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特集
雇用をまもる、
仕事をつくる

	 北海道大学大学院文学研究科	

� 准教授　今　�井� 　　順

「�個人化」の陥穽：�
労働時間制度とワーク・ライフ・バランス問題

はじめに

　近年、ワーク ・ ライフ ・ バランス（以下
WLB）の再調整が、社会的な課題となってい
る。政府は近年の経済 ・ 社会の変化のうち、
特に非正規雇用の拡大から経済的に自立する
ことができない層が出てきていること、中堅
の正規雇用者を中心に仕事に追われ心身の疲
労から健康を害しかねない労働者が一定数い
ること、また仕事と子育てや老親の介護との
両立が難しいなど、仕事と生活の間で問題を
抱える人が多く見られることを挙げこれらを
WLB の問題と指摘している。政府がこのテー
マを問題化する背景には、なかなか歯止めの
かからない少子化の問題があるだろう。働き
方の二極化や女性の社会参加 ・ 共働き世帯の
増加にもかかわらず、相変わらず正社員の労
働時間は短くならず、また伝統的な性別役割
分業意識も残存しているため、新しい WLB
をなかなか構築することができない。
　こうした問題に対応すべく、政府 ・ 各省庁 ・
地方自治体・企業がさまざまな取り組みを行っ
ている。この小論では、特に労働時間の問題
を取り上げ、こうした施策が想定しているよ
うな効果を持ちうるのか考察する。その際、
日本の企業社会に独特の企業に対する個人 ・
家族の従属関係をきちんと認識することの重
要性、またそれゆえ各施策に現れている「個
人化」の傾向が必ずしも政策目標の実現にとっ
て有効でないことを主張したい。

日本における�
個人・家族と企業の関係性

　まず個人 ・ 家族の企業への従属という事態
がどういうことか、労働時間を例に説明して
みよう。かつてイギリスの社会学者であるロ
ナルド ・ ドーアは、自由に解雇できない日本
企業がどのように労働力を調整しているのか
調査を行い、時間外労働がかなりの柔軟性を
持って増減していることを発見した。すなわ
ち、景気後退期に雇用を減らせないのであれ
ば、好況期の採用をできるだけ絞り既存人員
の長時間労働で仕事をこなし、景気が悪くなっ
た時に伸びた分減らすというものだ。この仕
組みが機能するためには、仕事量の増減に合
わせた時間外労働の伸縮に従ってくれる労働
者が必要だ。石油ショックを経た1970年代中
葉から、労働組合はことさら協調的になり、
今では青天井のような36協定を結んでこの柔
軟性を発揮できるよう備えている。労働者レ
ベルでも、「コスト意識をしっかり持つ」こと
が求められ、残業時間を控えめに申告するく
らいのことはむしろ当然のことだ。むろん、
こうした稼ぎ主が労働時間において発揮する
柔軟性は、それに合わせて生活上の予定を変
えている家族の存在に支えられている１。
　こうした状況でこれまで WLB が問題化さ
れなかった背景には、正規雇用の成立と伝統
的（と呼ばれる）性別役割分業の間の、相互
に相補的な関係がある。正規雇用の成立は「男

１	 これと全く同じ論理を、「異動」に見つけることができる。今日本の労働者に「転勤を断れるか」と聞け
ば、ほとんどが「断れない」「断りにくい」と答えるだろう。何か事情があって断る場合ですら、その後
の処遇に悪い影響が出ないか心配しなければならない。それこそ、断れない転勤を避けるために非正規雇
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は仕事 ・ 女は家庭」という性別役割分業の成
立を抜きに語ることはできないし、同時に、
男性の職業 ・ キャリア中心的な意識や企業へ
の従属的なあり方は、家庭における男女の分
業構造を強化することとなった。男性が稼ぎ
主として働き、家庭に概ね十分な収入と長期
にわたる一定の安定をもたらしている限り、
性別役割分業も正当化され、その限りにおい
てかつての WLB が強く疑問視されることも
なかった。ただし、この安定の背景には、企
業に対する労働者の従属的な関係、そしてそ
れを支える性別役割分業に特徴づけられる家
庭があった。
　この従属は長い時間かけて、日本社会の常
識になってしまっている。従属という言葉が
強すぎるのなら、「ついつい職場の事情を忖度
してしまう態度」と言ってもよい。企業に強
制されている印象は弱まるかもしれないが、
職場できちんと一人前の労働者でいるために、
個人や家族の都合を企業のそれに合わせてい
る事実は変わらない。これまでの WLB は、
長い経済成長期に作られてきた、企業＞労働
者 ・ 男性＞女性という二つの関係性の強固に
相補的な関係、すなわち「個人 ・ 家族の企業
への従属」に支えられてきたことを明確に認
識しなければならない。

労働時間制度改革、変化する働き方、
そして新しいWLB

　近年 WLB 促進の目的で着目される労働時
間制度は、企業と個人の関係にどのような変
化をもたらすのだろうか。近年の制度改革の
特徴は、どれも労働者の「自己裁量」を強調
し、労働時間の組織的 ・ 社会的管理を解体す
る方向性を持っていることである。裁量労働
制や新しく導入されようとしているホワイト

カラー ・ エグゼンプション（ホワイトカラー
の一部を労働時間規制の対象外とする制度）
などがそれにあたる。これらの仕組みは労働
時間と賃金の関係を切り離し、さらに賃金と
成果の関係を強めるために導入されるもので、
企業と労働者の契約を「一日一定時間拘束す
る」ものから「一定期間に一定の成果を納め
る」ものに変えていく性質を持っている。
WLB 問題に関連して言えば、働き方の好み
や生活実態は人それぞれだから労働時間管理
は自分の責任で、だから仕事と（家族）生活
の割り振りも自分の責任で、という方向の改
革である。こうした改革は、どの程度労働者
個々の WLB を尊重できるように変化してい
るのだろうか。
　この変化を捉えるには、労働時間の管理が
どのレベルで、誰の責任において行われてお
り、結果それがどのような働き方 ・ 働かせ方
として結実しているのかという点に着目する
必要がある。これまでの労働時間制のあり方
と WLB の関係、そしてこれからのそれにつ
いてまとめたのが表１である。
　通常の労働時間制では社会 ・ 組織レベルで
それぞれ労働時間管理に対する責任が生じて
いたが、新しい労働時間制ではそれらが消え、

「労働時間の自己管理」が制度化されている。
表右下の欄は、結果予想される「家族との関
わり ・ WLB の実現様式」である。そのうち

「成果責任増大による長時間労働」はすでに	
実現してしまっている。以下の表２を見てほ
しい。
　裁量労働制導入によって、「労働時間」は労
働の「前提」ではなく、今後ますます（成果
を上げるのに必要な）労働の「結果」となっ
ていく。裁量労働制やホワイトカラー ・ エグ
ゼンプションでは時間外労働という概念がな
くなるため、この「結果」としての（長い）

用で働く人がいるほど行き渡った規範であると言える。ここで、企業からの要請に柔軟に応えているのは
労働者一人ではない。その背後に家族があり、例えば転勤に関わるコストやリスクを、それに伴ってキャ
リアをあきらめる配偶者（たいていは妻）や、新しい学校に慣れなければならない子供が引き受けている。
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労働時間に企業が関知するインセンティブが
ない。表２のような最近の実態は、こうした
事情を反映しているように見える。土日に働
く裁量労働者の増加も指摘されており、生活
における家族との調整コストも高まっている
ことは想像に難くない。

労働時間の組織的・�
社会的管理の有効性

　これまで行われた様々な調査から、労働時
間短縮と効率的な仕事を達成している例には

共通点があることが分かっている。それは、
企業側 ・ 労働者側の双方が、時間の制約に高
い意識を持っていることである。時間外割増
賃金の圧縮が経営側のインセンティブとなっ
ており、労働者とともに仕事の割り振りや締
切日時を見直し、特に仕事の割り振りには複
数担当制を導入するなどし、とにかく時間内
に終わるようにしたケースなどが典型的だ（佐
藤 ・ 武石 2010；今井 2014）。必ずしも成果主
義的な労務管理とも矛盾していない。こうし
た方向性に対してインセンティブを持ち続け
るためにも、フレックスタイム制などを積極

表１．近年の労働時間法政改革と働き方の変化の方向性

通常（これまで）の労働時間制 裁量労働制やホワイトカラー・� �
エグゼンプション

社会レベルの取り組み 一日 8時間週40時間 対象労働者への規制がなくなる

職場レベル
の取り組み

時間管理 管理あり
労働組合との協議（例えば36協定）

ほぼなし（時間外労働を計算する必要が
ない）
自己管理の強調

働き方 柔軟な時間外労働（時間外賃金あり）
（組織的な）サービス残業

柔軟な労働（時間外賃金なし・サービス
残業の概念もなくなる）
成果に対する自己責任の強調

家族との関わり
WLBの実現様式

柔軟な時間外労働やサービス残業の受容
家庭をケアする妻との分業

さらなる柔軟性の受け入れ
成果責任増大による長時間労働
同様の責任を持つパートナーや家族との
調整コスト増大

（Imai�2011: より著者作成）

表２．１ヶ月の実労働時間：適用労働時間制度別

（労働政策研究 ・研修機構　2014:22）
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的に運用し、一日８時間という所定労働時間
の縛りを引き受けつつ、仕事の配分と労働時
間管理の柔軟化をなるべく組織的に行う方が
成果を出しやすい。
　私たちは、仕事や生活の問題で個人の意思
を尊重する社会を作ろうとしている。ただ、
区別しなければならないのは、個人が自由を
感じられることとすべてを個人の責任にする
ことは違うということである。「社会的な規
制」というと少しイメージが悪いかもしれな
い。しかし、実は個人がその自由を謳歌しよ
うとする時、社会生活の基礎的な部分に「社
会全体を巻き込むルール」が必要なことがあ
る。だからこそドイツやフランスでは、社会
で一律に「一定時刻以降、職場メールのやり
とりを禁止」し、彼らの「個人主義的生活」
を守ろうとしているわけだ。十分に論じるこ
とができたわけではないが、新しい制度の導
入には「個人化による社会変革の阻害」とで
もいうべき陥穽があるように見受けられる。

これまでの企業－個人関係をしっかりと見直
す意識がなければ、自由な裁量を目指す個々
の努力が、結果としてより苦しい日常の生活
状況を生み出してしまう、皮肉なダイナミズ
ムに足をとらわれてしまうだろう。
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