間労働も問題となっている。労働法の整備によって 1990年代に比べて長時間労働の

割合は減少しているが、依然高いままである。 

 

4－3）．北欧の状況 

 

 上述した日本と対比させて考えていくが、男女共同参画社会先進国であるノルウェーは「15

歳以上の総労働力人口250万人のうち、男性は約132万人、女性は118万人で、女性比率は47.2％



176 
 

である。2003年時点のノルウェーの民間企業の取締役会の女性比率は 8.5％だが、取締役会の

男女比率について法規制が導入されたことにより、2007年の同比率は 25％まで上昇した。ま

た、2008年には 40％になったと報告されている。」（内閣府仕事と生活の調和推進室 カエル！ 

ジャパン通信 Vol.８）このように男性と女性の就業に差はあまり感じられない。 

長時間労働に関しても北欧では週 48時間を超える労働をする割合は 10％以下となっており、

先ほど述べたエクスペディアの調査において、ノルウェーの現在の仕事への満足度は 90％で、

調査国の中でトップである。 

 

4－4）．提案 

 

 先に日本と北欧を比べたが、その結果として北欧の社会や労働環境の方が良く感じるが、必

ずしもそうとはいえない。しかし参考とするべきところは数多くある。女性の社会進出に関し

ては北欧をモデルとして、日本の文化や風土に溶け込ませ、日本特有のものにしていくべきだ

と思う。だが、「働く」意味は簡単に見つかるものではない。北欧と同じように長時間労働を

減らせば、「働く」意味を見つけだし、仕事の満足度が上がるというものではない。単に労働

時間が短くなってラッキーという感覚しかないだろう。これを改善していくには根本を見直す

必要がある。 

 では根本とは何か。それは教育である。それも大学教育だけではなく、高等学校教育や中学

校教育も含まれる。大学の就職活動時期には業界研究や自己分析を行い、仕事を見つけていく

がこれでは遅いと感じる。中学校から仕事への理解を深める教育をするべきだ。つまり高校に

合格するための勉強や大学に合格するための勉強ではなく、自分の将来を考える機会や実際の

仕事に触れる機会を増やすということである。そのような土台を中学生の時代から作っておく

ことで、自分のやりたい仕事が見つけやすくなるのではないか。また高校生の時代も中学生で

つくった土台を無駄にすることなく、仕事を研究したり、実際に体験してみたりすることが大

事である。これは大学名や自分の偏差値のみで行きたい大学を決めるのではなく、将来的な目

標を見据えて行きたい大学を決定する。そうすることで、大学に入学し勉強をやめてしまう大

学生や遊ぶだけで過ごす大学生の割合も、減少するはずである。以上のような過程を経て、就

職活動時期に業界研究や自己分析を行うことで、自分のやりがいや自己実現として仕事を選べ

るのではないかと感じる。 

 近年、日本の大学を L型大学と G型大学に区別しようとする動きが一部から起こっている。

これは北欧の大学制度と似ている。北欧諸国では学者養成や一般教養志向のアカデミックなコ

ースよりも実学志向の職業大学が中心で、学費が無料であるだけでなくさまざまな生活補助金

が付けられている。北欧はこの制度でしっかりと国を維持しているが、私はこの L型大学と G

型大学の構想には賛成はできない。理由を述べる前に L型大学と G型大学について説明する。

L型大学は卒業後すぐに即戦力として使えるようにするという目的のため、職業訓練的な教育



177 
 

を行うというもので、G型大学はアカデミックな教育を行い、グローバル人材を育てる目的が

ある。この考えが賛成できない理由として、大学は就職予備校でもなければ、大卒資格を取る

ためだけの機関ではない。高等教育を受けるための機関である。この根本的な部分を忘れては

ならない。日本は誰もが上を目指せる社会である。大学名に違いはあれども、会社に入ってし

まえば実力の問題でその人の評価が決まり、公務員であっても総合職・一般職が同じチームで

仕事を行うことが多い。これは全大学が高等教育を行っている賜物である。しかし L型大学と

G型大学のように区別してしまうと、大学卒業という同じ学歴にもかかわらず、過去の教育内

容が異なるため、実力で評価することが難しくなるだろう。またこの構想では G型大学は数も

少なく、グローバル人材を育てるため自然と評価が高くなる恐れがある。その結果、L型大学

を卒業した人が一生懸命頑張って会社に貢献したとしても、正当な評価が受けられないのであ

れば、「働く」意味を見出せなくなるのは必然である。このようなある種の差別の温床になっ

てしまうような構想には、賛成できないのである。 

教育に加えてキャリアチェンジに関しても手を加えるべきであろう。どんなに努力しても、入

社してから企業とのミスマッチがあるかもしれない。しかしキャリアチェンジの機会がなけれ

ば、転職しようと思ったとしても難しいだろう。現在において転職しようと考えても、給与面

で前の会社よりも安くなる場合が多いだろう。そうなると仕事が苦痛であっても、将来的なこ

とを考えて退職できなくなってしまう。これでは生産性も落ちてしまう。それを防ぐため老後

の社会保障や公的扶助といった政府の政策が必要になる。  

もちろん現在でも「働く」意味を見つけ出し、仕事に邁進する人もいる。しかし、多くの人の

仕事の満足度が低いこともまた事実である。これを改善していくうえで、教育と社会保障とい

う二つの柱を変えていく必要があるだろう。 

 

4－5）．おわりに 

 

 社会ではグローバルという言葉が多く飛び交っている。日本もグローバル化していくことが

目に見えている。しかし世界と渡り合うために世界の真似をすれば良い、というわけではない。

あくまで世界の様々な価値観を参考にすることが大事なのだ。私は北欧を紹介したが、これを

完璧に真似すれば日本が成長するとは思わない。この各国の施策を調査して、日本に何が必要

か、どのように日本社会に適応させていくかなど考えることが大事なのだ。それと同じように

「働く」意味というのも、自分で様々な勉強をして見つけ出し、思い描いた理想に近づけてい

くことが大事なのかもしれない。 
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第５章．女性と身体性と労働 

富 美月 

 

5－1）．はじめに 

 

 昨今の安倍政権が掲げる「女性の輝く社会」。先進諸国の管理的職業従事者における女性割

合が 3割前後であるのに対して、11.1％に留まる日本は（図１） 、 

図 1 

 

女性の管理職を 3割にする目標を設定した。その一方で、東京都議会で女性議員に対するセク

ハラ発言が発生し、社会的にもマタニティ・ハラスメントや保育所不足などの問題は絶える様

子がない。政府が女性の活躍を掲げ、出産前後の雇用問題に対応した法整備も進む一方で、な

ぜこれほどに問題が絶えないのか。その事に疑問を抱いたことが今回の『女性の身体性と労働』

というテーマ設定のきっかけとなった。日本という社会に根付く労働に関する意識、特に女性

という身体性と労働についての日本的意識について考えていく事とする。 

 

5－2）．女性の輝く社会とは何か 

 

 日本には、「男は仕事、女は家庭」という性役割意識が長らく根付いてきた。一方で男女雇

用機会均等法、男女共同参画社会基本法などの法整備に伴って、この数十年で様々な変化が見

られた。結婚退職は大幅に減少し、男社会と言われた業界でも、一線で活躍する女性が出現す

るなど、いわゆる「女性の社会進出」が起こったのである。 
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 しかし、昨今話題に上っている「マタハラ」（※マタニティ・ハラスメントの略。妊娠を理

由に解雇・降格する等の法律上で禁止されている行為で、近年大きな問題となっている。）問

題などの出現によって、日本における「女性の社会進出」は、表層的な部分を取り替えただけ

の本質的には何も変わっていない、いわば「形だけの進出」だったことが露呈した。法律上で

禁止されているにも関わらず、妊娠を理由に退職を迫る。そんな社会の体質を把握して、妊娠

の時期を見計らう女性に対して、「なぜ子どもを産まないのか」と迫る。子どもを産んだら、

今度は預ける場所がない。家計状況を見て共働きを選択している女性が子どもを預ける場所に

困っていても、「（女性が家にいた）昔は、保育所不足なんてなかった。」と言う。そんな実情

を抱える日本社会の労働観は変わったと言えるだろうか。法律やシステムをいくら整備しても、

変わらない日本の社会的労働観が垣間見える。 

 この数十年、変わった、あるいは変わりつつあるといえば社会構造だ。バブル経済崩壊後の

低成長とデフレの持続、産業のサービス化の進展に加え、特に少子高齢化による労働人口の減

少は社会構造に大きな変化をもたらしている。簡単に言えば、女性の労働力なしでは日本の将

来は成り立たなくなったのである。その事に危機感を抱く政府は、上記で述べた女性の労働に

関わる様々な問題を積み残したままにも関わらず、「女性の輝く社会」と称したある種のキャ

ンペーンのようなものに取り組み始めたのだ。 

 「女性の輝く社会」とは一体何か。法整備という努力だけであれば、既に解決されている部

分が多く、女性が輝く準備は出来ているはずである。しかし、実際には輝くどころか、それ以

前の問題があまりに多すぎる現状から考えても、これまで語られてきた「女性の社会進出」や

「女性の輝く社会」という言葉には、「男性的」前提が潜んでいたのではないかという仮説を

設定する。「労働」に対する認識が、そもそも男性という身体性を前提としているために、い

くら法整備をしても、体質が変わらないという結果を招いているのではないかという疑問が、

調査を積み重ねる中で生まれたのである。そこで、日本的な労働意識のもとで私たちは「身体」

をどう捉えてきたのかを考えていきたい。 

 

5－3）．多様な身体 

 

 杉浦浩美『労働する身体とは何か－「ケアレス・マン」モデルからの脱却－』によると、女

性が労働領域から排除されてきたのは、我々の労働に対する意識が「ケアレス・マン」モデル

であり続ける事が要因だとしている。「ケアレス・マン」モデルとは、「労働する身体」がケア

役割を負わない、家庭責任不在の働き方の事であり、産む性としての身体的負荷がない事が前

提とされるために、身体ケアも不要とされてしまう考え方の事だ。そのために、女性の身体は

「労働する身体」になりきれない「非効率的な身体」として扱われてきたのである。  

 出産という女性特有のライフイベントによる身体的変化と、それに伴う必然的かつ自然的な

環境変化は、この「ケアレス・マン」モデルのもとに「労働する身体」からの逸脱、あるいは
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矛盾として捉えられてきたのである。しかし、出産に限らず、人間には様々な変化が起こりう

るので、本来、男女ともに身体ケアは不可欠なはずである。例えば、病気になるのに男女差は

ないし、今後増えると考えられる介護休暇なども、すべての人間に起こりうることだ。子ども

の誕生に関しても、出産は女性のみの体験だが、子どもを育てるという広い範囲では、本来男

女差はないはずである。要するに、人間には様々な身体性があり、それに伴って様々な働き方

が生じるのはごく自然なことなのではないか。しかし、私たちは「労働する身体」に縛られる

あまり、女性でさえも「産む身体」を自覚しきれずに無茶をして「労働する身体」を主眼に様々

な身体性を集約し、内面化してしまう。 

 男性という身体性を前提とした労働観に問題があるのではないかと仮説を立てていたが、つ

まりは、男性的な事が問題なのではない。「多様な身体」を自覚していないこと、それが労働

観における一番の問題なのである。男性も、事故や病気に見舞われる可能性はある。労働に全

力を注ぐ、労働第一な取り組み方しか知らない私たちは、自らが「労働する身体」から外れた

時、戸惑い、立ち止まってしまうのだ。しかし、労働人口の減少によって「大介護時代」が来

ることが予想されている今、女性に限った身体性で立ち往生している場合ではない。私たちに

は、一刻も早く「多様な身体」を自覚することが求められるだろう。「多様な身体」を認めた

時、私たちには初めて本質的に、様々な働き方・生き方が生まれてくるのではないだろうか。 

 

5－4）．おわりに －真のワークライフバランスを目指して－ 

 

 男女雇用機会均等法などの法整備を過去行ってきた私たちにとって、今重要なことは、「労

働する身体」と「産む身体」が分断された価値観から脱皮し、「多様な身体」を自覚すること

だ。この事によって、私たちが将来、「真のワークライフバランス」を実現出来るかどうかの

道が分かれてくるだろう。「女性の身体性と労働」というタイトルも、いわばこの分岐点時代

の象徴的タイトルである。女性が、わざわざ「女性」というパッケージングをして語ることな

く、「人間」が持つ様々な身体性のひとつの要素として語られるようになった日、初めて私た

ちは次なるステップへ進めるだろう。 
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第 6章 ワーク・ライフ・バランス（WLB） 

君島正宏 

 

6－1）．ワーク・ライフ・バランス（WLB） 

 

第１章のアンケートをみてもわかるようにワーク・ライフ・バランス（WLB）は現代日本にお

いても一般語として通用はしているが理解は十分とは言えない。また WLBの解釈も多様といっ

ていい。第 6章では WLBを切口としてその歴史と現状を考察しその将来を予想する。 

 

6－2）．ワーク・ライフ・バランス（WLB）のスタートは 1980年代のアメリカ 

 

元来 WLBは漠然とした概念を人間は有していたと思われるが具体的な事由として登場したのは

1980年代のアメリカであった。 

 

アメリカにおいて 1980 年代以降、従業員のみならず企業業績にもよい影響を与える手段とし

て、柔軟な働き方をはじめとする WLBを支援する諸制度や取り組みを自主的に導入する企業が

増え、その約 10 年後にその導入が本格化したといわれている。その流れは、育児と就業の両

立という困難に直面している女性への支援という形ではじまったとされる。155 

 

当時のアメリカの大企業では優秀な女性管理職が育児と就業の両立という困難に直面し退職

を余儀なくされることを防止するために WLBを支援する諸制度や取り組みを企業が自主的に導

入したことがスタートといわれている。これは後述する日本の企業が 2000年代以降に導入し

た諸制度を 20年も前に展開していたこととなる。 

 

6－3）．ワーク・ライフ・バランス（WLB）の概念 

 

WLBの定義は、国によって、様々であるが、日本においてもいくつかの定義がなされている。 

まず、政府による WLBの見解について検討したい。 

 

内閣府男女共同参画会議の「仕事と生活の調和に関する専門調査会」での定義は、 

「老若男女誰も、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動について、自

ら希望するバランスで展開できる状態」とされている。 

また、WLBの実現とは、国民一人ひとりが、仕事だけでなく家庭や地域生活などにおいても、

ライフステージに応じた自らの望む生き方を手にすることができる社会を目指すものであり、
                                                
156 黒澤 昌子（政策研究大学院大学）「米国におけるワーク・ライフ・バランス」RIETI Discussion Paper Series  2011年 3月 
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労働力確保等を通じた我が国社会経済の長期的安定の実現や持続可能性の確保にとって大変

重要な課題である。そこで、官民が一体となって、WLBの実現に取り組むため、経済界、労働

界、地方の代表者、関係会議の有識者から構成される「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」

が開催され、WLB実現のための憲章及び行動指針の策定・推進を図ることとされ、2007年 12

月 18日、「仕事と生活の調和憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定さ

れた。156 

 

日本においては自ら望む生き方を手にすることができる社会を目指すことともに労働力確保

という少子高齢化社会を見据えて提言を政府がなされていることに注目したい。このことは第

5章の女性の労働力に深く関連しているといえよう。 

その他企業からみた WLB、労働組合からみた WLBなど概念は多種多様であるのが現実である。 

 

6－4）．ワーク・ライフ・バランス（WLB）の認知 

 

2008年 7月（平成 20年）に内閣府において WLBの認知につき調査を実施している。結果は図

表のとおりである。 

WLBの認知度は低い実態にあった。しかし下記表のとおり認知度は上昇している。157 また男

性のほうが女性より認知度が高い。 

 

                                                
157荒木真貴子（創価大学大学院）「WLB（ワーク・ライフ・バランス）と企業パフォーマンスの相関関係」2010年 
158「ワーク・ライフ・バランスに関するインターネットによる意識調査」（内閣府 平成 22年度） 
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6－5）．ワーク・ライフ・バランス（WLB）を考える意義 

 

WLBという定義・語句は近年認知度が高まっていることもあるが、その意義について疑問視す

る声もあるのは事実である。意義については以下の意見が参考となる。 

 

ワーク・ライフ・バランスは現代における働き方において，きわめて適切な考え方である。 

働き過ぎるのでもなく，そして人生を有意義に送るのはよいことであるが，なぜ人間は働 

くのかを知っておくことは，ワーク・ライフ・バランスを推進するために必要である。 

人はなぜ働くかという問題は，人間にとって永遠の課題であるかもしれない。できれば働か 

なくて食べていける人生を送りたいと願う人は多いが，大半の人は働かざるをえないのが 

現状である。新古典派経済学では，効率よく働き，かつ生産性を高める方策を考えた。伝 

統的なマルクス主義では「働かざる者食うべからず」の思想が主流でさえあった。158 

 

6－6）．ワーク・ライフ・バランス（WLB）に流れる労働観 

 

WLBを考えるうえで必要なのはその背景にある労働観である。詳しくは第 7章のまとめにも記

述しているが日本における労働観は歴史的な背景は複雑多岐に渡っている。 

図解すれば以下のとおりである。 

 

 

 

6－7）．ワーク・ライフ・バランス（WLB）の本質的な価値 

 

翻って現代の日本人にとっての WLBの本質的な価値とはなんであろうか。この点について中央

大学専門職大学院佐藤博樹教授のインタビューが参考になる。 

                                                
158 橘木 俊詔（同志社大学）「特集●ワーク・ライフ・バランスの概念と現状エッセイ 人はなぜ働くのか 古今東西の思想から学

ぶ」日本労働研究雑誌 No599 June 2010 P4～P9 
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「ワーク・ライフ・バランス」の本質的な価値は、「時間制約を持った社員が職場にいること

を前提にしたマネジメントの実現」だと考えています。  

１９８０年代の初めまでは、「男性が仕事を、女性が家事や育児を担う」という男女の役割分

担を前提とした、男性の「仕事中心のライフスタイル」が確立していました。  

しかし、８０年代に入って、女性が望むライフスタイルが変化し、女性の職場進出が進展して、

共働き世帯が増加してきました。最近では、男性雇用者のうち、配偶者が仕事を持っているも

のが過半数を超えていると言われています。同時に、男性の価値観や希望するライフスタイル

も変化してきました。  

また、家庭に関わる変化だけではなく、社会人大学院でＭＢＡを取得するなど、自己啓発のた

めに時間を使いたいと思う社員も増えてきました。  

つまり、８０年代初頭までは、基本的には２４時間一週間７日間、仕事を優先しようという社

員が大半を占めていたのに対して、現在は、仕事以外のことに使わなければならない、使いた

い時間の「枠」を明確にもっている社員、すなわち、会社の仕事に投入できる「時間に制約」

を持った社員が多くなってきた、ということです。  

前者を「ワーク・ワーク社員」、後者を「ワーク・ライフ社員」と呼ぶことにしますが、「ワー

ク・ワーク社員」がほとんどだった時代には、時間をいかに有効に使うかという発想の必要は

なかったのです。仕事の総量が絶対で、それが終わらなければ、社員の時間をいくらでも投入

すればよかった。所定内に仕事が終わらなければ残業をすれば良かったのです。またそれがで

きたわけです。しかし、「ワーク・ライフ社員」が存在する職場では、使える時間の総量があ

らかじめ決まっているわけです。その限られた時間を使ってどうやって質の高い成果を上げて

いくのか。「時間当たりの生産性」を上げることが不可欠ですし、仕事の優先順位をしっかり

とつけていくことが肝要になってきます。  

ここで重要なのは、「時間は有限な経営資源である」と認識することです。限りがありかつ経

営資源なんだから、大事に使うことを考えなくてはいけない。シンプルですね。そういう考え

方を会社内に浸透させていくことです。159 

 

6－8）．ワーク・ライフ・バランス（WLB）の進化 

 

日本においても WLBを専門とするコンサルタント会社も創業し企業と連携し人事施策のアドバ

イスを行っている。その代表的なコンサルタント会社である「株式会社ワークライフバランス」

社のホームページには代表者の以下の言葉が掲げられている。 

 

 

                                                
159 人材・組織システム研究室 HP-専門家に聞く-制度を競うな！ 人事は「ワークライフ・バランス」など知らなくてよい。東京大

学社会科学研究所 佐藤博樹 
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ワーク・ライフ・バランスと聞いて、どのようなイメージを思い浮かべますか。 

「仕事の時間とプライベートの時間を、分配すること」と、お考えになる方もいらっしゃ

るかもしれません。 

でも、それは違います。ワーク・ライフ・バランスは、ワーク(仕事)とライフ(家庭や生活)

のいずれか一方を犠牲にするといったものではなく、個人の働き方や企業の制度を見直す

ことで、ワークもライフもより充実したものにする、という考え方です。 

「仕事以外の時間に聞いた話が、商品開発に生きた」というように、考え方・工夫の仕方

次第で、ワークとライフは相乗効果を及ぼし合い、好循環を生みだすのです。 

ワークとライフを充実させることで、個人も企業も幸せになる。これがワーク・ライフ・

バランスの本質です。160 

 

また大企業を中心に WLBの推進が展開されているが、アメリカと同様に女性の労働環境の改善

からスタートし、現在は両性の WLBの改善を図っているというのが現状である。実態としては

女性の産休などは促進されているが、現場での意識改善が遅れているというのが実態と思われ

る。日本を代表する電機メーカーである東芝では WLBの現場での意識改善のためにワーク・ス

タイル・イノベーション（WSI）に取り組んでいる。 

 

東芝では、いわゆるワーク・ライフ・バランスの促進に向けた活動を、「ワーク・スタイル・

イノベーション（WSI）」という独自の名称で取り組んでいます。「ワーク・スタイル・イノベ

ーション」とは、効率的でメリハリのある仕事をし、ライフではリフレッシュと同時に自らを

高めて仕事の付加価値化につなげるという「正のスパイラル」を創出する活動です。 

 東芝グループでは、従業員一人ひとりが仕事に取り組む意識と仕事のやり方を変え、生産性

を高める活動を進めています。また社内ホームページ上に各事業場ごとの取り組みを掲載し、

好事例の横展開に務めています。161 

 

その他意識改革のため各種セミナーを実施しているのも同社の特徴といえる。 

□全従業員を対象とした eラーニングを実施 

□役職者向けタイムマネジメント研修 

□ワーク・スタイル・イノベーションをテーマとした職場ミーティング 

□介護セミナーの実施 など 

 

 

 

                                                
160 株式会社ワーク・ライフバランス HPより 
161 東芝 HPより「多様な働き方の支援に関する方針」 
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6－9）．ワーク・ライフ・バランス（WLB）の将来 

 

WLBの先進国であるアメリカにおいて WLBは MBA（経営大学院）の人的経営資源講義の一部と

して成立している。ハーバード・ビジネススクールの D・クイン・ミルズ教授は著書「人的資

源管理入門」において人的資源管理とは何かを問うなかで、組織は、人的資源に関して大きく

分けて以下の四つの分野の方針を決定する。とした。162 

 

１． チームの編成と育成：雇用、人材育成、昇格、異動、解雇 

２． チームのインセンティブ：賞罰、報酬、昇格 

３． 公正な待遇：法律・規制の順守 

４． ワーク・ライフ・バランス：健康、ストレスの軽減、仕事と家庭  とある。 

 

引き続き４．ワーク・ライフ・バランスについて以下のとおり述べている。 

 

仕事には相当な時間がとられるものの、ほとんどの人にとってそれは人生の一部にすぎない。

長期的に会社に貢献してもらうためには、仕事が個人の生活にうまく適合していなければなら

ない。ストレスの原因となる対立は避けることだ。社員に仕事と家庭を両立させることが価値

を認識することは、人的資源管理においてますます重要になりつつある。 

 

なお著書「人的資源管理入門」において WLBを取り上げた文章は全体の５％程度であり著書も

また WLBが発展途上であることも示している。そのなかで D・クイン・ミルズはひとつの提言

をしている。WLBを「日々バランスをとる考え方」のほかに、「一年でバランスをとる考え方」、

「一生でバランスをとる考え方」、「独立することによってバランスをとる考え方」などの方法

があることを示している。このことは多様化する「働きかた」や「生きかた」に合わせた WLB

達成のための戦略を一人一人が持てという読者へのアドバイスである。 

 

女性への支援として始まった WLBであるが、多くの変遷を経るなかで、WLBは今後一人一人が、

自己の労働観・人生観に合わせ変化していくものと思われる。 

D・クイン・ミルズが著書「人的資源管理入門」最終章で述べた言葉で締めくくりたい。 

「自分の内なる声をじっくり聞き、その声に率直に従うこと」と。 
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おわりに 

 

「働く」ことをテーマに各章を Fグループのメンバーが論じてきた。切口は「働く」ことの

中で興味のあるテーマを取り上げたのであるが、これ以外の切口、たとえば「非正規雇用」や

「過労死」なども論じることができたのであろうが、結果として「働く」ことの歴史・現在・

未来に渡って論ずることができたのではないかと考える。 

「働く」ことの思想・哲学は実に多岐にわたりその歴史的背景も複雑に影響をし合っている。

また「働く」ことは「生きる」ことと深い相関関係を持つことから、過去から現在に至るまで

数多くの哲学者・社会学者などが論じてきたテーマでもあった。 

「働く」ことは実に多様な面を呈している。 

 第二次大戦期前後してドイツからフランスそしてアメリカに亡命した哲学者ハンナ・アーレ

ントは人間の「活動力」を「労働（Labor）」・「仕事（Work）」「活動（Action）」の３つに分類

した。また西欧ではギリシャ・ローマ時代の流れから「働く」ことを「労働（Labor）」と捉え

る考え方と、プロテスタンティズムの流れから「働く」ことを「仕事（Work）」と捉える考え

方があり、２つの考え方が絡み合うことで「働く」ことの理解を複雑にしている。加えて現代

の日本人には元来あった「仏教」や「儒教」そして「商人道」や二宮尊徳を代表する「道徳」

が考えの根底にあり、明治以降の富国強兵や 1940年以降の国家総動員体制による「勤勉」が

尊ばれ、戦後復興・高度経済成長・バブル崩壊後の低成長時代を経ることで労働人口の 9割を

占めていた第一次産業から第二次・第三次産業へシフトするなどまさに「働く」ことの大激変

時代を経験している。このことは現代日本人が「働く」ことに対する思考の背景や取り巻く環

境は実に多様であることを物語っているといえる。 

 第５章でも述べられていたが、今後日本は未経験の人口急減社会を迎える。また女性の社会

進出や中高年の定年延長や介護問題など、一人一人の「働き方」を取り巻く環境が激変するこ

とは間違いない。これは Fグループからの提言であるが、今後を生き抜くためにも一人一人が

「働く」ことの哲学を持ち行動することが必要であり、そのことが一人一人の「生き方」にも

つながっていくことになるのではないかと考える。そして一人一人の「幸福」にもつながって

いくのではないだろうか。 

 このような「働く」ことへの思索の場、そしてグループワークでの創発の場を与えていただ

いた東洋大学井上円了哲学塾ならびに「働く」ことのアンケートにご協力いただいた哲学塾塾

生に感謝し結びの言葉としたい。 

                                       以上 

 

 

 


