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1. はじめに―問題意識と問題の所在

本論文は、日本の社会が労働(仕事)と余暇(休暇や遊びなど)をどのように理解してきた

か、そしてその両方をどのように捉えればいいかを検討し、今後の労働と余暇のバランス

(Work Leisure Balance; WLB)という考え方の可能性を模索してみることを目的とするもので

ある1)。

本論文の基本的な現状認識としては、戦後の日本の復興過程において、勤勉の論理が強

調されることになり、労働(仕事)の価値だけが優先される反面、余暇(レジャー、休みや休

暇、休息等)の価値が軽視されてきたことに注目する2)。そして本論文の問題意識として

は、戦後の復興過程で形成された日本における｢労働の優先｣論理と｢余暇の軽視｣の論理
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1) 本論文で捉える余暇という概念については、単に労働(仕事)活動を行った後の余った時間、何もしな

くても良い時間として捉えるのではなく、自分が好きなことを可能にする時間、自己成長につなが

る自由な活動の時間、そして充実した生活(労働を含む)を可能にするためのチカラになるすべての活

動の時間のように、積極的な意味として捉える必要があると考えている。

2) 本論文において余暇の概念は、あくまでも労働概念の日本的特徴と対比する概念として広く捉えて

いる。つまり、本論文での余暇とは、ライフ(生活)の時間の内のレジャー活動の時間はもちろん、休

暇、休息、休み、遊び、娯楽、余った時間、自由な時間などとして広義な捉え方をしている。
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が、近年の｢ワークライフバランス(WLB;仕事と生活の調和･両立)｣や｢ウェルビーイング(健

康で安心な人生生活)｣、そして現政権下において実施される｢働き方改革｣の推進に大きな

妨害要因として働いているということに注目し、日本における｢労働と余暇のバランス

(WLB)｣の重要性について認識することである。また日本においては、労働と余暇という概

念が二項対立的な関係として捉えられてきた傾向がある。つまり余暇は人々の労働能力を

高めるための1つの活動であり、労働と余暇は対立する概念で捉えることによって、余暇は

労働に従属し、労働を補強する役割としてしか見ないこととして理解されてきた。こうし

た対立としての｢余暇(遊び)｣の発想の根源には、｢労働｣を｢遊び｣よりも価値のあるものと

する｢暴力的な位階序列｣を作り出した産業社会的な発想(能率至上主義)が控えている3)。産

業社会は｢労働｣だけが突出した｢労働社会｣であり、労働があらゆるものの中心になり、労

働が社会全体を動かす結果、｢遊び｣までも｢労働化｣してきたのである4)。そこでハンナ･
アーレントによると、人間の活動には、労働以外にもさまざまであるが、近代以降に、｢活
動｣や｢仕事｣などが凋落し、｢労働｣が突出した異様な社会であると警鐘を発したことであっ

た5)。

どころが、日本人の余暇や遊びが昔から悪かったわけではない。江戸時代には天下泰平

の世を背景に豊かな余暇文化が開花いていた。歌舞伎や能のような演劇世界はもとより、

音曲、絵画、造形、文芸、園芸等々様々な余暇活動が行われていた。しかし明治以来の近

代化と｢勤倹力行6)｣の労働重視策などを契機に日本の余暇文化が後退する(瀬沼克彰･園田碩

哉編、2004)。そして戦後の日本社会における復興過程において労働優先思考は、いわゆる

｢日本的雇用システム｣の浸透によって、日本の余暇は一層その衰退と軽視の論理が拡大し

てきたと言えるであろう。

しかし余暇とは、経済や社会の動き、世代やライフステージによって変化していくもの

である。また仕事や消費生活、家族関係、地域社会など個人の生活を取り巻く事柄と相互

に作用し影響し合うものでもある。余暇の根源である人間の楽しみや快さは、時代や場所

を超えて変わらない側面もあるが、それの受け止め方や表現の仕方、活動のスタイルには

3) 今田高俊(1987)モダンの脱構築中公新書、29ページを参照。

4) 今村仁司(1988)仕事弘文堂、181ページ。

5) アーレントの｢活動｣｢労働｣｢遊び｣に関する考え方については、｢H. アーレント著･志水速雄訳(1973)
人間の条件中央公論社を参照されたい。なお、アーレントの言う｢活動｣には、｢遊び｣もその範疇

に入るものと理解されている。

6) 四字熟語辞典によれば、｢勤倹力行｣とは、仕事に励みつつましやかにし、精一杯努力すること。｢勤

倹｣は、｢勤勉倹約｣の略で、よく働き、むだ使いをしないこと。｢力行｣は、物事を精一杯努力して行

うことを言う。
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様々な違いがあってしかるべきものであると言っていいであろう。

一方、戦後に形成された日本的雇用システムの大きな問題は、やりすぎた仕事(労働)優

先論理の拡大がその反動として余暇(レジャー)の軽視論理へと変容されてきたことにある

と言える。

したがって、戦後の日本の労働慣行の優先論理と余暇の軽視論理の構築プロセスとその

問題点、課題などを分析するために、本論文ではそもそも労働(その対比としての余暇の概

念も含む)とは何かという根底概念について考察しながら、日本の社会が労働と余暇をどの

ように捉えてきたかについて整理する。そして今後の日本の社会における労働と余暇の概

念(理解)の拡張(充実)の過程を踏まえた上で、労働と余暇のあり方と日本的労働の現在と今

後の主な論点について検討する。その過程において日本の労働優先慣行が持つ逆機能の真

相を明らかにする7)。 後に、本論文の重要な論点である日本における｢労働と余暇のバラ

ンス(WLB)｣の模索という論理設定の重要性とその意義について考察していくことにした

い。

2. 日本の労働とは何か―余暇との対比

(1) 労働概念の主な論点とその理解

以下では、日本の労働の性格とその特徴などを論する前に、労働の理解のための前提と

して、果たして労働という概念をどのように理解したらいいか、その理解に何が大切かと

いう視点を中心に特に注意すべきいくつかの論点についてまず整理をしたい。

ㆍ労働の｢目的｣論と｢価値｣論の混同

人間はなぜ働く(労働する)かの議論と、人間にとって働くとはどういう意味を持つかの

議論は一見似たような論点のように見えるが、実は全く異なった観点の論理である。それ

は、おそらく労働の目的論に関する議論の中において｢目的｣論の重要性を強調するあま

7) 本論文の基本的な考え方としての逆機能とは、随伴的結果としての副作用(機能不全)として理解して

いる。通常、副作用のないクスリはないと言われる。クスリには、意図する効果(期待)の順機能と、

意図せざる結果としての副作用(逆機能)が存在しうる。そして意図せざる結果である逆機能は、実

際、クスリの投与に対し、効果にばっかり目が行ってしまいがちだが、実は意図せざる随伴的結果

としての副作用(逆機能)に備えなくてはならないと考えるのが適切な対応であろう。本論文はこれら

の観点から日本の労働の逆機能に注目した分析的視点を持った考察である。



372  日本近代學硏究……第 69 輯

り、一種の勘違いをしているように見える。労働の｢目的｣の大切さと労働の｢価値｣に対す

る理解の混同であろう。人間にとって労働する｢目的｣と労働することから得られる｢価値｣
とは別の次元の話である。世の中の｢労働の目的論｣を観察すると、それには必ずしも目的

それ自体を論じているのではなく、労働によってもたらされる結果であったり事後的影響

であったりすることが多いのが分かる。これは一種の混同であり、勘違いであろう8)。

労働は苦痛であるという言説は、人間社会における一種の常識たるものであろう。しか

し世の中には、そこから労働に関する拡大解釈において、その価値や意味の論理と混同し

てしまう過ちを起こしているのではなかろうか。労働の喜びや楽しさを強調する無理な言

説が存在することに違和感を覚える。また労働することを取り巻く目的、価値、意味、理

由といった論理において、その重要性や課題性の論点もまた別の次元の論理として厳密に

整理する余地があると考えられる。

人間は生きていくために、食べていくために、生活の糧を得るために働かざるを得ない

のであるならば、少なくとも労働に関しては、その目的論より、どのように働くか、どう

やれば働きがいを得られるかの一種の手段論の方がより大事であると言っても過言ではな

いと思われよう。

したがって物事の論理には、｢目的｣だけが重要ではなく、それによって波及される｢結
果｣であったり、｢影響｣であったり、波及｢効果｣であったりするものもまた大事であること

も充分に理解する必要がある。まさしく｢労働(働くこと)｣のことの意味や目的の追求がそ

うであると言える。なぜ人は働くのかの労働の｢目的｣論だけではなく、人が働くことで何

が得られるのか、何に影響され、その結果、何をもたらされるのかという一種の｢意味｣論
や｢価値｣論も大変重要であると言えよう。

ㆍ労働の｢価値｣論と｢意味｣論の理解喚起

仕事(労働)に集中する時にこそ、生きがいを感じるという言説がありうる。しかし我々

がよく勘違いしているのは、仕事に集中(没頭)することと長く働く(長時間労働、もしくは

働きすぎ)とは全く関係のない話である。また長時間労働の批判と否定がそのまま労働の意

味と価値の否定にはならないことである。定められた法定労働時間を超えて長く働くこ

8) ここで筆者が強調したいことは以下の論点である。物事の手段と目的の区別は大変重要であり、そ

れを混同することは決して望ましくない。だからと言って、目的だけが重要であって、手段とか方

法論が重要ではないということではない。問題の核心は、目的とそうでないことの混同によっても

たらされうる思い込みや勘違いは危険であると言うことを指摘したいのである。
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と、つまり働きすぎが悪いことであって、働くことに専念したり、集中･没頭したりするこ

とは好ましいことなのである。労働時間に関する議論は、決して労働の意味と価値を否定

する論理ではないことを指摘しておきたい。

労働の真の｢価値｣は、｢よく生きること｣にあり、労働の真の｢意味｣は、｢職業(仕事)倫

理｣の培養にあると言えよう。人間としてまともに生きていくために、我々は価値のある労

働(働き方)を望むのであり、人間として健全で真摯な姿勢で仕事(労働)に向き合うために

は、自らの仕事や職業(職務)に対し、高い倫理観や職業観が求められるのである。言い換

えれば、労働に価値性と意味性を正しく与えることが大切であるということになる。我々

人間は、生きることにも、働くことにも多様な生き方や働き方が許されるのであり、その

生き方や働き方に高い価値性と意味性を付与することによって、より人間らしい生き方と

働き方を可能にすることができると言えよう。現代社会において労働が単なる苦痛と苦労

でしか感じられることなく、労働の価値性と意味性を高めていくためにも、労働の目的論

だけではなく、労働が持つ価値性と労働が有する意味性に正しく関心を寄せることが何よ

り大切であると言える。

ㆍ労働の｢目的｣論と｢意義｣論の区別

労働を論ずる際に人間が持つ、いわゆる｢承認欲求｣による労働の目的論の拡張を上手く

説明しようとする考え方についての紹介が多く見られる。例えば｢他人から褒められたい｣
という人間の本能的心理を持って、労働の目的として｢労働は喜びを与える｣ものとする言

説がそれである。確かに人が労働の喜びを感じるのは、他人からその成果を賞賛された時

に生じる現象であり、人は褒められるよう努力するのだという説明がありうる。この欲望

をヘーゲルは精神現象学の中で、生死を賭けて承認を求める闘争を人は行なっていると

され、いわゆる人間が持つ｢承認欲望｣と呼ばれる概念を用いて労働の目的として喜びを感

じることを説明しようとしている。つまり、人は過酷な労働にも耐えて働くのであり、そ

の欲望が満たされた時に、人は労働に喜びを感じるのであるとする(橘木俊詔編(2009)ミネ

ルヴァ書房、20ページ)。そして人には一種の虚栄心のようなものがあるからこそ、労働に

励み、競争にも立ち向かうのであり、人はこの虚栄心を満足させた時に、たとえ苦しい労

働であったとしても、労働の喜びを感じるのだとする9)。

9) このことを労働哲学研究者の今村は、パスカルのパンセの中での｢虚栄心｣という言葉を借りて、

人間が持つ他人から褒められたいという感情が労働の喜びを導いてくれると説いている。今村仁司

(1998)近代の労働観岩波新書
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しかし筆者によれば、このような｢労働の喜び｣論は、我々人間の心理的本性に上手く入

り込んだ鋭い観察ではあるが、そのまま労働の目的論にはならないと考える。なぜなら、

人間の承認欲望から得る労働の喜びは、あくまでも労働自体の目的ではなく、労働のやり

方や取り組み方の過程からなる随伴的結果の一つだから他ない。通常の職場における職務

を考える場合、普通は 初から積極的に｢承認の欲望｣を意識して(狙って)、自らの労働(働

くこと)を積極的･自主的に選んでいるわけではないことは言うまでもあるまい。つまり労

働から得られる随伴的結果と労働の目的それ自体とを混同してはならないものであると指

摘しておきたい10)。そして以下では、余暇という概念をも念頭に入れた労働の日本的論理

を中心に、労働および余暇がどのように日本社会に受け止められ、理解されてきたか、そ

の日本的特徴という観点から分析を行うことにしたい。

(2) 日本の労働および余暇の理解とその捉え方

日本の社会は｢労働｣と｢余暇｣をどう理解し、どう受け止め、どのように捉えてきたか。

ここでは、日本社会においてなぜ余暇活動が活性化されなかったのか、日本に余暇概念の

偏見たるものはなぜ起こったのか、なぜ日本に労働は善で、余暇は悪として捉えてきた

か、そして労働と余暇は果たしてトレードオフの関係にあるかなどの問題意識の視点か

ら、日本社会における労働と余暇の理解とその捉え方について考察していくこととする。

日本社会における｢労働｣という言葉は、古くから存在していた言葉ではなく、あくまで

も日本の近代化の産物である11)。もともと中国での古い用例は、ニンベンのない｢労動｣で
あるから、日本語としての｢労働｣とは日本で作られた言葉なのである。また現代の人間社

会において仕事(労働)と遊び(余暇)という2つの行為は、常に対比する形で考えられてき

た12)。例えば、労働と余暇はその目的の有無、価値の生産と消費、効率と非効率、規律と

自由、まじめとあそび、つらさと楽しさのように、仕事(労働)と遊び(余暇)は対比されてき

たのである(菊野一雄、2003)。

日本の｢労働の優先･余暇(遊び)の軽視｣現象は、別に日本社会だけのものではないにして

も、確かに他の先進諸国より遥かに顕著な様子を見せてきたことには異論がないはずであ

る。そしてだからこそ、結果的な様子として日本人の余暇や遊び方の下手さと貧弱さが尚

10) したがって本論文での筆者の労働に関する理解は、あくまでも｢現代における生活維持のための金銭

的要素が絡んでくる精神的･肉体的な諸活動のこと｣であると理解しており、労働自体は苦痛そのも

のであると解釈する。

11) 武田晴人(2008)仕事と日本人ちくま新書、36ページ参照。

12) 鷲田清一(2011)だれのための仕事11~12ページ参照。
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更大きく問われてきたことも事実であろう。そのような｢労働優先･余暇軽視｣という現状認

識を正しくした上で、果たしてなぜそのような現象が顕著になったのかについて少し触れ

ておきたい。

特に現代日本社会における｢余暇の捉え方｣については、労働との関連で大きく捉えれ

ば、3つの側面の存在がその背景にあるのではないかとみている。まずは、戦後の復興過程

における時期的･歴史的な状況があると指摘できよう。戦後復興期という状況的･時期的な

背景が日本人や日本社会において、同時代の他の先進諸国の場合よりは遥かに労働という

ものの価値や意味に重点を置いてきたとは言えるであろう。ただそこにおいても、確実に

やり過ぎな発想や必要以上もしくは、過剰な押し付けの発想があったに違いないと言える

であろう。例えば、その象徴的な表現として｢会社人間｣や｢過労死｣のような悲劇な出来事

が現在まで続いてきていることからもよく説明できよう。

そして日本の社会的規範としての意識における勤勉の神話的状況作りの存在が指摘でき

よう。日本の勤勉の捉え方については後述するが、勤勉さ自体の理解よりは、勤勉という

言説がまるで社会的規範として広く理解されてきたことを指摘しておきたい。特に働く

人々の勤勉さや誠実さの姿勢自体が悪いのではなく、それだけが社会的な善であるかのよ

うな神話的理解の受け止め方には明らかに社会的偏見が存在していたことになるであろ

う。

また日本的集団主義的思想の下、組織における休暇および年休、産休といった休暇の取

得に対する意識の非成熟さもしくは日本的空気の論理の存在が指摘できよう。実際、日本

の組織における休暇取得率の低さが指摘されよう13)。日本の集団主義的志向の悪いところ

は、個人性(個性性)の抹殺にあると言えよう。日本の組織文化的風潮が集団的文化として

労働優先に走る時に、個人の労働性として当然の法的権利であるはずの休暇取得の申請を

悪や悪者にする方面に走ってしまう理解不能な現象が日本にはあると指摘できよう。

日本の社会が如何にも｢効率｣とは無縁なのかをよく見せてくれるのが、日本の｢会議｣の
存在であろう。また会議や意思決定の過程における全員野球の方式を取ったり、満場一致

で可決することを好んだりする発想、そして｢赤信号でもみんなで渡れば怖くない｣という

13) 厚生労働省によれば、平成 29 年(又は平成 28 会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰
越日数を除 く。)は労働者１人平均 18.2 日(平成 29 年調査 18.2 日)、そのうち労働者が取得した日数は 

9.3 日(同 9.0 日)で、取得率は 51.1%(同 49.4%)となっている。取得率を企業規模別にみると、｢1000 
人以上｣が 58.4%、｢300~999 人｣が 47.6%、｢100~299人｣が 47.6%、｢30~99人｣が 44.3%となっている。

産業別にみると、｢電気･ガス･熱供給･水道 業｣が 72.9%と も高く、｢宿泊業,飲食サービス業｣が 

32.5%と も低くなっている。厚生労働省平成30年就労条件総合調査を参照のこと。
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盲目的な集団主義的思考の存在等々は、まさしく｢効率｣性を意識しない日本の特有の発想

であると言えよう14)。

効率を意識することは、時間的な区切りや限度を強く意識するということなのであり、

時間の区切りや限度を制限することによって、効率を高めようとするアングロサクソン型

の発想なのである。一方今までの日本人の生活は、仕事の時間と生活の時間の境界が曖昧

であり、｢仕事時間｣に｢効率｣を求めていなかったのである。その境界の曖昧さが逆に日本

の｢勤勉の論理｣論に繋がっていたのかもしれない。

時間を意識することなく仕事に夢中になることが も望ましい働き方の論理として求め

られてきたところに、日本の神話としての｢勤勉の論理｣があり、それが日本の｢一生懸命｣
論を支えてきたのであろう。この時間の境界や区切りを意識しない日本人の働き方の展開

が、昨今のいわゆる｢仕事と生活の調和(両立)：ワークライフバランス｣の日本社会への定

着を妨げていると言わざるを得ない。人間社会における美徳の論理であるはずの勤勉の発

想は、そのやり過ぎと区切りやその厳格な限度の曖昧さの存在に、後述する日本社会の長

時間労働慣行と働きすぎの論理が隠されていると言える。

(3) 日本社会における労働の言説の特徴とその変容

人間社会の労働を考えると、確かに働くことは生きることである。しかしこの言説は、

決して労働することだけがすべてではなく、生きる上で働くことの大切さを強調するだけ

のことであろう。我々人間は、生きる上で多様な出来事を講ずることを通じて力強く生き

ていけることになる。我々人間の生活において寝ることはもちろん、食べることや休むこ

とが決して働くことより劣ることでもなければ、その価値や意味においても決して劣るよ

うな事柄でもないはずであることは言うまでもあるまい。

しかし現代日本の社会における労働の意味は、生きる上での多種多様な営み(活動)や出

来事の中でも何よりも 優先されてきたと考えられる。例えば、日本社会における勤勉や

一生懸命という言説は、その言葉や表現が持つ意味を遥かに超えて強調され、そして も

価値のあるものとして理解されてきた。記憶に新しい｢24時間戦えますか、ビジネスマン｣
という有名なテレビCMのセリフ、勤勉を美徳とする価値観から｢日本人は勤勉である｣とい

14) 例えば、近年のいわゆる｢生産性｣議論の論理を見てもよく分かる。生産性の論理とは、まさしく｢効
率｣の論理であり、｢効率｣を意識しない働き方を推進してきた日本の企業社会において、いきなり｢
効率｣の論理である｢生産性｣の向上の論理を導入しようとするところに多くの疑問があるのではなか

ろうか。
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う認識 や｢会社人間化｣という日本的な職場現象、あるいは｢一生懸命｣や｢頑張って｣といっ

た日常的な表現は、如何に日本の社会が働くことの価値や勤勉であることの価値と意味を

高く評価しているかを見せてくれる象徴的な言説であろう。 

ところが、昔から｢日本人は勤勉なのか｣という問いかけに対しては、少なくとも明治初

期の仕事中の日本人の姿は｢怠惰な日本人｣として紹介されている(武田晴人、2008)。それ

が昔の日本人の働く姿であるならば、仕事の時間と休憩の時間の区別が曖昧であったに違

いない。つまり明治以降の日本人の労働観の形成は、近代の工業発展の過程において形成

されてきたのである。そして日本人の勤勉観の形成は昔から存在していたわけではなく、

現代における時代的･状況的産物であると言える。それはサービス残業の存在や長時間労働

の恒常化現象が見られる戦後以降における日本社会の働き方を特徴づける一連の出来事か

らも安易に想像できよう。日本の労働は、戦前からの経営家族主義的思想の存在と戦後の

高度経済成長期における日本的経営と呼ばれる雇用慣行システムの形成の過程において定

着されてきたと言える。また戦前からの労働組合の力の弱さを背景に、戦後においても依

然として残業や賃金に関する雇用規定の欠陥がなされ、残業と低賃金を前提とする労使協

定や無限定な労働契約の日本型正社員が誕生することと深く関連する。

このように日本の労働(仕事)の過剰な強調もしくは優先の論理は、戦後の日本の復興過

程における時代的･状況的な背景があったとは言え、必要以上に日本人の脳の中に深く刻ん

でいたに違いない。それは今日、過労自殺や過労死という厳しい現象で世界から批判され

るようになっていることは、決して軽く受け止めてはいけない事柄である。このような過

労自殺や過労死が日本の過酷な労働環境を象徴する社会問題となっている背景には、労働

(仕事)に対する日本の文化的な価値観が生み出す｢無理な勤勉さ｣の追求の影響にも目を向

けることが大事であろう。残業と勤勉の論理に象徴される日本の労働(仕事)観の形成は、

戦線から戦後に渡る経営者優位状態の持続と労働者組織の弱体や我慢(排除)の下で様々な

不具合と歪みを堅調化させながら、今日に至っているのである。

(4) 日本社会は、余暇をどのように捉えてきたか

本論文で捉えている余暇(広義)概念は、人間に与えられた総時間の内、睡眠や飲食など

生活のための時間を除き、労働(仕事)する時間と余暇(広義の余暇)の時間となるが、特に日

本には労働と余暇の両方の時間的･意味的な境界の曖昧さが存在しているように思われる。

武田晴人(2008)の研究によれば、日本人は勤勉なのかの問いかけをした明治の初期の外

国人記者の証言を紹介している。当時、仕事(労働)する工場労働者の怠惰で無頓着の姿を
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指摘している。その動作は鈍くだらだらしていると書いている(西本郁子、2006)。

一連の研究から分かることは、昔の日本人の働く姿は決して勤勉でもなく、仕事中なの

か、休憩中なのかが定かではない(区別しない)働き方をしていたのであろう。これは、日

本の労働と余暇を考える上でとても重要である。なぜなら、日本人は昔から勤勉であった

わけではないことと、時間概念に対する意識に労働と余暇(休み)の境界が曖昧であったこ

とを物語っているからである。

つまり日本社会における余暇概念の論理とは、少なくても労働の時間と区別しない習慣

的認識があり、それがその後の現代における日本社会の労働 優先慣行の形成によって、

日本人の余暇に対する認識に一種の偏見と軽視の論理が働いてきたことに繋がっていると

言っていいであろう。

また現代日本の産業社会における労働と余暇の発想は、労働中心･優先主義に走るあま

り、余暇の理解を｢労働の間に余った暇｣として捉え、余暇を怠惰や懈怠の時間としてしか

見ようとしなかったのである。しかしこの辺の本論文の認識は、余暇(遊び)は、労働と労

働の間に存在する余った暇な時間として見るよりは、逆に充分に自由で楽しい余暇(遊びや

休暇)の時間の後に、余暇から得た蓄積されたチカラ(パワー)によって創造的な労働を可能

にする時間として見るのが労働と余暇に対する現実的な発想であると指摘しておきたい。

このようなホモルーデンス(遊ぶ人)の考え方は、長年の物質的価値創出や能率的生産活

動の労働中心ではなく、休む(遊ぶ)などの自由な時間を過ごすことが人間の行為の本質で

あるとするものである15)。このような余暇の強調の意味とは、余暇だけを礼賛するのでは

なく、現代産業社会以降あまりにも主流として認識されてきた労働優先思考の危険性に警

鐘を鳴らし、余暇に対する一種の偏見と余暇軽視思考に何らかの歯止めをかけ、そして人

間社会の健全な思考システムを構築するためにも、労働と余暇とのバランスを取れた社会

システムづくりの重要性を訴えることにあると言えよう。つまるところ、生きるために働

くのに、働くことで死んでいく(いわゆる、過労死)昨今の日本社会の労働優先の実態は、

本末転倒の極みであると言わざるを得ない。以下では、そのような日本の労働優先慣行の

逆機能を中心にいくつかの側面について詳しく分析する。

15) ホモルーデンス(遊ぶ人)の考え方については、ホイジンガ著･高橋 英夫訳(1973)ホモ･ルーデンス中
公文庫を参照されたい。
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3. 日本の労働優先慣行の逆機能

以下においては、今までの日本の労働を取り巻く労働優先慣行の逆機能を生み出した変

容のプロセスとその中身について詳しく検討することにしたい。

(1) 日本的生産(モノづくり)システムにおけるストレス管理と労働の変容

ここで 初に指摘したいマネジメントバイストレス(management by stress)は、1980年代を

中心に、日本的生産システムの典型的な象徴であったトヨタシステムに対する海外からの

批判の表現であった。1970年代から1980年代後半にかけて、日本的経営の進行の流れにお

いて、メイドインジャパンの製品が脚光を浴びる中、欠陥や在庫などの無駄なものを許さ

ないこととする当時のトヨタ生産方式(日本的生産システム)の逆機能として｢ストレスによ

る管理｣とその労働の日本的編成が海外から批判を受けることになっていたのである16)。

20世紀の日本的生産システムと称賛されるトヨタのリーン生産方式(Lean Production System)

の 大の失敗は、僅かな労働時間の隙間も許さない考え方、それを一種の無駄として捉え

たことにあると言える。しかしながら、企業経営の基本原理から考えると、効率性を優先

しない日本的なマーケットシェア拡大の追求戦略が実は物凄い無駄なのでなかろうか。ま

た労働者らの隙間のわずかな余裕の時間(休息や余暇)を許さない非人間的な発想をまるで

無駄の排除という究極のマネジメントの手法であるかのように称賛した罪は実に大きいの

ではなかろうか。通常の仕事を終えた後に集まって行われた品質改善･提案制度とする日本

的小集団活動(QCサークル)をまるで従業員による完全な自主的･自律的な改善活動として捉

え、多くの労働者らのわずかな自由時間を奪った罪もまた大きい。こうやって、全てを会

社･経営の論理を 優先するトヨタの日本的生産システムから生まれた無駄の排除の発想

は、自由な生活時間や貴重な余暇の時間を無駄でしか見ない間違った思い込みが日本の余

暇のあり方を大きく歪曲してきたことを指摘せざるを得ないであろう。

過労(働きすぎ)や過重労働からなるストレスの解消のために、充分な余暇の時間が必要

であるということほど、実に切実で悲しい日本の労働の現状を物語ってくれるものは他に

ない。過労や過重労働からなるストレスの拡大と深刻さは、働く人の身体とメンタルのヘ

16) 特に1970年代から80年代にかけて、日本的生産システム(トヨタ生産システム)の順機能を称賛する見

解が見られる一方、その逆機能としてのストレス経営的側面を訴える見解も指摘されてきたのであ

る。日本の生産システムにおけるストレスの管理側面についての指摘は、戸塚秀夫監訳(1995)を参照

されたい。
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ルスに決定的なダメージを与えることによって、働く意欲を損ない、やがて人間の命を

奪って行くのである。

未だに過剰な労働におけるストレスを軽減することに不充分な日本の労働の現状を考え

ると、今の日本において大きな変革を迫られていると言わざるを得ない。

(2) ワーキングプア問題と労働の意味の変容

日本におけるワーキングプアという実態は、本来の労働における肯定的な意味を歪曲さ

せる可能性があるところにその重要性と深刻さがある。なぜなら、現に苦しいばかりの労

働であるにもかかわらず、根源的な労働の意味論における肯定的な一面としての働きがい

の喜びや達成感、自己成長、満足感などから程遠く、労働の意味を縮小もしくは歪曲して

いることを指摘せざるを得ないからほかない。

日本のワーキングプアが特に悲しいのは、特に若者らを中心に、働く意思があるにもか

かわらず、しかも日本的な表現としての一生懸命に働いているにもかかわらず、なかなか

生活の改善が出来ず、仕事を通じたキャリアの形成と成長、職務満足などが全くできない

ところにあると言える。そして今なお切実なのは、ワーキングプアや貧困の自己責任論を

めぐる虚しい議論が日本にはあるからほかないのである。現実的での仕事の与え方･やり方

は、すべて個人の自由な意思と能力や努力だけで解決できるものでは決してないことは明

らかであり、そもそも人間は生まれる意思はさることながら、時間や場所(家庭)も自ら選

ぶことが出来ないのであれば、その労働(仕事)の結果もしくは延長にあるワーキングプア

や貧困における日本の自己責任論は、完全に可笑しな議論であることは言うまでもあるま

い。なお、ワーキングプアや貧困による余暇の制限もしくは排除が深刻化されることに

よって、労働のストレスと過労の拡大が深刻化されてしまう恐れがあることにも注意を払

う必要がある。余暇と貧困の関係、あるいは余暇とワーキングプアとの関係は、今なお日

本の労働における厳しい現状と共に内外からの批判が押しかかっていることに日本の社会

は謙虚に受け止めなければならないであろう。

貧困とワーキングプアの問題は、決して自己責任ではなく、日本社会の仕組みや日本的

労働と雇用システムの失敗からなる随伴的結果によるところが大きいのではないだろう

か。

(3) 正規･非正規の格差と排除論理の構造変容

正規と非正規の格差はある程度認められる側面がある。しかし日本の実態が他の先進国
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のそれと異なるのは、一方的に強いられた我慢の正規になっており、もう一方の非正規は

ほぼ全ての雇用条件において、差別や排除されていることにあると言えよう。

日本の正規と非正規の構造を単純に他の先進国のフルタイムとパートタイムとして分類

することは妥当ではない側面があることも事実であろう。しかし正規･非正規に関する日本

的特殊な論点とは、安定的な正規雇用の保障の代わりに、その他の正規でない労働者らの

劣悪な労働条件をすべて受け入れざるを得ない我慢の労働を強いられてきたことにある。

そしてほぼ全ての労働条件に不利な立場に立ちながら、社会から排除されてきている非正

規労働の論理の固定化が未だに日本に存在するということが、他の先進諸国には見られな

い正規と非正規を取り巻く特殊な日本の労働の真相であると言える。

(4) 日本的年功賃金制とその低賃金構造の変容

賃金などを含む待遇において言えば、入社してから暫くの独身の若い時には我慢をし、

家庭を持つごろに合わせて生活費の高騰を見据えた日本的な年功賃金制の仕組みは、その

合理的な順機能の側面が多く認められることは言うまでもない。しかしその反面、少子高

齢化やグローバル化の進展の今の時代において、時代的･状況的な観点からして非合理な側

面が顕著になってきており、その他多様な側面で若い時に待遇の面において不利な状況を

作り出している制度設計であると言わざるを得ない。

具体的には、転職を阻害する人質効果の側面をはじめ、特に若年層を中心に自らの能力

発揮に見合わない低賃金に置かれるため、雇用の機会を増やす(分け合う)とする、いわゆ

る｢ワークシェアリング｣を不可能にする側面や、高齢化の進展などによる企業経営面での

費用の高騰という非合理性を含んでいる仕組みであると指摘されよう。特に転職を妨げる

要因としての側面は、健全な外部労働市場の発達を妨げ、多くの日本の労働者を内部労働

市場に閉じ込ませることによって、企業特殊的機能しか発揮出来なくなる人材活用の無駄

と人材の適材適所原則に反するようなミスマッチを助長しているところは、今の時代にお

いては、企業経営の合理化を考えると致命的であると言わざるを得ない。

(5) 企業別組合の機能不全と日本的労使関係の性格変容

日本における企業内労働組合による協調的･協力的労使関係の側面は、企業経営の運営

上、安定した経営運営を可能にするという肯定的な側面もあるが、労働組合本来の存在目

的から考えると、いわゆる御用労組的性格が色濃く、歪んだ労使関係を生み出してきた側

面も指摘できるであろう。



382  日本近代學硏究……第 69 輯

こういった日本の労働組合の機能不全は、日本の労働を理解する上で大きな意味を持つ

ものである。なぜなら、それによって労働組合活動の弱体化･無力化がなされ、日本の労使

関係は結果的に歪んだ労使関係像を形成してきたからである。実質上、機能不全に陥た御

用労組化された日本の労使関係は、強い経営側からの要求に対し、弱い労働者らは不利な

労働条件のほぼ全てを受け入れざるを得ない状態を作ってきたと言えよう。実際、日本の

労働組合は、戦後の復興過程において、一部の大企業男性正社員に対する雇用の保障(終身

雇用と呼ばれるもの)を担保する代わりに、その他労働者の全ての労働権利を放棄させる形

で展開されてきたことは否定出来ないであろう。

しかしながら、健全な労使関係とは、決して一方的に経営側に協調･協力するのではな

く、お互いに良き緊張感を保ちながら、労使信頼関係を築いていくことが望まれる。労使

信頼ではなく、労使協調路線に走ってしまった戦後の日本の労働組合運動の過ちを正しく

認識しなければならない。そもそもの労使関係のあり方からしても、他の多くの先進国の

それに比べて、日本の協調的･協力的労使関係の構図は非常に異質なものであって、成熟し

た健全な労使関係とは、労使信頼の構図を構築していかなければならないであろう。

(6) 長時間労働の恒常化･慢性化と勤勉神話の変容

世界で唯一と言えるほど日本は、特に現代に入ってからはこの労使対立から労使協調へ

と大きく変え、著しい成果を達してきた不思議な側面を有する。しかも、規定されている

労働時間を遥かに超えてまで働き続ける人々がたくさんいる。しかも、余分の働いた労働

時間に対するお金(報酬)は頂かない慣行になっている。これがいわゆる、｢サービス残業｣
というものである。また、労働時間における残業だけではなく、決められた休暇までわざ

と返還して働こうとする人もたくさんいる17)。

エンドレスワーク(長時間労働)は、人の心まで疲労させ、結果うつ病へと発展される恐

れがあると報告されている。人間のやりすぎた労働は肉体を疲労させ、次には精神を疲労

17) ここで指摘しておきたいのは、残業の原因にはいろいろ考えられることである。まず、経営者(管理

者)の管理能力不足の問題がある。決められた仕事の量を順序よく働かせることが管理･監督者の役割

であるので、それに何らかの誤りや不備があって、残業までさせねばならない状態を作ってしまっ

たということが考えられる。次に、仕事の量自体が余りにもたくさんあって、やっても済ませなく

て、残業しなければ終わらないことが考えられる。またもう一つ考えられるのは、人間の欲望と何

らかの必要性によって、仕事自体より、帰ってくる補償(残業手当)に魅力を感じることと、謝った思

想(価値観)や組織文化によって、強制的に残業が行われ、しかもそれを勤勉とか能力とか優秀という

形で評価されるような雰囲気の元で働いていることも考えられる。日本の長時間労働の実態とその

背景についての詳しいところは、崔勝淏(2020)を参照されたい。



日本企業の労働優先慣行の逆機能 ····························································································· 崔勝淏  383

させ、今度は心を破壊させ、うつ病とへ発展させ、自殺などの形で人間の命を奪うことに

なるのである。つまり労働時間に関する改善もしくは改革無くして、日本の労働問題の解

決は、ありはしないことである。労働時間の問題は、日本の労働の全ての問題と深く関わ

る根底問題であり、そこからスタートしなければ、全てがうまく機能しない連結問題でも

ある18)。　

そういう意味において、日本の労働問題の改善には、言わば労働時間の抜本的な短縮か

ら始めないといけないことは自明である。また今のグローバル化の時代において、一国の

労働時間の長さの問題は、決して一国内の問題に留まることなく、いわゆる｢グローバルス

タンダード｣の観点からの評価が大切なバロメーターになることは言うまでもない。つまり

勝手に長くたくさん働くことが国内だけの問題としてすべて許されることではない側面も

あることを認識すべきであろう19)。

グローバルスタンダードから大きく逸脱している日本の労働時間の長さは、単なる日本

の労働生産性の低さに留まる次元ではなく、国際的なルールを違反してきたという認識が

ある以上、対外からの絶えない批判と非難の対象になることに注意を払う必要がある。

(7) 性別役割分業思想の残存と女性雇用の思想変容

日本における性別役割分業思想の存在は、一般的に｢家庭において家事、育児に従事し、

外で働く夫に憩いの場を提供するといった、女性の社会的役割としての伝統的考え方｣とし

ての理解である。いまだに日本人の意識に｢女性の生涯の幸せは家庭内にいることである｣
という前近代的な発想の残存は否定できないであろう。 日本における｢良妻賢母｣的思想

18) 私見によれば、今までの労働時間の配分計算が間違っていたのかもしれないと考えている。実は職

場への移動時間や仕事の準備時間、仕事の企画や構想時間など仕事のためのすべての行動(活動)時間

を入れての8時間労働が正しいのではなかろうか。なぜなら、朝の満員電車で仕事に行く時間は仕事

のためであって、決して仕事以外の自身の生活のための時間ではないからである。持ち帰り残業で

なくても、帰宅してからも仕事のことを構想したりと色々と仕事と関連することを考える時間は、

仕事の延長であって決して自由な自身の生活時間の一部ではないであろう。つまり今の一日8時間労

働制の考え方には、時間計算の間違いが存在する。上記の仕事のためのいろんな活動の時間を全部

入れると常に長時間労働になってしまうのではないか。これらはすべて仕事優先主義から来ている

悪習であり、産業革命以降の産業中心社会の負の名残りであると言えよう。労働時間(労働のための

すべての時間)に関する発想の転換が求められよう。

19) 筆者は日本の労働時間の長さを説明するのに、いわゆる｢ホームラン論｣が有効であると考える。筆

者のホームラン論とは、通常の野球試合の場合の9回戦(グローバルスタンダード)を勝手に12回戦(長
時間労働)にして出したホームラン数(パフォーマンス)をそのまま素直に公式なホームラン数として

認めることは困難であろうという考え方を意味する。グローバル化の時代における日本の労働時間

の長さに対する評価は、この筆者のホームラン論に例えることができよう。
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は、｢キャリア志向｣に対置された｢幸せな結婚｣へと導く概念のように思える。

日本の女性雇用に関する不都合な現状は、まずは日本の社会が今日これだけ拡大してき

た女性雇用の社会的進出を真剣に想定してこなかったことに起因するところが大きい。今

の状況をより率直に表現するならば、日本の労働市場にこれだけの多くの女性雇用の参加

を好んでもしなかったというのが適切な表現かもしれない。つまり少なくとも日本の社会

における女性雇用に対する認識の甘さと意識の遅れ、多くの偏見と間違った先入観が伺え

る。

一定の国や社会レベル全体が抱えている制度なり慣行なりは、良くも悪くも長い年月の

スパンの中でそれなりの進歩や進展を見せることが一般的であろう。しかしながら、均等

法に関して言えば、全くほど進展していない現状については理解不能である。均等法制定

以降のしばらくの間、一般職と総合職の割合は、8割対2割程度であったが、その年月が過

ぎ、およそ30数年の間に一般職と総合職の割合は、ほとんど変わっていない。これはどう

いうことを意味するかに関して筆者なりの解釈を試みたい20)。

それは、一言で言えば日本の男性中心社会が生んだ女性雇用の蔑視もしくは軽視と偏見

から来る無意識･無責任な構造として捉えることができよう。日本の労働社会は、あくまで

も主体は男性であり、そこでの女性とは、単なる補助的･限定的な業務のサポートまたは、

飾り的･余分的な参与に過ぎなかったと言えよう。

なぜ女性が途中で辞めてしまうかというと、いわゆるコース別雇用管理制度によって結

果的に選んだ一般職の多くの女性たちは、自分の仕事に対する愛着心や誇り、任された仕

事や責任に対するエフィカシー(self efficacy, career efficacy)、組織や職場への忠誠心、上司

と部下(自分)との交換関係(LMX=Leader-Members Exchange)、同僚とのコミュニケーション、

そして将来のキャリア形成などに関して自信や自負を持たないからである。つまり筆者

は、働く女性が仕事を辞めるかどうかの岐路に立った悩ましい時に、コースとして選んだ

一般職の平凡で単純反復な職務や仕事の中身に誇りや信念、高いキャリア意識、効能(効力)

感を持つことができず、置かれた現実の女性や母親としての家庭指向と結婚や家事、介

護、育児指向に負けているからであると捉えている。こう考えると、辞めてしまう日本の

女性雇用問題の根底には、コース別雇用管理制度が存在しており、日本の女性雇用問題の

20) ここで筆者は、実は日本の女性雇用の不都合な現状の真犯人は、いわゆる｢コース別雇用制度｣にあ

ると見ている。いわゆる｢コース別雇用管理制度｣は、1985年の男女雇用機会均等法(以下、均等法)の
制定後に形成された一種の人事管理手法もしくは人事管理慣行である。その均等法からおよそ30数

年の年月が経ってきているが、コースによって分けられた一般職と総合職の割合は、見事にまった

くと言っていいほど進歩していないことに、さすが驚きを隠せないでいる。
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真犯人は、そのコース別雇用管理制度であると言えるであろう。それでは、以下において

は、日本の労働の現在とその今後を考える上で重要とされるいくつかの論点を中心に考察

することにする。

4. 日本の労働の現在と今後の主な論点

ここでは、日本の労働優先慣行の機能不全がもたらされる不都合な側面について考察し

たい。今後の成熟された日本社会を構築していくための必要不可欠な政策的な試みである

が、ここではその中でも労働と余暇のあり方を考える上で大切な政策的動きを中心に分析

を加えることにする。それは、日本の労働優先慣行の深化が近年の｢ワークライフバランス

(仕事と生活の調和･両立)｣や｢ウェルビーイング(健康で安心な人生生活)｣、そして現政権下

において実施される｢働き方改革｣の推進にどれだけ大きな妨害(阻害)要因として働いてい

るのかの観点から検討することになる。

(1) 長時間労働の蔓延21)とワークライフバランス論の浸透

日本の企業社会における労働の優先論理は、労働(ワーク)だけを優先し、生活(ライフ)や

余暇(レジャー)を軽視する形で拡大してきたと前述した。このような日本的論理の延長線

上において、昨今の政策的な試みの中の重要な論点の1つである、ワークライフバランス論

の定着にどのような影響を及ぼしているかの観点で日本の労働を考えてみることにす

る22)。実は、ワークライフバランスの発想の重要な視点とは、我々現代人たちの仕事生活

の中で始めてと言っていいほどお金(賃金)以外のことに関心を寄せることにあると言えよ

う。今までの日本の労働組合運動もしくは、日本の労使関係の方向性は、春闘などに象徴

されるように、常に賃金をはじめとする金銭的な待遇の改善にあり、諸労働条件の内、お

金以外のことに興味を持ったことはほとんどなく、経営や社会に対し賃上げの要求に 優

先してきたことは否定できないであろう。しかしながら、考えてみれば、人間の諸活動に

おける時間の概念も大切なお金であり(Time is moneyの発想)、趣味活動も学習生活も立派な

21) 日本における長時間労働問題に関する詳しい議論については、崔勝淏(2020)を参照されたい。

22) ここでは、いわゆる日本的ワークライフバランス論自体を詳しく分析する余地はない。筆者が持つ

日本的ワークライフバランス論に関する視点の詳しい分析については、崔勝淏(2009、2012)を参照さ

れたい。
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お金の次元なのに、目に見える金銭だけがお金であるかのように大いに錯覚してきたので

はなかろうか。そして日本の社会が、マネジメント学(広義の経営学)における近年のワー

クライフバランスの発想がその広がりと重要性に認識し始めてきているのは、やっと目に

見えないお金のことに目が覚めたのではないだろうか。

特に日本の労働中心社会は、恒常的な長時間労働によって、その大切な時間という目に

見えにくいお金があれだけ犠牲にしていたのに、そこにはちっとも気がつかなかったので

あろう。人が生きていく上で、仕事も大事であるが、生活(仕事以外のすべて)も立派に大

事ではないか。仕事以外にも目を向けて、仕事と生活に相乗効果(ウィンウィンという名の

バランス的発想)を発揮できるようにすることこそが、真の意味でのワークライフバランス

の思想の価値なのである。バランスの取れた生活の充実の上に、バランスの取れた仕事生

活が成り立つのである。それが人類が目指すべき人間らしい労働のあり方であり、究極的

には自分らしい労働を可能にするワークライフバランスの究極の目的なのである。日本の

長時間労働の蔓延が日本におけるワークライフバランス論の浸透過程に大きく妨害をし、

未だにワークライフバランスの浸透と定着に後れを見せている決定的な阻害要因の1つに

なっていることを指摘しておきたい。

(2) 日本の労働の現状とウェルビーイング概念の浸透

ここでは、労働と余暇概念の日本的展開が、いわゆるウェルビーイング(well-being)とど

う関連するかを考えながら、ウェルビーイング思想の価値と日本の労働の関係について検

討することにしたい。

ウェルビーイング(well-being)とは(アメリカなどではウェルネス(wellness)のことである

が)、心身ともに、さらに社会的にも健康な状態を指し、満足した生活を送れる状態にある

ことを指す。1946年の世界保健機関(WHO)憲章では、｢健康とは、病気でないとか、弱って

いないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満た

された状態(well-being)にあることをいいます(日本WHO協会)｣と用いられている23)。

well-being(ウェルビーイング)を、そのまま訳すと｢幸福な状態｣となるが、同じ幸福を表

23) ウェルビーイングとは、アメリカではウェルネスのことであり、それは伝統的な健康の定義を超え

て広がる、身体的、精神的、そして社会的、相互に関連する、ウェルビーイングの多様な側面を意

味する。またそれは、身体的活力、精神的な平穏、社会的満足、達成感、そして個人としての充足

感、などを実現することを目的とした活動や選択を含むとされる。Naci, Huseyin; Ioannidis, John P. A. 
(2015) “Evaluation of Wellness Determinants and Interventions by Citizen Scientists”. JAMA 314 (2): pp. 
121–122を参照。
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す｢happiness(ハピネス)｣とは意味が異なるものであると理解される。Happiness(ハピネス)

は、うれしい･楽しいといった心理状態を表す言葉なのに対し、well-being(ウェルビーイン

グ)は、心身ともに健康で健やかな状態にいることを指す言葉であるとされる。しかしウェ

ルビーイングとハピネスは、その状態の表現が異なるだけであって、かなり似たような状

況を意味するものであり、両者は表現の状態と仕方に差異があるものの、お互いに深く関

連するところが多い概念であると言えよう24)。

実際、ウェルビーイングと関連して、経済産業省では、｢健康経営｣という言い方をして

いるが、その定義によると、｢従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践す

ること｣であるとしている。そして｢企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うこと

は、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や

株価向上につながると期待される｣としている。経済産業省では、健康経営に係る各種顕彰

制度として、平成26年度から｢健康経営銘柄｣の選定を行っており、平成28年度には｢健康経

営優良法人認定制度｣を創設した25)。人間の健康的な労働は、自ら認知する心理的なウェル

ビーイング(psychological well-being)の安定感の確保によってのみ実現可能である。そのよ

うな意味でウェルビーイングの確保は、人間労働の絶対条件であると言っていいであろ

う。

今の模索時代としての労働のあり方については、菊野氏(1991)によってすでに指摘され

たように、人類社会の大きな流れは、近代のwell-havingの時代から、現代のwell-doingの時

代へ、そして脱現代のwell-beingの時代へと転換していくのであろう26)。

ウェルビーイングを強く求める時代である現在においても、日本の社会においては、依

然として仕事優先志向の強化がなされているということは非常に危険な発想であると言わ

ざるを得ない。つまりウェルビーイングとは、働く人々がその仕事と生活の満足と安定を

24) well-being(ウェルビーイング)の時代とは、個々人の生活世界に根ざす存在感を重視する時代であ

り、個性化し差異化した個々人の生活世界を前提に差異動機による存在感のある仕事を時代であろ

う。菊野一雄(1991)、pp.49-51を参照のこと。

25) 経済産業省によれば、2016年から毎年健康経営銘柄企業を選定してきているが(2020年には、30業種

から40社)、本制度は、日本再興戦略に位置づけられた｢国民の健康寿命の延伸｣に関する取り組みの

一つであるとしている。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_meigara.html。
26) 菊野一雄(1991)によれば、人類の時代の流れ(模索時代の労働の姿)を以下のように把握している。近

代のwell-havingの時代(モノの欠乏型)から、現代のwell-doingの時代(大量生産･大量消費のモノの豊富

型)へ、そして脱現代のwell-beingの時代(余裕、自由、柔軟、個性、差異、想像と創造型)へと変化し

ていくこととして捉えている。つまり、よくモノを持つことの優先から、よいモノを生産すること

の優先へ、そこからよく生きることの優先へと変わっていくことを指摘した。その詳しいところ

は、菊野一雄(1991)、pp.45-52を参照されたい。
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可能にすることであり、ウェルビーイングの確保は、人間社会の持続可能な諸活動(仕事活

動と余暇活動)を可能にするために必要不可欠な要素なのである。

言い換えれば、ウェルビーイングとは、働く人が社会において1人の人間として自ら健全

な存在であることの状態を確保することであると言える。そしてウェルビーイングの確保

は、仕事活動と余暇活動のウィンウィンの関係によってのみ実現されることであり、仕事

活動と余暇活動におけるウィンウィンを可能にする関係とは、つまるところ｢仕事と余暇の

バランス｣の状態のことを意味するのであろう。ウェルビーイングは、我々働く人々の存在

価値であり、人間社会の持続可能な発展を可能にする唯一の必須条件なのであろう。ウェ

ルビーイング無くして、仕事活動と余暇活動の満足と安定はあり得なく、そのウィンウィ

ンの関係無くして、人間らしい労働(decent work)の実現はありはしない。

(3) いわゆる｢働き方改革｣論争とその発想の変容

安倍政権による働き方改革のいくつかの目標条件の中、特に生産性向上の実現の論理と

関連して注目すべきことは、長時間労働の是正という政策的方向性と明らかに矛盾してい

るという見解がありうることである。仕事優先社会･日本における現状は、むしろ働き方改

革を論ずる以前に、休みや遊びの過ごし方の充実を論ずることが大切であり、今までの日

本の仕事優先論理の反動としての余暇軽視論理の抜本的な変革を論ずることがより重要で

あると指摘されよう。

ここでは現政権による働き方改革の中身そのものを論ずるものではなく、あくまでも日

本の労働と余暇のあり方との関連で考えられるいくつかの問題と課題について考察するも

のである27)。以下では働き方改革施策を取り巻くいくつかの懸念材料を指摘しておこう。

第一に、その発想の出発点はナンセンスであろう。近年の日本政府による働き方改革は、

その積極的な主体的取り組みではなく、あくまでも日本の慢性的な長時間労働の是正とい

う大きな世界的な潮流の流れに負けてやむを得ず講じざるを得なく、巻き込まれた受動的

な発想によるものであると言わざるを得ない。なぜなら、真の意味での働き方の改革は、

その主体はあくまでも我々の働く人々でなければならなく、政府や企業経営が主体になっ

て行おうとする発想からすると、それはもはや｢働き方改革｣ではなく、｢働かせ方改革｣な
のであるから他ない。

そして働き方改革がまるで企業経営主導もしくは政府主導で提案されること自体がすで

27) 働き方改革に関する論点の詳しい議論については、崔勝淏(2019)を参照されたい。
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にその失敗もしくは変質を余儀なくされていると言わざるを得ない。あくまでも働き方改

革は、我々働く人々それぞれが苦労し工夫して主導的に取り組まなければその改善に効果

はない事案なのであろう。そういう意味でも今の政府による日本の働き方改革施策は、主

体と客体が転倒した発想のナンセンスであり、あくまでも｢働かせ方改革｣なのであると指

摘できよう。

第二に、働き方改革の目的の不遜さが指摘できる。働き方改革の目的は、生産性向上や

柔軟で多様な働き方の拡大ではなく、人間らしい働き方(decent work)の実現でなければなら

ないであろう。日本の労働生産性が低いのは、単なる日本の働き方の悪さにその原因があ

るというよりは、その他に日本の企業社会に構築された労働慣行の様々な構造的な不具合

とその機能的不全な状況によるところが極めて多く存在すると理解されよう。例えば、日

本の労働者、なかんずく正社員と呼ばれるメインの労働者が効率的な働き方をしないこと

が挙げられる。それは日本の労働者が悪いのではなく、日本の労働慣行自体が効率性とは

無縁の構造で出来ているから他ない。

年功賃金制や終身雇用慣行など様々な日本的な雇用慣行のやり方はアングロサクソン型

の効率性(efficiency)概念とは無縁の発想で出来ている特殊なやり方なのである。そして他

にも、日本の労働者の実質的な総労働時間が長いから他ない。労働者一人当たり労働生産

性とは、総労働時間対パフォーマンスである以上、現に労働時間が長い分、比例してその

結果である労働生産性は低くなることは言うまでもない。また日本の企業社会における

誤った組織文化の認識があげられる。 日本の企業組織では、長く働くことを良しとする組

織的慣習の偏見が存在してきたことである。長く働くことを誠実や勤勉として肯定的に過

剰評価をし、実際に結果(パフォーマンス)を出すことと無関係に認識されることにその不

具合と不都合があると言わざるを得ない。そのような日本的な雇用慣行の機能不全な現状

認識を正しくしないままの｢働き方改革｣論争は、日本の労働と余暇のあり方とあるべき姿

の形成に役に立たない論議であると言えよう。

5. むすびにかえてー労働と余暇のバランスの模索

労働と余暇の対比の論理は、労働を過大評価し、余暇の価値と意味を過小評価すること

で、余暇を労働のための一行為として位置付けてきたことによるものであると言える。そ
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して労働を中心とする生産的な行為を優先する発想は、余暇の時間を無駄な時間として捉

えることによって、価値のない行為として見なされてきたと思える。このような労働優先･
余暇軽視の論理展開は、多様なレベルで発見することができよう。生産的でない行為は無

駄とする発想は、まさしく近代の産業化社会の副産物であり、余暇までも効率的で生産的

に使えることを求めてきたのである。そして余暇の過ごし方についての議論展開にも、押

し付けたりすることで余暇までも効率的に過ごした方がいいという発想を強要してきたと

言える。

また余暇は個人レベルの問題として扱うべきであると考える。余暇まで労働のように集

団的･組織的な発想を持ち込む必要はないと考えている。そこが労働と余暇の受け止め方の

決定的な違いかもしれない。労働は組織的な戦略レベルで、余暇は個人の自由な意思レベ

ルでアプローチすることが望ましいと思われる。なぜなら、労働と違って余暇は生産的･効
率的な発想とは本来無縁で無関係なものであるから他ない。なぜなら、余暇は労働のよう

な組織の論理に縛れることなく、個人の都合と好みによって自由に設定することが望まれ

る性質なものであると思えるからであろう。そして拘束時間である労働と違って、余暇は

自由な時間であるため、何をしようがしまいが全く問題にならない個人の論理で考えるべ

き領域であるように思える。

また労働は常にそのやり方(働き方)と考え方に改善と改革が求められるが、余暇はその

発想における柔軟性の追求と個人的発想と行動の自由度を高めていくことが求められよ

う。労働は｢苦労の動作(運動)｣であるが、余暇は｢余った暇｣なのであるからこそ、その通

り何にもしなくてもいい時間なのである。余暇はそれでいい自由な時間であり、個人に負

かせばいい余った時間なのである28)。

現代産業社会における労働と余暇の二分法的発想は、労働中心･優先主義に走るあまり、

余暇の理解を｢労働の間に余った暇｣として捉え、余暇を怠惰や懈怠の時間としてしか見よ

うとしなかったのである。しかし、余暇(遊び)は、労働と労働の間に存在する余った暇な

時間であるように見るよりは、逆に充分に自由で楽しい余暇(遊びや休暇)の時間の後に、

余暇から得たチカラ(パワー)によって可能とする創造的な労働の時間が存在すると見るの

が現実的な発想であろう。

28) 労働と余暇の論理展開において大切なのは、そもそも苦しいから労働であり、楽しいから休暇であ

る。つまり労働はbusy(ビジネス)であるべきかもしれないが、余暇はslow(暇)のままでいいというこ

とにある。そして労働は効率(efficiency)であるべき性質を有するものかもしれないが、余暇はあくま

でも有効(effectiveness)であるべき性質のものであると理解すべきであろう。
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このようなホモルーデンス(遊ぶ人)の考え方は、長年の物質的価値創出や能率的生産活

動の労働中心ではなく、休む(遊ぶ)などの自由な時間を過ごすことが人間の行為の本質で

あるとするものである29)。こういった余暇の強調の意味とは、別に余暇だけを礼賛するつ

もりは全くなく、現代産業社会以降あまりにも主流として認識してしまった労働優先思考

の危険性に警鐘を鳴らし、余暇に対する一緒の偏見と余暇軽視思考に何らかの歯止めをか

け、そして人間社会の健全な思考システムを構築するためにも、労働と余暇とのバランス

を取れた社会システムづくりの重要性を訴えることにある。

戦後、余暇の軽視によって形成された労働盲信主義ともいうべき日本の労働の歪みは、

残業(サービス残業を含む)という慣習的な長時間労働慣行を生み出してきており、その結

果、過労自殺･過労死という不名誉たる言葉を世界に知らさせることになったと言わざるを

得ない。労働の優先と労働の尊重は異なる論理である。日本の労働の優先論理は、あくま

でも労働の｢尊重｣ではなく、労働の｢過剰｣評価である30)。大切なのは、労働と休暇の相互

作用(好循環)による相乗効果(ウィンウィン)の発揮とその良きバランスから得られる満足感

や充実感の獲得が、そのまま人生そのものの充実につながるような仕組みづくりが必要で

ある。それが本論文で提案するワークレジャーバランス(WLB)の模索社会なのである。今

の時代的認識は、ワークライフバランス(WLB)の実現社会を目指して行くプロセスの中に

おいて、ライフ(Life)の一部として埋没されてきたレジャー(Leisure)という軽視されてきた

行為もしくは活動をより肯定的･積極的に捉える試みが求められるのではないかと思われよ

う。生きるために働くのに、働くことで死んでいく今の日本の過労死の状況は、本末転倒

の極みであると言わざるを得ない。

これからの日本は、戦後の復興過程において形成されてきた日本の労働(仕事)優先思考

から、労働(者)そのものの尊重思考へ、そして余暇の価値尊重による｢ワークレジャーバラ

ンス(WLB)｣社会へと推進していくべきではなかろうか。余暇の充実と尊重が労働の成熟と

進展に貢献するという好循環の発想転換が強く求められよう。

29) ホモルーデンス(遊ぶ人)の考え方の詳しいところは、ホイジンガ著･高橋 英夫訳(1973)ホモ･ルーデ

ンスを参照されたい。

30) 筆者は日本の労働優先論理は、そのまま余暇軽視論理であると認識している。なぜなら、労働の尊

重とは、余裕の労働であり、長時間労働を含む過剰労働の厳しい規制と制限によってのみ実現され

るものであるからほかない。そして労働の尊重は労働に余裕をもたらす労働を意味しており、余裕

の労働は余暇を充実し拡大させることになる。そのように労働の尊重は余暇の尊重でもあると言え

る。労働尊重と余暇尊重の同時実現は、本論文で強調してきた｢労働と余暇の良きバランス(WLB)｣で
のみ実現されるものであると指摘できる。
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<要旨>

 

日本 業の労働優先慣行の 機能

-ワークレジャーバランスの可能性 -

崔勝淏

本論文は、日本の社会が労働(仕事)と余暇(休暇や遊びなど)をどのように理解してきたか、そしてその両方をどのよ
うに捉えればいいかを検討し、今後の労働と余暇のバランス(Work Leisure Balance; WLB)という考え方の可能性を模索
してみることを目的とするものである。

戦後に形成された日本的雇用システムの大きな問題は、やりすぎた仕事(労働)優先論理の拡大がその反動として余暇
(レジャー)の軽視論理へと変容されてきたことにあると言える。したがって、戦後の日本の労働慣行の優先論理と余暇
の軽視論理の構築プロセスとその問題点、課題などを分析するために、本論文ではそもそも労働とは何かを問いかけな
がら、日本の社会が労働と余暇をどのように捉えてきたかについて整理する。そして今後の日本の社会における労働と
余暇の概念(理解)の拡張(充実)を念頭に入れた労働と余暇のあり方とそのバランスの可能性について検討する。その過
程において日本社会における余暇の軽視論理の顕著と労働優先(過剰)の論理の拡大浸透が招いてきた逆機能(機能不全)
の真相を明らかにしていくことにしたい。 後に、本論文の問題意識である日本における｢労働と余暇のバランス
(WLB)｣の模索という論理設定の重要性とその意義について考察する。

A Study on Reverse Function of Japanese Companies’ Labor Priority 

- Focusing on search for work-leisure balance -

Choi, Seung-Ho

In this paper examines how Japanese society has understood labor (work) and leisure (vacation, play, etc.), and how to understand 
both, and considers the balance between labor and leisure in the future. The purpose is to explore the possibility of the idea 
of (Work Leisure Balance; WLB).

It can be said that the major problem of the Japanese employment system formed after the war is that the expansion of 
overworked work (labor) priority logic has been transformed into logic of leisurely neglected as a reaction.

Therefore, in order to analyze the process of constructing the priority logic of postwar Japanese labor practices and the light 
logic of leisure, their problems, and issues, this paper asks what labor is, in the first place, And how he has perceived leisure 
time.

Then, we examine the ideal way of working and leisure and the possibility of the balance, with the expansion (enhancement) 
of the concept (understanding) of labor and leisure in Japanese society going forward.

In the process, I would like to clarify the truth of the reverse function (dysfunction) that has been caused by the conspicuous 
light logic of leisure in Japanese society and the widespread penetration of the work priority (excess) logic. Finally, we consider 
the importance and significance of the logical setting, which is the search for “Work Leisure Balance; (WLB)” in Japan, which 
is the problem awareness of this paper.


