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Part ２

解説編　　　　
余暇が会社・社員・社会に及ぼす
効果について専門家はこう考える

１. 働き方の見直しから健康づくりを考える
東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野  准教授
島津 明人

２.「ワーク・ライフ・インテグレーション」
　   へ歩み出そう

ピープルファクターコンサルティング  代表
高橋 俊介
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1.  はじめに
職場におけるメンタルヘルス対策では、うつ病などのメンタルヘルス不調の未

然防止（第一次予防）、早期発見・早期対応（第二次予防）、メンタルヘルス不調
により休業した従業員の適切な復職支援・再発予防（第三次予防）が行われている。
事業所の中にも、厚生労働省の「労働者の心の健康保持増進のための指針」など

働き方の見直しから
こころの健康づくりを考える
―― 仕事・余暇・家庭のつながりから、
　　 活き活きとした環境を生み出そう

島津 明人
東京大学大学院医学系研究科

精神保健学分野  准教授

○労働者を取り巻く社会的状況が大きく変化する中、これからのメンタルヘ
ルス対策では、①「不調の予防」のみにとどまらず、こころの健康のポジ
ティブな側面にも注目すること、②働く職場以外を含め、労働者を取り巻
く環境を多面的に捉えて包括的支援を進めることが重要となるだろう

○労働者の健康は、仕事上の要因だけでなく、仕事外の要因によっても影響
される。それはネガティブな影響ばかりではなく、「仕事がうまくいった
ので家庭でも気分がよい」「家庭がうまくいっていることで仕事がはかど
る」といったポジティブな側面もあり、ワーク・ライフ・バランスと働き
方の見直しに新たな視点をもたらす可能性がある

○今後のストレス対策を考える際に、「いかに働くか」だけでなく「いかに
休むか」という視点も必要となる。その意味で、「上手な問題解決の方法」
だけでなく、「上手な気晴らしの方法」を具体的に検討することも重要と
言えるだろう
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に基づいて、従業員や管理監督者への教育・研修、相談体制の整備、職場復帰支
援体制の整備など、メンタルヘルス対策に取り組む企業が増えてきた。特に、従
業員数 1000 人以上の事業所では、95％以上の事業所で何らかのメンタルヘルス
活動が行われていることが厚生労働省（2008）の調査で明らかになっている。

一方で、近年の労働者を取り巻く社会経済状況は、大きく変化している。産業
構造の変化（サービス業の増加）、働き方の変化（裁量労働制など）、情報技術の
進歩に伴う仕事と私生活との境界の不明確化、少子高齢化、共働き世帯の増加な
ど枚挙に暇がない。こうした変化を受け、職場のメンタルヘルス活動においても、
メンタルヘルス不調への対応やその予防にとどまらず、個人や組織の活性化を視
野に入れた対策を行うことが、広い意味での労働者の「こころの健康」を支援す
るうえで重要になってきた。こうした背景から、これからのメンタルヘルス対策
においては、次の 2 点が重要になると考えられる。

1 点目は、こころの健康のポジティブな側面への注目である。誤解を恐れずに
言うと、これまでのメンタルヘルス対策は、メンタル「ヘルス」と言いながらも、
こころの「不調」をいかに防ぐかという点に重きが置かれていた。しかし、労働
者の幸福（Well-being）を総合的に考えた場合、こころの不調を防ぐだけでは十
分ではないことは明らかである。労働者の強みを伸ばし、活き活きと働くことの
できる状態、いわば「ワーク・エンゲイジメント」（島津・江口、2012；島津・
佐藤、2012）の高い状態をも視野に入れた対策が、労働者の本当のこころの健康
につながると考えられる。ここで強調したいのは、こころの「不調」への対策が
重要ではない、ということではない。こころの不調と同じ程度に、こころの活力
にも注目し、メンタルヘルス対策の活動範囲を広げる必要があるということであ
る。そうでなければ、メンタルヘルス活動の対象は、一部の不調者を対象とした
活動にとどまってしまい、事業所や企業全体、さらには社会全体でメンタルヘル
スに取り組もうという動きにはつながらない。

2 点目は、仕事以外の要因への注目である。これまでの職場のメンタルヘルス
対策は、働く環境をいかに整えていくかという視点が中心であった。しかし、労
働者のこころの健康は、職業生活だけによって決まるわけではない。例えば、家
庭・地域での生活状況（家事、育児、介護などの負担や家族・友人などからの社
会的支援）、ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭生活の調和）、余暇の過ごし
方、リカバリー経験（就業時のストレスから回復するための時間の過ごし方）な
どが労働者の健康と関連することが、近年の研究で明らかになってきた。つまり、
労働者のメンタルヘルス問題を考える場合、働く環境に注目するだけでなく、労
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働者を取り巻く環境を多面的に捉え、包括的に支援する視点を持つ必要があると
考えられる。

本稿では、仕事以外の要因に注目しながら、労働者の健康づくり、特にこころ
の健康づくりについて言及するものである。

2.  ワーク・ライフ・バランスとストレス
従来の職場のストレス研究では、主に職場における心理社会的ストレス要因と

心身の健康との関連が検討されてきた。例えば、職業性ストレスモデルとして代
表的な「仕事の要求度－コントロール－サポートモデル」（Karasek、1990）では、
仕事の要求度が高く、裁量権や社会的支援が低い職場環境が、「努力－報酬不均
衡モデル」（Siegrist、1996）では、仕事で必要とされる努力とそこから得られる
報酬の不均衡が、心身の不調と関連することが指摘されている。

しかしながら、労働者の健康は、仕事上の要因だけでなく、仕事外の要因によっ
ても影響されることが明らかにされている。例えば、NIOSH（米国職業安全衛生
研究所）職業性ストレスモデル（Hurrell & McLaney、1988：［図表 1］）では、
労働者の急性ストレス反応に影響を及ぼす要因として仕事のストレス要因が挙げ

仕事のストレス要因
急性ストレス反応

個人要因

疾病

緩衝要因仕事外の要因

物理化学的環境
役割葛藤
役割不明瞭
対人葛藤
仕事の将来不明確
仕事のコントロール
雇用の機会
量的な作業負荷
作業負荷の変化
対人責任
技術の活用
認知要求
交代制勤務

年齢
性別
婚姻状態
勤務年数
職種
タイプ A
自尊心

上司，同僚，家族
からの社会的支援

家庭／家族
からの要求

作業関連障害

医師により診断
された健康問題

心理的
　職務不満足感
　抑うつ
生理的
　身体的愁訴
行動的
　事故
　アルコール・薬物使用
　疾病休業

図表 1.　 NIOSH（米国職業安全衛生研究所）職業性ストレスモデル
　　　　（Hurrell & McLaney, 1988）　
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られているが、両者の関連を調整する（強めたり弱めたりする）要因として、個
人要因（年齢、性別など）、緩衝要因（上司、同僚、家族からの社会的支援）とと
もに、仕事外の要因（家庭 / 家族からの要求）も取り上げられている。また、産業・
組織心理学の領域で提唱された仕事－家庭葛藤に関する研究では、仕事役割と家
庭役割とが相互にぶつかり合うことから役割葛藤が発生し（Kahn ら、1964）、
抑うつなどのストレス反応や組織行動・態度（職務満足感、欠勤率、組織コミッ
トメント）と関連することが明らかにされている（Byron、2005）。

仕事－家庭葛藤に関する研究は、女性の社会進出やシングルマザーの増加など
家族の多様化が日本より早く始まったとされる欧米の社会的背景の中で生まれた
ものである（渡井ら、2006a）。わが国では、1986 年に施行された雇用機会均等
法に伴う女性の社会進出、2004 年に施行された次世代育成支援対策推進法によ
る少子化対策などを背景に、この概念が注目されるようになった。近年の仕事－
家庭葛藤の研究では、単に葛藤の存在だけでなく、葛藤の方向（仕事→家庭、（例）
仕事に時間が取られて家事をする時間が取りにくい；家庭→仕事、（例）家族と
しての責任に時間を費やすために仕事が犠牲になる）を区別することが重要であ
ると言われている（Allen ら、2000；Greenhaus & Parasuraman、1999；渡井ら、 
2006b；島田・島津、2009）。

なお、仕事－家庭葛藤の類似概念に仕事－家庭流出（ワーク・ファミリー・ス
ピルオーバー：［図表 2］）がある。スピルオーバーは、一方の役割における状況
や経験が、他方の役割における状況や経験にも影響を及ぼすと定義され、複数の
役割従事による負担や葛藤などのネガティブな感情だけでなく、ポジティブな感

仕事 家庭

仕事 家庭

個人 A

個人 B

スピルオーバー

スピルオーバー

クロス
オーバー

図表 2. 　 スピルオーバーとクロスオーバーの関連



90 Part ２　解説編　余暇が会社・社員・社会に及ぼす効果について専門家はこう考える

情にも焦点を当てたものである（Montgomery ら、2003；島田・島津、　2012；
Van Steenbergen ら、2007；渡井ら、 2006b）。産業保健領域における従来のス
ピルオーバー研究は、ネガティブな影響（仕事→家庭、家庭→仕事）に焦点を当
てたものが多いが、今後、ポジティブな影響（仕事→家庭、（例）仕事がうまくいっ
たので家でも気分が良い；家庭→仕事、（例）家族とうまくいっているので仕事
がはかどる）も考慮することで、ワーク・ライフ・バランスと働き方の見直しに、
新たな視点を提供するものと期待される。

その他、ワーク・ライフ・バランスに関しては、個人内の影響（仕事－家庭葛
藤やスピルオーバー）だけでなく、個人間の影響（クロスオーバー効果：［図表 2］）
についても検討されている。これまでのクロスオーバー研究は、主に共働き夫婦
を対象とし、一方のストレスがパートナーのストレスに及ぼす影響が検討されて
きた（Shimazu ら、2009；Westman & Etzion、2005）。しかし、クロスオーバー
効果は、ストレスなどのネガティブな状態だけでなく、ワーク・エンゲイジメン
ト（仕事で活力を得て活き活きとした状態）などのポジティブな状態についても
認められることが明らかにされている（Bakker ら、2011）。単に夫婦間の問題
にとどまるわけではない。少子高齢化・核家族化が急速に進み、育児や介護の問
題が重要になっているわが国では、育児や介護に伴うストレスや生活上の充実が、
子どもへの養育態度や親の介護の質にどのような影響を及ぼすのかなど、世代間
のクロスオーバー効果についても知見の集積が望まれている。

3.  余暇とストレス
経済のグローバル化、産業構造におけるサービス業の比重の増大、業務の IT

化、組織のリストラクチャリングなど近年の就業環境の変化は、労働者に対して
労働時間の増加をもたらすと同時に、余暇時間の減少をもたらしている（Haworth 
& Veal、2004）。余暇（vacation）は「仕事から離れて仕事以外のこと（休息や
レクリエーションなど）に従事できる自由時間」（Lounsbury & Hoopes、1986）
と定義されている。Westman & Eden（1997）によると、余暇は、仕事のストレ
スによる心理社会的資源（エネルギーや仕事への意欲など）の低下を止め、低下
した資源の補充と新たな資源の獲得に向かうための休息の機会を提供する。

余暇の効果を実証的に検討した研究（Westman & Eden、1997）では、（1）2
週間にわたる夏季休暇の開始直後からストレス反応得点が低下すること、（2）ス
トレス反応得点は休暇終了 3 日後から再び上昇し始め、3 週間後には休暇前の水
準に戻ること、が明らかにされている。また、10 日間の休暇の効果を検討した
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研究（Westman & Etzion、2001）でも、ストレス反応の得点は休暇により低下し、
休暇終了 4 週間後には休暇前の水準に戻ることが明らかにされている。これらの
結果は、2 週間前後の休暇を取り仕事から離れることで、ストレス反応の水準が
低下することを示唆している。

上で紹介した研究（Westman & Eden、1997；Westman & Etzion、2001）は
10 日から 2 週間という比較的長期間にわたる休暇の効果を検討したものである。
しかし、長期間のまとまった休暇を取ることが難しい日本では、むしろ週末の休
息効果を検討した研究のほうが、メンタルヘルス対策の参考になると思われる。
Fritz & Sonnentag（2005）は、週末の過ごし方と週明け（月曜日および火曜日）
のストレスおよびパフォーマンスとの関連について検討した。その結果、仕事外
のストレッサー（家族とのトラブルなど）を経験した場合には、週明けのストレ
ス反応が上昇し課題遂行が低下するのに対して、社会的活動（友人や知人と会う
など）に従事した場合には、ストレス反応が低下し課題遂行が上昇することが明
らかになった［図表 3］。週末の社会的活動が週明けのストレスやパフォーマンス
に良好な影響を及ぼす理由について Fritz & Sonnentag（2005）は、（1）仕事外
の活動に関わることで仕事のストレス要因から離れることができること、（2）職
場の人間関係に比べて気分のコントロールに向ける努力が少なくて済むこと、（3）
社会的支援の入手機会となることなどを挙げ、これらの点が、蓄積したストレス
からの回復を促進すると述べている。

仕事外の
ストレッサー

精神的
不健康

課題の
遂行

社会的
活動

-.21*

-.33**

.24*

.38**

図中の数値は標準化偏回帰係数を示す。 * p < 0.05,   ** p < 0.01 

図表 3. 　週末の過ごし方と週明けの精神的不健康およびパフォーマンスとの関連
　　　　（Fritz & Sonnentag, 2005）

［注］図中の数値は標準化偏回帰係数を示す。　* p ＜ 0.05,   ** p ＜ 0.01　
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余暇に関する最近の研究では、長期休暇や週末よりも、帰宅後の過ごし方の
ように、短期間・短周期で繰り返される余暇の影響を検討することが重要なこと

（Sonnentag、2003）、仕事から離れる際には、物理的に距離を置くだけでなく心
理的にも距離を置くこと（psychological detachment）が重要なことを明らかに
した研究もある（Shimazuら、2012；Sonnentag & Bayer、2005）。このように、
今後のストレス対策を考える際には、「いかに働くか」だけでなく「いかに休むか」
という視点も必要になってくると言えよう。長時間労働による過重労働対策が注
目されている現在、上手な休暇の取り方や、休暇の効果をより促進するために個
人や組織がどのような工夫ができるかについて、真剣に考える必要があるだろう。

４.  ストレス対処としての気晴らし
前章 3. で述べた余暇によるストレス軽減効果は、余暇から仕事に戻ること

で比較的早くに消失することが指摘されている（de Bloom ら、2009； Fritz & 
Sonnentag、2005；Sonnentag & Bayer、2005；Westman & Eden、1997；
Westman & Etzion、2001）。また、週末や帰宅後の上手な過ごし方による工夫
についても、平日やその日に蓄積したストレス状態をその都度元の水準に戻す「リ
セット」機能は明らかにされているものの、精神的健康をさらに増進させる機能
までは明らかにされていない。そこで、普段の仕事で慢性的に体験するストレス
要因にいかに上手に対処するかが、精神的健康の増進や仕事のパフォーマンスの
向上に重要になると思われる。そのためには、どのようなストレス対処方法が良
好な健康と結び付いているのかを明らかにする必要がある。

さまざまなストレス対処方法と健康との関連をまとめた最近の研究（メタ分析）
によれば（Penley ら、2002）、ストレッサーの直接的な解決に向けた努力（問題
焦点型コーピング）がストレス反応の低さと関連していたのに対して、気晴らし、
回避、願望思考などの情動焦点型コーピングはストレス反応の高さと関連してい
ることが示されている。しかし、Penley らのメタ分析では、解析対象論文の多
くが横断研究であり、それぞれの方略の長期的効果が明確でないこと、複数の対
処方法を組み合わせて用いた場合の効果は考慮に入れられていないことが限界で
あった。実際、先行研究では、それぞれの対処方法の効果は用いられる期間によっ
て異なること（Aldwin、1994；Ingledew ら、1997；Suls & Fletcher、1985）、
複数の対処方法を組み合わせて用いた場合の効果は単独で用いた場合の効果とは
異なること（Gaudreau & Blondin、2004；Shimazu & Kosugi、2003）などが
指摘されている。
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そこで、島津ら（Shimazu & Schaufeli、2007）は、問題焦点型対処を情動焦
点型対処と組み合わせて用いることによって、その後のストレス反応の程度がど
のように異なるか 1 年間の縦断研究によって検討した。本研究では、情動焦点型
対処の中でも、問題焦点型対処の効果を促進する可能性が示唆されている気晴ら
し（distraction）に注目した。気晴らしとは「ストレスフルな状況において、本
人にとって好ましい活動に従事することで不快な情動を処理するための積極的な
試み」（Livneh ら、2001；Skinner ら、2003）であり、不快な情動を緩和する
ことにより、効果的な問題解決を促進するとされている。

［図表 4］を見ると、気晴らしの使用が少ない群では、問題焦点型対処を行うほ
ど 1 年後のストレス反応が上昇するのに対して、気晴らしの使用が多い群では、
問題焦点型対処を行うほど 1 年後のストレス反応が低下するのが分かる。つまり、
気晴らしを行うことなく問題解決だけに努力している場合には、その後の精神的
健康が低下するのに対して、問題解決への努力と気晴らしとを組み合わせた場合
には、長期的な精神的健康に結び付いていたのである。この結果も、前章 3 で述
べたように、今後のストレス対策を考える際に、「いかに働くか」だけでなく「い
かに休むか」という視点も必要であることを示唆している。現在、多くの事業所
でセルフケア研修が行われているが、プログラムの構成に際しては、上手な問題
解決の方法だけでなく、上手な気晴らしの方法についても含めることが重要と言
えるだろう。
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図 4. 　問題焦点型と気晴らしとの組み合わせが 1 年後のストレス反応に及ぼす影響　　
　　　（Shimazu & Schaufeli, 2007）　
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5.　おわりに
本稿では、近年の労働環境の変化に伴う労働者のメンタルヘルス問題について、

ワーク・ライフ・バランス、余暇、およびストレス対処としての気晴らしに焦点
を当てながら、労働者のストレス問題とその対策について言及した。今後、労働
者のストレスの問題を、仕事以外の視点も含めて考えることによって、労働者の
ストレス対策にとって、より包括的で有効な示唆が得られると思われる。
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１.  なぜいまワーク・ライフ・インテグレーションが重要なのか
■ 「バランス」ではなく「インテグレーション（統合）」

私の活動拠点である慶應義塾大学 SFC 研究所キャリア・リソース・ラボラトリー
では、2000 年の設立以来、一貫して個人の自律的キャリア形成について研究を
行っています。そこでいう「キャリア」とは、ワークだけでなくライフの部分も
含めた “ 働く人の人生 ” 全体です。それをいかに自律的に切り開き、自分らしい
人生、自分らしいキャリアを形作るかということが研究のテーマです。

その研究の場で、私たちは「ワーク・ライフ・バランス」ではなく「ワーク・
ライフ・インテグレーション」という言葉を使っています。「バランス」というと、

「何対何くらいがいいのか？」というイメージの話になりやすいのですが、ワー

「ワーク・ライフ・インテグ
レーション」へ歩み出そう
――キャリア・家庭・社会の未来へ、
　　いまこそ「専念」至上から脱却すべき

高橋 俊介
ピープルファクターコンサルティング  代 表

○専業化・分業化が進む今日、仕事以外の世界に目を向けずに没入している
と、想定外変化に対応する能力が衰えるばかりでなく、生産性も低下する

○世界でも特異にワーカホリックな日本の現状。過度に「専念」や「やる気」
を尊ぶ文化と働き方を見直さなければ、企業の将来はない。常にだれかが
欠けていても問題なく回る組織づくりと工夫が必要

○働くことに “ 専念 ” している人たちが、家庭と社会の中での役割に目を向
けなければ、今の社会はこの先もたない。まずは経営トップから、ワーク・
ライフ・インテグレーションを実践すべき
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クとライフはお互いに相乗を生み出す関係にあり、完全に分離して考えられるも
のではありません。単に、「仕事」と「仕事以外」は何割ずつが一番心地よい人
生か、ということではなく、それぞれが良い形で統合されている状態が一番大事
であるというのが私たちの考え方です。

この「インテグレーション＝統合」ということが、なぜいま大事なのか。それが
損なわれている状態にどのような問題があるのかをまずお話ししたいと思います。

■ 「仕事」への偏りと、「仕事の中身の偏り」がもたらす問題
ずっと仕事ばかりしていると何が起きるか。まず一つに、仕事で必要とされな

い能力が退化してしまう、という問題があります。
そもそも、人間が持つ能力は非常に総合的なものです。目的に向けて非常に合

理的・論理的に考える能力もあれば、他者の感情に気付き、自分の感情の動きを
マネジメントする能力も備えています。また、五感を駆使して何かを感じ取る能
力や、物事を直感的に理解する能力もあります。

心理学者のユングは、これらを指して「四つの機能」と呼んでいます。Thinking（思
考）、Intuition（直感）、Feeling（感情）、Sensing（感覚）という四つの機能を、
人間は常に使い分けているというわけです。例えば昔々の狩猟・採集の時代は、
こうした幅広い能力のすべてが必要で、人間はこれらをフルに使って生きてきた
のでしょう。

近代に移って、戦後の日本は産業化社会へと発展し、高度成長を経て、人が働
く現場は大きな変化を遂げてきました。とりわけ仕事の世界では、分業化・専業化・
専門化へ向かう変化が、この数十年の間に一気に進んできました。

そうした変化の中で起きている問題は、人間本来の総合的な能力のうち、ごく
限られた部分しか使わない仕事がどんどん増えてきているということです。例え
ば、IT 関係の仕事の現場では、論理的な思考を使うウエートがとても高い一方、
感情という機能をほとんど使わない仕事もあります。このように、仕事の場で活
用される機能がどんどん偏ってきているわけです。

このために、限られた能力ばかり求められる仕事ばかりやっていると、本来持っ
ている能力のうち必要とされない部分が退化してしまうという問題が起こるので
す。

■ 活用されない能力の退化が「想定外変化」への弱点になる
 先ほど挙げた分業化・専業化・専門化に加え、21 世紀のキャリア環境をめぐ
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る変化にはもう一つ重要なものがあります。それは想定外変化です。
産業絵図が大きく変わって、いまや日本ではテレビを作らなくなるかもしれな

いという時代です。ビジネスパーソンにとっては、自分がコツコツやってきた仕
事が急に消えてなくなるかもしれない。あるいは IT によって、仕事の内容や求め
られる能力がまったく変わってしまうかもしれない。予定どおりにキャリアを作
り積み上げていっても、その経験を先々生かすことができるかどうか、何ら保証
できない世の中になってきているわけです。

先ほどの IT の仕事の例のように、感情や感覚の機能をあまり使わず、論理の頭
を中心に使って仕事をしてきた人の役割が突然変わり、人間関係の中で人の感情
をうまくマネジメントすることが求められるようになるかもしれない。でも、あ
まり必要としてこなかった論理脳以外の機能はおそらく退化してしまっている。

そこで何が起きるかというと、このように感情脳をしっかり使ってこなかった
人というのは、とてもキレやすくなってしまうのです。普段は非常に冷静で論理
的な人が、いったんキレてしまうとどうにもならなくなる。それは、感情脳を使っ
ているからキレるのではなく、感情脳が弱いからキレるのです。

感情脳が強ければ、自分の感情を自分で感じ取ってコントロールできる。他者
の感情に対してどういう影響を与えるかも判断できます。感情脳が弱いというこ
とは、そうした機能が弱いわけなので、爆発しだしたらもう自分でもどうにもな
らなくなるということが起こるわけです。

■ 仕事ばかりでは、仕事に必要な能力は身に付かない
こうした例から私が言いたいことは、「仕事ばかりしていると仕事に必要な能

力が身に付かない」ということです。なぜかといえば、仕事は変わるのです。変わっ
てしまうと、今までと違う能力、人間が持つ総合的な能力の違う部分が必要になっ
てくるのです。

そうしたときに、例えば感情を使わない仕事ばかりをしている人であれば、仕
事以外の世界で感情脳を刺激するようなオフの時間を過ごしていないと、人間と
してバランスを失ってしまいます。同じように、身体を使わず座って仕事ばかり
している人は、体を鍛えるようなオフの時間を持っていないと、それこそ足腰が
立たなくなってしまうでしょう。

このように、人間本来の総合的な能力をバランスよく保ち続けるためには、生
きていく上ですべての能力が求められた狩猟・採集社会の昔と違い、今はあえて
努力することが必要なのです。
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繰り返しますが、それがなぜかといえば、あまりにも仕事が偏っているからで
す。仕事が専門化され、使われる能力が極度に偏り、しかもそれがある日突然変
わるかもしれない。そうした今のような時代こそ、仕事以外の人生の部分で総合
的な人間の力をバランスよく活用するようなことをやっていないと、非常に危険
なのだと思います。

■ 生産性の低い「ワーカホリック」が日本の現状
ワーク・ライフ・インテグレーションが重要である理由を、もう一つ違う視点

から考えてみます。それは長時間労働と時間生産性の問題です。
一般に、日本人の長時間労働はワーカホリズム＝仕事依存症の傾向が非常に強

いと言われています。例えば、長時間労働という結果は同じでも、「これをやり
切るのだ」という仕事に対する積極的な態度・感情が働いて頑張った結果、長時
間労働になったという状態。あるいは、仕事が面白くてのめり込むうちに、時間
がたつのを忘れて働き長時間労働になったという状態。前者は「コミットメント」、
後者は「エンゲージメント」に当たり、このように積極的に仕事に入り込んでい
るときは生産性も高くなります。

一方、ワーカホリズムの場合、長時間労働へと人をかき立てるのは積極的な感
情ではなく、「漠然とした不安」なのです。不安を拭い去りたいので仕事にのめ
り込み、長時間労働をし続け、それに依存するわけです。

何がよくないかというと、このパターンの長時間労働は最も仕事の生産性が上
がらないのです。しかも、燃え尽きやすい。つまりメンタル不調に結び付きやすい。
日本でメンタル不調の事例が多いのは、不安にかき立てられて長時間労働をして
いる人が多いためという見方もあります。

有給休暇の取得率が世界的に見てもかなり低い、有休が取りにくいという背景
にも、やはり「休んで大丈夫だろうか」という不安があるのかもしれません。自
分が休んでいる間に仕事はどうなっているのか。会社がどうなっているか不安だ
――という具合にいろいろな不安が沸いてくるのでしょう。

 以前から日本では、製造現場の生産性は世界でも非常に高いレベルにある一方、
ホワイトカラーの生産性は低いと言われています。その一つの原因として、こう
したワーカホリズム傾向の強い長時間労働が挙げられると思います。こうした状
態から脱却するためには、まず働き方の改革が必要です。例えば、IT を活用した
在宅勤務の導入など、より生産性が高まるような勤務形態も検討していくべきで
しょう。
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そしてここでも、ワーク・ライフ・インテグレーションという考え方が非常に
重要になってくると思います。それは、仕事はほどほどにすべきという意味では
なく、時間生産性の低い働き方を改めるために、ワーカホリックな現状を変えて
いく。生産性を上げるためにこそ、ワーク・ライフ・インテグレーションが必要
だという考え方です。

■ 多様な出会いと刺激がキャリアを切り開くきっかけに
ワーク・ライフ・インテグレーションの必要性についてもう一つ加えると、普

段の会社・職場の中とは異なる人たちと接する機会を生み出す、という点も挙げ
られます。

キャリア自律を考える立場から、私は多様な人たちと出会いを重ねることがと
ても重要だと考えています。日々同じ会社の同じような仕事をしている人たちと
ばかり付き合っていると、とても視野が狭くなってしまいます。さらに言えば、
そうした狭い人付き合いの中で、「自分の人生・キャリアというのはこういうも
のしかない」と自分で勝手に限定して成長をあきらめてしまうのです。

仕事の場でも仕事以外の場でも、普段付き合っている同じ会社で育ってきた人
たちとは背景も経験も異なるような人たちと数多く接して、いろいろな生き方を
知り、キャリアの在り方のヒントを得る。こうしたことが、自分で自分のキャリ
アを前向きに切り開いていく上でとても大切なのです。

こうしたことから今日、ワーク・ライフ・インテグレーションというのは避け
て通れない問題だと思います。先ほど触れたように、狩猟・採集社会の昔からワー
クとライフは不可分の関係でした。それが現在に至るまでの産業社会の発展、ビ
ジネス環境の変化によって、ワークとライフがあまりにも分けられてしまった。
だからこそいま、改めてインテグレーション、再統合が必要になってきているの
だと思います。

２.   ワーク・ライフ・インテグレーションを妨げているものとは
■ 世界の中で「浮いている」日本の働き方

では、ワーク・ライフ・インテグレーションを進める上でどんな困難があるのか、
何が妨げになっているのかを考えてみましょう。

ワーク・ライフ・インテグレーションが必要である背景の一つに、日本の有給
休暇取得率の低さ、その原因と思われるワーカホリックな働き方を見直す必要性
についてお話ししました。さらにもう一つ、世界で比べて日本が圧倒的にダメな
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のは女性管理職が少ない、女性の登用が遅れていることです。これまで、唯一日
本に近かったのは韓国でしたが、その韓国もいまは女性が大統領に就任する時代
になりました。このままでは日本だけが取り残されていくことになります。

有休取得も女性登用もそれぞれ企業にとっては問題ですが、さらに言うと、こ
うしたままでは組織がグローバルにならないという大きな問題もあります。多様
な人材が同じ職場で働くということを考えた場合、こうした働き方では外国人は
働けません。つまり、日本人の働き方はいま世界の中で、非常に浮いてしまって
いるのです。

■ 「両立」より「専念」を尊ぶ日本の文化
では、なぜ日本でそうした働き方が定着してしまったのか。その要因の一つと

して、私は “ 専念をよしとする文化 ” というのがあると思うのです。
例えば、働きながら子育てをしている人に、「そんなことやっていると大変だ

から、仕事を辞めて育児に専念すれば」という言い方をしますよね。スポーツも
そうです。スポーツはいくつもやらず、一つに絞って中学時代から専念する。野
球の指導をしている人がサッカーを目の敵にして「サッカーなんかやるんじゃな
い。野球だけやっていろ」と言うのもよくある話です。

このように日本では、一つのことに専念するのが成功するための最大のポイン
トだという概念がとても強い。でも、私はそれがワーク・ライフ・インテグレーショ
ンを妨げる大きな要因の一つと考えています。
「家庭と仕事の両立は難しい」とよく言われ、実際に大変なことも多いのですが、

むしろ「一つに専念することは危険だ」という発想も非常に重要だと思うのです。

■ 「専念をよしとする」現状に警鐘を鳴らそう
以前、ワーキングマザーに 30 人ほどインタビュー調査を行って分かったこと

ですが、例えば真面目なお母さんが子育てに専念するとどんな問題が起きやすい
のか。お母さんは自分の自己実現のようなものを子どもに投影してしまうのです。
それがいわば自分の人生の目標になる。でも、子どもはなかなか自分が思うよう
には育ちませんから、そこで大変なストレスを抱えてしまうわけです。

一方、ワーキングマザーは、仕事という自分の世界を持っている。「自分は自
分で子どもは子ども、別の人間なのだから…」というふうに、ある意味距離を持っ
て子育てができる。だからその分、冷静になれるということもあるわけです。も
ちろん、ワーキングマザーにもストレスはつきものです。仕事でストレスをため
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て家に帰ると、子どもが「お母さん！」と抱き付いてくる。そうすると一時仕事
のストレスを忘れる。今度は子育てでストレスがたまるけれども、職場に行くと
それをすっと抜くことができる。二つのことをやっているから切り替えがきくと
いう良い面があるわけです。

子育てに専念していると、真面目な人ほど自分の心の中でどんどん追い込まれ
ていく。仕事に専念していると、それがうまくいかなかったときにそこから逃れ
ようがない。でも、日本ではそれが「不退転の決意」のような形で賞賛されてき
たのだろうと思うのです。

このように日本では、「何か一つに専念しろ」という概念が根付いていて、例
えば家庭の中では「お母さんは育児・家事に専念し、お父さんは仕事に専念する。
お互いに口を出さない」という分業社会を過度に作ってきたと思うのです。もと
もと産業社会というのは分業社会であるのに、家庭の中でもそこまで分業してし
まうことによって、人間の全体的な機能がますますおかしくなるということも起
こり得ます。ですから私は、ワーク・ライフ・インテグレーションを考える上で、
日本独特の “ 専念をよしとする ” ということに対する警鐘が、まずベースに必要
になのだろうと思います。

■ 「道を究める」発想では、キャリアは狭まり生産性も上がらない
もう一つ、仕事からの視点で問題を挙げると、「一つの仕事に過度に専念する

と生産性が上がらない」ということがあります。
例えば、星野リゾートという会社があります。ホテルや宿泊施設を運営してい

る会社ですが、こうした業態では職種がとても細分化されています。コンシェル
ジュ、レセプション、お部屋係、飲食…という具合に細かな分業で成り立ってい
るのです。星野社長のお話によれば、「一つの仕事を究めたい。レセプションな
らずっとレセプションとして職人になっていきたい、という人がよくいるのだけ
れども、それはダメだ」と言うのです。多くの人たちがいろいろな仕事をやって
いる中で、いくつかの仕事をまずきちんと自分で理解する。その上で初めて高い
目線から仕事を見られるようになる――そういうものだと思います。

働く人たちも、仕事の傍らで家庭の中での家事や育児、自分の時間としての休
暇や趣味などをひと通りやってみること。それで初めて、仕事やそのほかのこと
にも高い目線を持って取り組むことができるのでしょう。

そうした意味からも、一つの仕事に専念し続けること、ほかの仕事や仕事以外
の経験をせずに過ごしていくことは、非常に偏った発想、どん詰まりのキャリア
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を生んでしまうと私は思うのです。先に「仕事ばかりやっていると仕事に必要な
能力が身に付かない」と言いましたが、加えて、「仕事に専念しているから仕事
の生産性が上がらない」という言い方もできるでしょう。

■ 何でも「やる気の問題」にすり替えていては、もはや勝てない
専念の話と少し共通するのですが、日本では問題を過度に「やる気」に収れん

させる傾向があります。何かというとすぐに「お前、やる気あるのか」となる。
まるでやる気さえあれば、組織のパフォーマンスが上がるかのように思っている
人が少なからずいるのです。

でも残念ながら、私が人事を長くやってきた経験では、やる気の問題ではなく
能力が不足しているケースのほうがずっと多いのです。それをやる気の問題だと
言い換えてしまうというところが、そもそも問題だと思うのです。

こうした背景にあるこれまでの日本型のやり方というのは、大組織でピラミッ
ド型の分業体制を組み、第一線の仕事を単純化して、やる気と根性で乗り切って
いくという方法でした。1 日何件回っていくら、というようなプッシュ型営業が
その典型といえます。実際に、経済のパイが順調に伸びていて、頑張れば勝てる
という単純な時代は、これがとてもよい戦略だったわけです。

しかし、今日の競争環境では、やる気と根性だけでは勝ち抜けません。他社に
勝てるような戦略的提案ができないのは、やる気がないからではなく、その能力
が足りないからなのです。以前のように、愛社精神を持ち、会社のためにやる気
を持って頑張り続ける社員をいかに多く生み出すかがが組織の力である、と考え
ていたころとは、経営環境が大きく変わっていることに早く気付くべきなのです。
にもかかわらず、いまだに何でもやる気に収れんさせる気風が残っているので、
上司が帰るまで部下はなかなか帰らない。長時間労働をすることが「あいつはや
る気があっていいやつだ」という評価につながってしまうのでしょう。

繰り返しますが、実際の組織のパフォーマンスというのは、いまややる気の問
題よりも能力開発にかかってきていると私は思います。そうした意味で、先に触
れた「専念」をよしとする文化、過度に「やる気」に収れんさせる文化から、日
本企業はそろそろ脱却しなければいけないのです。

３.  ワーク・ライフ・インテグレーションを進める働き方と意識の改革
■ 「常にフルメンバー」前提の組織体制は破たんする

具体的に、ワーク・ライフ・インテグレーションに取り組んでいこうというとき、
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現実的にネックになること、乗り越えなければいけないのは何か、ということで
す。

日本人は休みが取れない、あるいは取らない。育児休業や介護休業も含めて長
い休みが取りづらい――その一番大きな理由は、やはり周りの同僚に迷惑をかけ
たくない、迷惑をかけられないという気持ちが働くためだと思います。なぜそう
なるかと言えば、そもそも組織の体制として、休暇や休職でメンバーが欠けるこ
とを想定していない、常に全員がそろっている前提で組織が回るような仕組みに
なっていることが大きな問題です。

しかし今後は、老親の介護や、徐々に登用が進んでいる女性管理職の育児休業
など、一時期職場を離れなければならない特別な事情を抱える人の割合がどんど
ん増えていくことになります。そうしたとき、特別な事情がなくフレキシブルに
働くことができるのは、独身の男性だけということにもなりかねません。実際に
医療現場などでは、若い独身男性に夜勤のシフトが偏るといった問題も出てきて
います。みんながきちんと休みを取れるよう、不安なく休職制度を利用できるよ
うみんなで頑張って支え合おうというのも、現実にはかなり無理が出てきている
のです。

■ 全員がそろわなくて当たり前。仕事を「見える化」し、フォローし合う
そこでどうするかということですが、これからは常に職場の何パーセントかの

人が育児や介護休職、休暇で欠けている、フルメンバーそろうこと自体がないと
いう前提で組織運営を考えていかなければならない。そうしたことにもっと管理
職が慣れていくこと、そして組織運営をカバーするためのノウハウがもっと必要
になってくるでしょう。

具体的には、お互いが目の前にいないと一緒に仕事ができないというような働
き方を変えていくことが必要です。事情によっては在宅勤務という方法もとれる
でしょうし、電話会議なら家からでも参加できるというケースもあるでしょう。
仮に、離れていてしばらく連絡が取れなくてもきちんと仕事が進む。そのように
やっていけるようフォローし合いながら仕事をしていくことが特別な状態ではな
く通常の状態である、というふうにしていけるかどうかが一番大きいのではない
かと思います。

こうした働き方を実現するためには、もっと仕事を「見える化」していくこと
が必要です。だれかが休むと絶対的な人数が足りなくなるという問題がよく言わ
れますが、むしろ日本の職場の問題は人数よりも、「だれかがいないと仕事が回
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らなくなる」という構造にあると思うのです。大部屋でワイワイガヤガヤと仕事
をしていた昔は、何となくだれが何をやっているかもお互い分かっていたはずで
すが、いまはみんなパソコンに向かって個々に仕事をすることが多い上、それぞ
れの仕事の専門性も高まっている。つまり、休みを取る・取らない以前にお互い
をフォローし合うことが難しい状況になっているわけです。

その一方、いまはイントラネットをはじめ IT を活用して、仕事の進捗や必要な
情報をメンバーの間で共有できるようになっています。また、多くの企業が目標
管理を取り入れて、組織や個人ごとの目標、それに向かってどんなチャレンジ・
努力をしていくかを明確化しようとしています。これらを活用して、仕事そのも
のの見える化・共有化を進めるためのインフラ整備にまず取り組んでいくべきで
しょう。そのためには、こうした働き方の改革が重要な課題であるということを、
経営側の人々がどれだけしっかり認識できるか、という点がポイントになると思
います。

■ 働き方を変え、家庭と社会で役割を果たすことの大切さを考えよう
働き方の見直しを進める上で、きちんと休暇が取れること、家族との時間を過

ごせるようにすることの大切さをもう一度考える必要があると思います。
社員自身がやらなければならない育児や介護。それだけではなく、さまざまな

家庭的責務や社会的責務を男女問わず、しっかり果たせるような働き方に変えて
いかないと、私は今の社会はもうもたないのではないかという気が非常にするの
です。だからこそ、先ほど触れたような見える化によって支え合うチーム・組織
作りが経営として非常に重要であることを理解してほしいと思うのです。

家庭での役割という点で、以前ある雑誌にユニークな調査結果が出ていまし
た。日本の 1 万組・2 万人の夫婦に対して、夫婦関係の満足度をアンケート調査
したものです。その中で面白いと思ったのが「家事分担率」で、これは夫婦のど
ちらかに 100％寄っていると、当然ながら非常に不満が起きるのです。ところが、
10％刻みで尋ねている分担率が 10 ～ 90％の間は、夫婦関係の満足度とデータの
相関がほとんどない。要するに完全に分業するのは良くないけれども、夫と妻の
分担割合が何パーセントのときにうまくバランスする、というわけではなく、言っ
てみればそれはどうでもいい問題なのです。むしろ夫婦関係の満足度に一番ダイ
レクトに影響していたのは、「1 週間に何分話すか」というコミュニケーションの
時間の長さでした。
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■ 家庭でのコミュニケーション、支え合いの欠如が社会問題を招く
家族とのコミュニケーションの時間をしっかり取ることの重要性について、も

う一つ紹介しましょう。名古屋大学教育学部の金井篤子先生にお話をお聞きした
のですが、ある研究で「専業主婦のいる男性」「共働きの男性」「共働きの女性」
という三つのタイプの人たちにアンケートを取ったそうです。「あなたは家族が
大事ですか」と尋ねたところ、「大事だ」という点数が一番高かったのは専業主
婦のいる男性でした。ところが、「あなたは家族と 1 週間で何分ぐらい話をしま
すか」という質問で、会話時間が一番少なかったのも専業主婦のいる男性でした。

これはどういうことかというと、「専業主婦のいる男性」すなわち家事・育児
と仕事を完全に分けて、仕事に専念している男性にとって「家族を大事にする」
ということは「家族を食べさせるために仕事をする」ことなのです。だから大事
な家族のために残業もし、単身赴任もし、あまりに仕事を一生懸命やっているの
で家族と話す時間もない。ところが、家族関係や夫婦関係の満足度というのは「ど
れだけ夫が稼いでくれるか」ではなく、「どれだけコミュニケーションの量が多
いか」のほうがずっと重要なのです。

例えば、シカゴ大学で社会学の日本人研究者が行ったある調査で、「1 子目を産
んで 2 子目を産まない人たちはなぜ 2 子目を産まないのか」を調べた結果による
と、一番強い理由になっていたのは「1 子目を産んだとき、出産や育児で夫が精
神的支えになってくれなかった」というトラウマ体験でした。

昔であれば地域のコミュニティとか大家族とか、出産や育児の精神的な支えが
ほかにもあったのです。しかし、今は家庭が非常に孤立しているので、夫が支え
にならないと妻は本当に一人で抱え込んでしまう。この問題は非常に深刻で、実
はそれが日本の少子化の大きな原因の一つであるとその先生はおっしゃっていま
した。

■ 共に時間を過ごし、精神的に支え合うことが本当の「家庭的責務」
こうした意味からも、今求められているのは家族との時間を過ごすことなので

す。それこそが「家庭的責務」であって、それがなければ大事な家庭・家族を守
ることはできない。家庭が不幸せで、60 歳、65 歳を迎えリタイアした後はどう
するのですかということです。やはり、会社の仕事だけが充実しているのではな
く、長い人生の中でその家族を含めて充実した人生を送ることができるようにす
るのが会社の責務ではないでしょうか。

企業で働く人が、どれだけ時間を割いて家事を何パーセント分担できれば家庭
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的責務を果たせるかという話ではなく、一番重要なことは精神的な支えになるこ
とだと思います。コミュニケーションの時間を普段からしっかりとっていないと、
精神的に支え合うような関係性は構築できません。そのためには、旅行に出掛け
たりして家族一緒の時間を過ごすといったことがとても重要と言えるでしょう。

そういうことを日本はあまりにも怠ってきた。特に、働くことしかしない夫と
専業主婦、いわゆる専念型の夫婦という在り方が、少子化をはじめ、いま社会で
起きている大きな問題につながっているのではないかと私は思うのです。

■ 働く人たちでないとキャリア教育やコミュニティ活動は支えられない
さらに言うと、仕事専念型の問題は、社会的責務にも大きく関係しています。

例えば諸外国と比べて、日本ほど学校の PTA にお父さんが来ない国はほかにあり
ません。海外では、企業で働くお父さんが学校に来るのは当たり前で、そこで社
会のこと、働くというのはどういうことかを教えるのです。つまり、キャリア教
育というのは働いているお父さんたち、あるいは働いているお母さんたちの重要
な役割の一つなのです。

ところが日本では、そうした役割がまったく果たされてこなかった。そのこと
が、社会に出てからのリアリティを伴わない、キャリア教育が欠落した学校教育
システムを形作ってしまった。極端に言えば、それが教育が荒廃した一因である
と私は思います。なぜそうなったかと言えば、やはり日本企業の求心力があまり
にも強すぎ、仕事に専念させすぎたために、そこで働く人たちが社会的責務の分
担をしなくなってしまったということです。

働く人たちが果たすべき役割という意味では、地域コミュニティについても同
じようなことが言えます。働く人たちが地域コミュニティの活動にほとんど参加
しないために、必要な担い手を賄うコストはほとんどを税金で負担せざるを得な
い。そのために社会的な負担がとても大きなものになってしまうわけです。

キャリア教育にしても、地域のコミュニティ活動にしても、企業で働く人は
もちろん国民一人ひとりが社会的責務を分担するという形で機能させていかない
と、担い手の面でも費用の面でも、今後は回らなくなっていってしまうだろうと
思います。

重ねて触れてきたように、いま日本の企業で仕事に専念している多くの人たち
は、世界的に見ても家庭的責務、社会的責務を本当に果たしていない。これでは
社会や家庭がもたないという問題意識を持ってほしいと思います。

まずはそこから踏み出して、コミュニティの人たちと交流したり、ボランティ
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アに参加したり、家族と密接な時間を持つということに取り組んでほしい。それ
によって、職場や仕事とは違う世界が必ず開けてくる。キャリアや人生観という
意味でも新しい発見が生まれてくるはずなので、ぜひそんなふうに考えてほしい
と思います。

４.   経営トップからワーク・ライフ・インテグレーションを広げる
■ まずは経営トップから始めよう

最後に、ではどこから始めればよいかということですが、私はまず経営者、経
営幹部からしっかり休みを取ってほしいと思います。経営者や経営幹部自身に、
やはりワーク・ライフ・インテグレーションは重要だと、仕事以外のことも知っ
ていなければだめだということを腹落ちして理解してもらわないと、なかなか社
内で進めていくことはできないでしょう。

何が難しいかというと、経営者、経営幹部に限らず、人は見たことがないもの
は欲しがらないので、休んだことのない人は急に休めと言われても何をしていい
か分からなくなってしまうのです。だから、仕事以外でこんなに充実してやりが
いがあること、面白いことがあるというのを、もっと知ってもらいたい。日本の
経営者、経営幹部にもそうしたことを知っている人がいるので、まずはそれを見
習うところからでもよいでしょう。

■ ビジネスのプロにも「仕事以外の世界への気づき」が必要だった
大前研一さんが昔、マッキンゼーに入ったときに、本を出したらやたらと売れ

てしまい、殺到した仕事をこなすために死ぬほど働いて、本当に倒れて死にそう
になったことがありました。そのときの日本法人の責任者はアメリカ人だったの
ですが、「お前、働きすぎだ。ちょっと付いて来い」と言ってパラオにダイビン
グに連れて行かれて、「こんな世界があったのか」と目からウロコが落ちたそう
です。

それから彼は、『やりたいことは全部やれ！』という本を書くくらい、いろん
な遊びを覚えていったのです。ダイビングの経験で、ずいぶん人生が変わったの
だろうと思いますが、やはりそれまでの彼は仕事以外の面白い何かというのを知
らなかったわけです。

また、トリンプ・インターナショナルで社長を務めた吉越浩一郎さんはこんな
ことを言っていました。
「もともと私も趣味も何もなく、ひたすら毎日残業していた。毎日 5 時に帰れ
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るなんていう社員ではなかった」
それがどこで変わったのかというと、結婚したときだというのです。フランス

人の奥さんに、「晩ご飯までにうちへ帰ってこないんだったら、もう離婚よ」と言っ
て脅かされたと。
「『もうだめだ』とすごいプレッシャーを受けて、必死で早く帰るように努力し

たら生産性が上がって、別に努力しなくてもそれができるようになってしまっ
た」「だからあのきっかけがなかったら、私もずっと残業人間だったかもしれない」
――といみじくもおっしゃっていました。

大前さんも、「お前、ちょっと来い」と連れて行かれなかったら、仕事人間だっ
たかもしれません。人間にはきっかけが必要なのです。そこで仕事以外に、こん
な価値のあることがあるということも分かる。そこで学ぶことも多いということ
も分かるわけです。

だからまずは、上位の人たちが率先してきちんと休んでほしい。そして、本当
にこれが大事だ、良いことなのだという腹落ちをしてほしいのです。そうすれば、
それを見ている部下もより休みを取りやすくなるでしょう。そして、休みを取っ
た人たちは、いかにそれが良いかということを周りに言い広めてほしいです。そ
れによって、「何か、良さそうだな」と思って、みんなが真似をするようになれば、
どんどん社内でも広がっていくと思います。

■ 「帰る」場所を持たない経営者は、会社をダメにする
一方、私が一番よくないと思うのは、仕事以外に帰るところがない人が結構多

いことです。
人間には「行く」ところと「帰る」ところの 2 カ所があります。「A」という場

所があるとして、そこはあなたにとって「行く」ところですか、「帰る」ところ
ですか？ 必ずどちらかのはずですが、ほとんどのところは「行く」ところなのです。 

例えば会社は、「仕事をする」という特定の目的があるから「行く」わけで、
今日の仕事が終わり、その目的がなくなったらそこから去ります。このように、
用事のために向かう場所を「行く」ところと呼ぶのです。では「帰る」ところと
は何か。何の用事もなくなったときに、どこかにいなくてはいけないから、その
ときは「帰る」ところに帰るのです。

ところが、経営者の中には、会社が「帰る」ところになって、家が「行く」と
ころになっている人がいる。家に「行く」のは、風呂へ入る・食事をする・寝る、
という三つの具体的な目的があるときだけで、それ以外は家に近づかないという
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人たちです。これは最悪のパターンで、ほかに帰るところがなくなると、いつも
会社に帰ってくる。そういう人は社長を辞めて会長になっても、名誉会長になっ
ても、ずっと会社に来ては邪魔をし続けるのです。

家庭は「帰る」ところ、会社は「行く」ところなのです。経営者には、会社以
外に「帰る」ところ、つまり仕事以外の世界もちゃんと持ってほしい。経営者が
仕事以外の世界を持ち、家庭を大事にすることで、私は経営も健全化するのでは
ないかとこのごろ思うのです。

■ 大事な「帰る」場所のために休暇を活用しよう
経営者だけではありません。一人ひとりの社員が「帰る」ところは家で、会社

ではない。さっさと用事を済ませたら帰る場所は家なんだというふうにしないと、
後で年を取ってから非常に悲惨なことになりますから、ぜひ意識転換をしてほし
いと思います。

そして、その「帰る」ところの人たちと時間をじっくり使ってほしい。休暇を
使って出掛けたり、時には旅行に行ったり、いろいろなことで時間を使ってコミュ
ニケーションを交わして関係を作っていれば、もし 3 年間も海外へ単身赴任する
ことになって、年に 1 ～ 2 回しか帰ってこられなくても、その 3 年間は乗り越え
られるのです。

ところが、いつも家に帰ってきて一緒に住んでいるのに、新聞を盾にして、「う
ん」とか「ああ」とかみたいなコミュニケーションしかしない。休みもどこへ一
緒に出掛けるわけでもないという具合に過ごしていると、3 年も単身赴任してい
るうちに「本当にいないほうが楽でいいわ」となってしまうわけです。

人生の中で、一時期離れて暮らすことがあってもそれは仕方ありません。仕
事だってあるわけですから。だからこそ普段一緒にいるときにはしっかりと向き
合って、同じ時間を家族と共有してほしい。そして家を「帰る」ところにしてく
ださい。そのために休暇というのは非常に重要なのだ、というふうに考えてほし
いと思います。

（高橋俊介氏へのインタビューを基に、労務行政研究所編集部がまとめました）
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