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ダイバーシティ経営の実現を
WLBを通して考える
―時間有限のマネジメントのススメ―

1 わが国のWLBの取り組みの特徴

まず、わが国の WLBの取り組みに係る特徴を WLB先進
国であるヨーロッパ連合（EU）下の国と比較して見てみましょ
う。

EU諸国は、1997 年に批准したヨーロッパ雇用戦略およ
び 2000年に採択したリスボン戦略を基準に、WLB施策を
立案・展開してきました。同戦略は、女性や高齢者の就業
率上昇と少子化対策を背景に立てられ、各国はこれを踏ま
えて自国の法律を制定し施策を展開しています。とはいえ、
いずれの国の取り組みも出産休暇や育児休暇の拡大と普
及、育児施設の充実、男性の子育て参加促進など、柔軟な
働き方や子育て支援に力を入れる傾向が見られます。誌面
の制約上、各国の具体的な取り組みの紹介は控えますが、
EU諸国とわが国の WLB施策の取り組み背景やその具体的
取り組み策に大きな違いはありません。しかし、実際の取り
組み状況と職場で実感するその成果には両者で大きな違い
が見られます。
図表1（P12）は、筆者が参加した経済産業研究所におけ

る日本とEU4カ国（イギリス、ドイツ、オランダ、スウェーデ
ン）の WLBの取り組みについて調査したデータを用いて、各
WLB制度の導入が職場生産性へ与えた影響を分析したもの
です。代表的な4つのWLB支援制度（法定以上の育児休業、
育児・介護の短時間勤務制度、フレックスタイム制度、在宅
勤務制度）について比較すると、総体的にEU4カ国では各制
度の導入は職場生産性にプラスであったと回答する割合が
約 6～7割強であることがわかります。これに対し、日本企業
はその割合が低く、育児休業や短時間勤務制度では「マイナ
スの効果」が 3割強となっており、WLB支援制度の導入を評
価していないといえます。さらに武石（2012）は、同じデータ
でこれらの制度を職場で実施した際の「運用上の大変さ」を
日本とEU4カ国で比較していますが、EU4カ国では各制度
について1割前後が「大変である」と回答しているのに対し、
日本企業は 2～3割と高くWLB制度の運用にネガティブであ

はじめに
　わが国のWLB（ワーク・ライフ・バランス）施策では、2007年
12月18日に関係閣僚、経済・労働界、地方公共団体の代表等
からなる「官民トップ会議」にて策定された「仕事と生活の調和
（WLB）憲章」・「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に
基づき、長時間労働の是正や柔軟な働き方の制度導入、多
様な正社員の普及などが進められてきました。長時間労働に
ついては雇用者全体では低下しているものの、男性正規従業
員の週60時間以上の割合はWLB憲章の発布以降も14％前
後で推移し減少しているとはいえません（就業行動基本調
査）。同状況が少子化や介護離職を助長し多様な人材の活躍
を阻害するとして、2015年に「一億総活躍国民会議」、2016
年に「働き方改革実現会議」が設けられ多様な人材が活躍し
得る労働環境の実現に向けた議論が重ねられ、2017年3月に
「働き方改革実行計画」としてまとめられてきた経緯がありま
す。
　本稿では、WLB憲章から10年経過したわが国のWLBの状
況をEU諸国と比較しながら解説し、WLBさらにはダイバーシ
ティ経営の実現には、労働時間を有限とするマネジメントが
必要であることを紹介します。
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ると指摘しています。なお、WLB支援制度の導入率は、法
定を上回る育児休業制度の場合、日本の 1,000人以上の企
業（以下、「大企業」。）で 6割を超えるものの、日本企業全体
では 27.2％となっており、イギリスの 50.0％、ドイツの
29.4％、オランダの 31.0％、スウェーデンの 56.0％に比し
て低い割合となっています。フレックスタイム制度と在宅勤
務制度においては、日本が前者で24.4％、後者で4.3％（大
企業では、フレックス：58.5％、在宅勤務制度：9.3％、以下
同順序で示します）、イギリスが 48.5％と67.3％、ドイツが
90.0％と51.2％、オランダが 69.0％と52.0％、スウェーデ
ンが 88.0％と71.0％と、柔軟な働き方の導入にも日本とEU
諸国で違いがあるといえます ※1 。

制度の導入率が低いために運用ノウハウが得られず負担
感や制度評価のマイナス感が大きいのか、負担や成果評価
の低さゆえに制度の導入が進まないのか、その因果関係は
明らかではありませんが、こうした WLB支援制度の運用負
担感の大きさや評価の低さが、わが国の WLB策が組織や
経済の持続的発展策として定着しない遠因になっていると
いえます。

2 わが国のWLB評価が低い原因
～労働時間を有限とするマネジメントの必要性

それでは、なぜわが国の企業ではWLBを積極的に評価で
きないのでしょうか。その理由は一つではありませんが、主
としてこれまで WLBを「仕事と家庭の両立を図る女性の問
題」と狭義に捉えてきたことが挙げられます。本来、従来の
働き方が異なる職場成員が出てきた場合、総量として変わ
らない業務量を効率的に遂行する方法やこれまでの労働時
間の在り方を見直すなどの議論や取り組みが行われるもの
ですが、わが国では WLBを「子育て支援の問題」として集約
し、本質的な「多様な人材が活躍できる業務のやり方」や

「時間制約のある人材の活用を前提とした労働時間の在り
方」の検討を本格的に着手して来ませんでした。

前述のとおり、EUにおいても少子高齢化の到来を見据え
WLBの取り組みを進めてきたと述べましたが、取り組み開
始から10年以上経過した今日の職場の働き方には、両者で

図表1：日本とEU4カ国における各WLB支援制度の職場生産性への影響の違い（企業調査）
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【育児・介護の短時間勤務制度】

【フレックスタイム制度】

【在宅勤務】

14.9% 33.9% 51.2%

58.7% 4.9% 36.4%

10.8% 32.7% 56.5%

62.2% 6.3% 31.6%

42.8% 8.9% 48.3%

75.2% 4.1% 20.6%

38.1% 11.9% 50.0%

71.8% 4.4% 23.8%

＊N＝企業数

資料：松原光代（2012）「ワーク・ライフ・バランス施策が効果的に機能する人事管理」『国際比較の視点から日本のワーク・ライフ・バランスを考える』より、筆者が一部編集

※1 育児・介護の短時間勤務制度については、調査時点でわが国はフレックスタイム制度な
どの多様な働き方のいずれかを導入すればよいとされており、その導入率をEU4カ国と
精緻に比較することが難しいためここでは比較していない。
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大きな違いが見られています。例えば、WLB支援制度の利
用経験割合を比較すると、日本企業では最も利用が多いフ
レックスタイム制度で約 14％、育児休業で 6％程度、短時
間勤務制度で 3％程度、在宅勤務に至っては 0.3％程度し
か使われておらず、役職者による利用はさらに低くなる傾向
が見られます。一方、ドイツやイギリスといった、EUの中で
は比較的労働時間が長い国であっても育児休業で 16～
20％強あるほか、短時間勤務制度や在宅勤務制度で 15～
20％強、フレックスタイム制度に至っては 3 割前後が利用
した経験を持ち、役職者の利用経験率はより高い割合と
なっています。

こうした違いについて、松原・脇坂（2015）（2016）は、①
職場管理者が一定の労働時間内で業務を処理できるよう職
場内メンバーに仕事を再配分していること、②管理職など
へのキャリアアップを望む場合でも、それに必要な業務経

験をフルタイム勤務時の 80～90％（週 4～4.5日程度）で積
めるよう就労時間の適正化を図っていること、③働く時間の
柔軟性と合わせて働く場所の柔軟性も高め、仕事の効率性
とキャリア構築の両者を実現させようとしていること、④急
激な業務量の変化に対応できるよう人事権を職場の部門長
に委譲していること、⑤多様な働き方をする人材の増加に
伴い、組織として職場管理者にマネジメントスタイルの変革
を求め支援していることを指摘しています。

翻ってわが国では常時時間外労働が可能な人材を前提に
マネジメントを行っている管理職が少なくありません。それ
ゆえに、WLB制度利用者の管理職による「業務のアサイン
が難しい」「他の成員との評価が煩雑になる」といった声が多
くなり、職場生産性へのマイナス評価が高くなるといえま
す。業務都合による残業の発生は当然でしょう。しかし、
日々のマネジメントを多くの人材が時間有限的になっていく

図表2：残業を前提としない働き方の効果
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資料：企業活力研究所（2016年）『長時間労働体質からの脱却と新しい働き方に関する調査研究報告書』
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ことを想定し行うか否かで、活用できる人材、活躍できる人
材の数は大きく異なってきます。投入できる時間を所与とし
て部下をマネジメントする「WLB管理職」の職場では、部下
のモチベーション、仕事効率性がともに高いことも明らかに
なっています（松原（2012）、高村（2014））。また、WLB管
理職の職場ほど部下がインクルージョンをもたらす能力が
高まる傾向があることもわかってきています。図表2（P13）
は自身の管理職のマネジメント別に職場の生産性を高める
6つの項目について、その向上度合いを主観的に回答して
もらったものです。いずれの項目も管理職が残業を前提とし
ない職場のほうが以前より向上したと回答する割合が高く
なっています。

管理職のマネジメントの基本は①部下に自分の担う役割
を理解させること、②部下が期待役割を実現できるよう必要
な能力を習得させること（必要に応じて能力開発を支援する
こと）、③部下が高い水準の仕事意欲を持続できるようにす
ることです。この原則は職場成員が多様化しても変わりませ
ん。むしろ、働き方が多様化するに伴い③がより重要になっ
てきたといえます。かつては、同じように働く職場成員が主
流であったため、管理職はマネジメントのパターンを多く持
つ必要はありませんでした。しかし、現在は WLBなくして就
労者は継続就業できず、継続就労ができなければ就労者の
活躍は限定的にならざるを得ません。また、WLB支援をし
たからといって就労者が活躍するわけではありません。
WLB支援制度が職場生産性にプラスの効果をもたらし、
WLBを図る人材も活躍するには、管理職が労働時間を有限
としてマネジメントすることが求められます。その職場環境
のなかで WLBが実現し、ダイバーシティ経営が可能になる
といえるのです。
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