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【論文要旨】
幸福学の学際化に伴い，「幸福度」を測定して国の政策課題に積極的に取り組む国際的な動きが
活発である。幸福に関する様々な国際比較データをみると，日本は明らかに問題を抱えた国になっ
ている。本稿は，その低迷の原因を考察する。他方，様々な幸福学の研究により幸福が経済的価値
を創り，人間の意思決定に重要な役割を果たすことがわかってきた。そのため，「幸せに働く」こ
とを生産性向上の手段の一つと捉える議論が注目を集めている。現在，日本政府が取り組んでいる
「働き方改革」は，長時間労働の是正，多様で柔軟な働き方の実現，雇用形態にかかわらない公正
な待遇の確保など，目下日本が抱える現実的な問題をまずは解決しようとしている。
本稿では「幸せに働く」という視点から現状の働き方改革が抱える問題点は何か，その解決に向
けどのような方策を講じるべきかを検証する。
同時に，さらに「幸せに働く」ことを推進していくには個人，企業，社会，各々がどのような事
案を考慮していく必要があるのか，先行する諸研究を含めて提言する。
【キーワード】幸福感，幸せに働く，働き方改革，社会関係資本（ソーシャル・キャピタル），
多様性（ダイバーシティ）
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1.

幸福に関連する国際比較データが語る日本の現状
1.1

幸福とは

幸福とは人間が主観的に感じる漠然としたものであり，長らく個人の感情的な問題だと思われて
きた。また，つい数十年前まで，主に心理学者や哲学者が取り上げるテーマだと考えられていた。
しかし近年，経済的価値を高めることと同じように，幸福が人間の意思決定に重要な役割を果たす
ことがわかってきた。そのため，幸福学の研究は現代型経営に必要な新しい潮流として近年，世界
的に盛んになっており，心理学に限らず，経済学，経営学などの学会でも盛んに議論されている。
幸福学とは，幸せに生きるための考え方や行動を「科学的」に検証し，実践に活かすための学問
である。また，様々なアプローチによって，幸福度を測定し幸福度を高めることができることがわ
かってきた（前野，2019；内田，2019）。
幸福を表現する言葉として英語の happiness，well-being がある。happiness は，比較的時間ス
パンの短い，今楽しい，気分，感情に近く，今何かが起こることから始まる動的な幸せである。一
方，well-being は，時間スパンが長い，健康，幸せ，福祉とも訳されている。文字通りに訳すと
well は「良い状態」，being は在り方であるので「良好な状態」ということになる。体が良い状態
を健康，心が良い状態を幸せと解釈すると，happy（楽しい状態）と well-being（良い状態）は重
なり合っているが，異なる意味の言葉と考えるべきだろう。なお，前野（2018）は，「幸福」は
happiness と well-being を含む広い概念として定義している。本稿では，「幸福」を「健康な体に
宿る心の充足」と定義したい。

1.2

主観的「幸福度」の測定

このような幸福学研究の進展と共に，世界各国が国民の幸福度を調査し，国の政策課題に積極的
に取り組む動きが出てきている。国連の関連団体 SDSN1 が毎年発表する「世界幸福度調査（World
Happiness Report）」によると，日本の幸福度指標（well-being score）はここ 3 年，じわじわと
順位を下げており，2020 年は 153 か国中 62 位となり，調査開始以来最悪の順位となっている（図
表 1；図表 2）。上位にはフィンランド，デンマーク，ノルウエー，アイスランドなど北欧の社会
福祉国が占め，先進国であるイギリス，ドイツ，アメリカなども 20 位以内に入っている。幸福度
に順位を付けることができるのは，キャントリルラダー（Cantril ladder）と呼ばれる 11 件法を
用いて主観的な幸福度2 を調査するとともに，①国民一人当たりの GDP，②社会保障制度などの
社会的支援，③健康寿命，④人生の選択の自由度，⑤他者への寛容さ，⑥国への信頼度の 6 項目
1

SDSN：Sustainable Development Solutions Network 2012 年に設立。

2

幸福度は「客観的幸福」と「主観的幸福」に分けられる。主観的幸福は，アンケートなどにより把握するも
ので，包括的に自己評価し，個人が人生の満足度や幸福度をどのように評価しているかを判断する。幸福度
に関する多くの研究は，主観的幸福を対象として議論されている。
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図表 1

国連・世界幸福度調査（2020 年）

出所：World Happiness Report 2020．Figure 2.1：Ranking of Happiness
2017–2019 をもとに作成

図表 2

世界幸福度ランキング

日本の順位変遷

出所：World Happiness Report 2015～2020．
をもとに作成

を加味して順位付けして比較しているからである3。「世界幸福度調査」で日本が順位を下げている
大きな要因は，④人生の選択の自由度（64 位）と⑤他者への寛容さ（92 位）の順位が低いことが
挙げられている。
幸福度調査は他にも，OECD（経済協力開発機構）が，『幸福度白書 How’s Life?』に幸福度指
数（better life index）を毎年出している。暮らしに関する①所得と富，②仕事と報酬，③住居，
④ワーク・ライフ・バランス，⑤健康状態，⑥教育と技能，⑦社会とのつながり，⑧市民参加とガ
バナンス，⑨環境の質，⑩生活の安全，⑪主観的幸福など，11 分野の指標を用いて分野ごとに点
数化を行い，OECD 加盟国間で比較している。2020 年の調査4 でも，上位は北欧の社会福祉国，
先進国の中では日本は最下位で，全体の 40 か国中 25 位となっている。国連の「世界幸福度調査」
との違いは，GDP（国内総生産）などの国全体の経済状況よりも，世帯や個人および幸福の成果
を重視した評価が行われている。日本は上記の 2 つの幸福度測定調査は共に国際的な順位は下位
に位置している。この結果はなぜなのか。
これらの幸福度の正当性をめぐっては，様々な議論が沸き起こっている。
京都大学・こころの未来研究センター内田由紀子は，「世界幸福度調査結果は，概ね客観的な指
標として使用できるが，どの指標に国民が幸福を感じるかは，国によって異なる。順位に一喜一憂
するのではなく，日本の幸福感の中身を考える契機にした方が生産的な議論につながる」と述べて
いる。例えば，欧米人は個人の独立や権利を重視する考え方（個人主義）が強く，個人の獲得系幸
福感。一方の日本を含むアジア人は集団としての価値を重視する考え方（集団主義）が強く，周囲
とのバランスで見られる協調的な幸福感である。自分だけでなく，自分の周囲も幸福であることが
大切であるという意識がある5。幸福度 No.1 を誇るアジアのブータン王国は，「国民総幸福量
GNH（Gross National Happiness）」を社会運営の基盤としている。物質的・経済的な豊かさで
3
4
5

World Happiness Report 2020. Figure 2.1: Ranking of Happiness 2017–2019．
OECD Better Life Index（2020）http://www.oecdbetterlifeindex.org/.
「幸せって何だっけ（オピニオン＆フォーラム）」朝日新聞 朝刊 2019 年 10 月 3 日．前野（2018），p140.
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はなく，幸福のような精神的な豊かさを重んじている。
以上のように，幸福の考え方は文化圏によって異なるということである。しかし，このような文
化の差は見られるものの，日本はグローバル化の下，積極的に欧米文化を取り入れてきた経緯もあ
り，日本社会は若年層を中心に「個人主義」に向かう流れにあると考える。従って，次に述べる社
会的孤立や他者への信頼などの社会問題をさらに悪化させる可能性がある。

1.3

社会的孤立，他者への信頼，および労働生産性

「社会的孤立（social isolation）」も幸福に関連する指標として重要視されている。孤独と幸福感
には負の相関関係があることも，数々の研究から明らかになっている（前野，2019）。2005 年の
OECD の「世界価値観調査6」によると，友人，仕事仲間，社会的グループの人との付き合いの薄
い人の割合「社会的孤立」の各国比較では，日本は最も悪い順位である（図表 3）。OECD は，報
告書で次のようにコメントしている。社会的孤立は社会的災害の現れであると共に原因でもある。
社会的孤立の原因は，家庭の崩壊，失業，病気または経済的困難に続くものであり，一旦社会的に
孤立すると，貢献できるメンバーとしての社会への再統合が困難になるだけでなく，仕事や家族，
友人に関しての個人的な念願を達成することが難しくなる。さらに，悪循環をもたらす可能性があ
ると警告している。「社会から排除されている」という感情は生き甲斐を喪失させ，他の人々との
接触不足は社会的・経済的機会を減少させるとしている7。
2018 年のアメリカ・イギリス・日本の 3 か国の「孤独」に関する国際比較8 では，孤独を「常
図表 3

社会的孤立（OECD：2005 年比較）

図表 4

（注）原資料は世界価値観調査 1999 年-2002 年
Society at a Glance：OECD Social indicators
2005 より作成

6

他者への信頼（OECD：2011 年比較）

出所：Society at a Glance 2011：OECD Social
indicator
Social Cohesion Indicators (Trust)
をもとに作成

2005 年に OECD から発表。『世界価値観調査』の結果。「友人」「仕事仲間」「社会的グループ」の人との付
き合いにどれくらい時間を費やしますか，という質問への回答。

7

OECD（2006），p94．

8

英 誌 エ コ ノ ミ ス ト と イ ギ リ ス の HENRY KAISER 財 団 に よ る 2018 年 “Loneliness is a serious publichealth problem”（孤独は深刻な公衆衛生上の問題）とする孤独に関するレポート。2018 年 4～6 月に 3 カ
国で 18 歳以上の各約千人を対象にした電話調査。
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に」もしくは「頻繁に」感じる人の割合は，アメリカ：22%，イギリス：23%，日本：9% という
結果が出ており，英米に比べると日本は孤独を感じるという人の割合は少ないという結果が出てい
る。しかしながら，家族や友人とコミュニケーションする頻度を見ると違いが顕著になる。常日頃
から孤独を感じているとする英米人の場合，ほぼ半数以上が一週間に少なくとも 2～3 回は家族や
友人とコミュニケーションを図るのに対し，日本人の場合，コミュニケーションの習慣があるのは
20% にも満たない。やはり，日本人はコミュニケーションのための行動が少ない。
さらに，「他者への信頼（interpersonal trust）」は，知らない人々を信頼しているか，という幸
福に関連した指標である。OECD は，他者への信頼はそれ自体が幸福の重要な要素の一つである
としている。2011 年の OECD「他者への信頼調査」9 各国比較によると，傾向として，この分野で
も北欧諸国は信頼度が高い。日本は OECD 平均値に近いほぼ中間に位置している（図表 4）。日本
の信頼度は年々良い増加傾向にあり，9 年間で年平均 3% 増加している。アメリカは日本の信頼度
よりも低い（理由は不明）。自分の周りにいる人々を信頼できないと感じる状況で生活することは
不愉快であり，知らない人への信頼のレベルが低いと暮らし方に重大な制約が生じる。さらに，信
頼は何に依るのか？という点については，信頼は世帯収入レベルと相関関係が強い。また，所得格
差が大きいと信頼度は低下し，肯定的な社会的絆を阻害することが報告されている10。
GDP（国内総生産）から計算される労働生産性（labor productivity）に関しては，日本は 2019
年の労働者一人あたりの労働生産性11 は，81,183 ドル（824 万円/ 購買力平価換算）で，米国
136,051 ドル（1,381 万円）の 60% で OECD 加盟国（37 か国）中 26 位。また，時間あたりの労
働生産性は，47.9 ドル（4,866 円/購買力平価換算）で米国 77.0 ドル（7,816 円）の 62.3% の水準
に相当し，順位は OECD 加盟国中 21 位となっており，かなり低い数字を示している。労働者の
質は国連などのデータでは世界最高のレベル12 でありながら，日本の労働生産性は先進国の中でも
下位に位置している。なお，労働生産性の低下については，日本経済のデフレ傾向，製造業とサー
ビス産業でのホワイトカラーの生産性の低さなどが，主な要因として指摘されている。
以上の数字からも，勤勉で高い技術力を持った働き者であるはずの日本人が，実は労働生産性と
いう観点からも非生産性な働き方であることを示している。前述の「幸福度」「社会的孤立」「他者
への信頼」など，国際順位が低い環境の中で長時間働いている割には，非生産的な労働を行ってい
る現実は直視すべきである。人口減少社会に突入している日本は労働者一人ひとりの生産性を高め
ていかなければならない。

9

調査データは「一般的に言って，ほとんどの人は信頼できると思いますか，それとも人と交流するときは細
心の注意を払う必要があると思いますか？」という質問に基づいている。図表 4 のグラフの数値は，高いレ
ベルの信頼を表明している人の割合（％）を示している。

10

Society at a Glance 2011 OECD Social Indicators. p90.

11

日本生産性本部 労働生産性の国際比較（2020）https://www.jpc-net.jp/research/detail/005009.html．

12

世界経済フォーラム 2016 によると，日本の労働者の質は OECD 内で第 4 位，G7 では第 1 位である。
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日本は GDP 世界第 3 位の先進国であり，個人金融資産合計が 1,900 兆円（1,500 万円/人）も
の資産があり，その治安の良さは国際的にも認められた高い水準にあり，50 年以上も安定した民
主政治が継続しているにも関わらず，幸福感，社会的孤立，他者への信頼など明らかに問題を抱え
た国になっている。日本において，このような幸福を巡る悪い調査結果が出るのは，なぜなのだろ
うか。

1.4

幸福と社会関係資本（ソーシャル・キャピタル）

その大きな原因の一つとして日本では，社会生活のイメージに「大きな変化」があった，と言わ
れている（成田，2019）。
以前の日本型経営は次のような論理がセットになっていた。①個人の企業組織に対する貢献と報
酬の間にタイムラグを設ける，②その結果，組織に長期的に所属することが個人の欲望充足にとっ
て合理的になる，③そのためには，企業組織の長期的存続が必要になる，④結果として個人は短期
的には組織の合理性を優先して行動する（逆に，個人が組織の外に自由に出ることを難しくする）。
さらに，年功序列型賃金・生活給モデル・企業内福祉などがそれに伴って，私的生活と企業社会と
の間には強い関係があった。それを支えていたのは，高度成長の拡大均衡の経済状況であった。し
かし，高度成長期を終え，バブル崩壊を経て，グローバル競争下で不況が長引き，企業業績は悪化
した。そのため，企業は終身雇用を前提とする正規雇用を非正規雇用に置き換えるなどの動きを加
速し，日本的な企業組織構造は次第に成立しなくなった（佐藤，1993；成田，2019）。
つまり，戦後日本には，企業と個人をうまく結びつける「雇用慣行」があった。新卒一括採用し
た人を定年まで雇用する長期の雇用保障制度。勤続年数，年齢に応じて平均的に処遇する年功序列
制度。くわえて，企業別の労働組合組織。このような仕組みが社会構造の中で機能し高度経済成長
を牽引していた。要するに，個人の合理性と組織の合理性を一致させる手段として企業社会が出来
上がっていて，企業と個人との関係では，企業がある種の「共同性」の代替になっていた（佐藤 ,
1993）。しかし，現在は，企業と個人の関係が崩れ，新たな中間的社会空間の非組織的な居場所
（SNS，コーヒーショップチェーン，遊園地など）が成立したものの，それらは何も援助してくれ
ない，何も解決してくれない，というストレスや閉塞感を作り出している13（成田，2019）。
このような問題を解決する取り組みとして，社会関係資本（ソーシャル・キャピタル：social
capital）がある。「社会関係資本」とは，社会的なつながりを意味し，そのつながりの豊かさを
「社会の資本である」と捉える考え方である。具体的には，ボランティアや地域活動への参加，地
域社会での人との信頼関係や結びつきを示す概念であり，社会そのものが持つ力である。日本は今
までは，集団主義的規範の下の社会関係資本であった。つまり，閉じられた互酬性の中での連帯
や，あたかもムラ型の閉鎖社会をモデルとして形成されたような企業社会に特徴があった。しかし

13

成田康昭教授との会話（電子メール）2019 年 10 月 7 日．
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今後は，個人主義的協調行動の社会関係資本，つまり，市民参加型社会関係への転換などに移行し
ていくことが，幸福度を高めていくための道筋と見られている。個人が周囲とのバランスの中で得
られる協調的な幸福感である。具体的には，NPO（非営利団体）や市民活動，地域コミュニティ
への関心などが社会関係資本を醸成させる側面として取り上げられている（稲葉，2007；稲葉，
2011）。
しかしながら，この社会関係資本においても，国際比較データで日本は悪い調査結果が出てい
る。国の豊かさを示す，レガタム繁栄指数（Legatum prosperity index）がある14。経済的および
社会的繁栄に関する各国の政策と現状を評価するもので，世界 167 の国と地域を 12 の指標に関し
て分析している。2020 年の繁栄指数の国際比較では，日本は 167 か国中 19 位と上位に位置して
いるものの，特筆すべき特徴は，この繁栄指数を構成する「社会関係資本」指数が他国に比べて著
しく低いことである。2020 年は 167 か国中 140 位（2019 年は 132 位）。日本は他の構成指数の
「安全と治安」は 7 位，「健康」2 位，「教育」9 位などが世界的に見てもトップクラスであるにも
かかわらず，この「社会関係資本」の劣悪さが影響して国の豊かさは総合順位 19 位に甘んじてい
る現状がある。
「社会関係資本」指標が低いのは，NPO や地域活動などの共同体に対する関心が希薄であり，人
間関係が疎遠になっていることを意味している。その根底にある原因は，産業の発展による都市
化，核家族化，少子高齢化，格差社会など様々な社会的要因があると考えられている。
以上のような国際比較データからわかることは，日本が「豊かさのわりに幸福を実感しにくい」
状況にあること，またその要因は，他国に比べて圧倒的に低い「人生の選択の自由度」「他者への
寛容さ」，さらに，「社会関係資本の劣悪な環境」があると推察される。

2. 「幸せに働く」意義と経済的価値
「幸せに働く」とは，どういうことだろうか。日本経済は，1955 年～1973 年の高度経済成長期
に年平均で 10％もの成長を続けた。この高度経済成長期には，終身雇用制度，年功序列制度といっ
た長期雇用を前提とした〝日本型経営〟が浸透し，労働者が企業のためにすべてを犠牲にして働く
ことが美徳とされてきた企業文化が存在した。このような過去の歴史も重なり，「働くことは人生
そのもの」という考えが，一般的な日本社会の根底に残っているように思う。人生の中で最も多く
の時間を費やすのが働く時間である。また，労働の対価として賃金によってもたらされる満足感だ
けでなく，働くことそのものに価値があることは，多くの人が実感するところである。「幸せに働
く」とは，働くことに幸せを感じることであり，仕事が人に生きる喜びを与えてくれるということ
14

イギリスの民間シンクタンク「レガタム研究所」が毎年発表する世界各国の繁栄指数（Prosperity Index）。
安全と治安，個人の自由，統治，経済の質，社会関係資本，ビジネス環境，教育，健康，自然環境など 12
指標を高度に組み合わせている。「社会関係資本」指数は，家族との関係，社会的ネットワーク，対人的な
信頼感，組織への信頼感，社会参加の 5 つから算出。Legatum prosperity index 2020.
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である。さらに，その喜びが，幸福感を抱き，社会的孤立を防ぎ，他者への信頼を高め，ストレス
軽減につながっていく。では，どのような仕事に接したときに人は幸せを感じるのだろうか。これ
に関しては，様々な研究成果が報告されている。
ギルバート（2018）は，職場における幸福は，高い給料や肩書など幸福を増進すると考えられ
てきた固定的な状態よりも，同僚との会話，携わっているプロジェクト，日々の仕事の貢献などに
よって，大きく左右される。しかも，仕事に関して，適度に挑戦しがいがある時，すなわち，困難
ではあるが，手が届かなくもない目標を達成しようとしている時に人は最も幸せになることがわ
かっている，と分析している15。また，マッキー（2018）は，職場での幸福に関しては，単純な事
実がある。それは，幸福な人ほど有能な働き手である。仕事と同僚に対してエンゲージメントを
持っている人は，より懸命に，かつ，より賢明に働くという結果が出ている。くわえて，職場で十
分にエンゲージメントと幸福感を得るためには，仕事に対する展望，意義ある目的，さらに，共鳴
する人間関係が必要だと指摘している16。幸せに働くには，幸せに働く機会を増やすことが肝要で
ある。そのためには，個人は職場での自分の価値観に合った働き方を自分で探しそれを実現するこ
とであり，企業は個人が多様な働き方が実現できる環境を整備することだと言える。
一方，幸せに働くことにより，どのようなパフォーマンスが期待できるだろうか。様々な幸福学
の研究により幸福が経済的価値を創り，人間の意思決定に重要な役割を果たすことがわかってき
た。最近は学者も経営者も一様に労働者の生産性を高めることを強く意識し始めていることもあっ
て，幸せに働くことを生産性向上の手段とすることは，最近の企業の間で盛んになっている。
生産性に関する幸福学研究成果の一例を挙げると，リュボミアスキー/ディーナーら（2005）の
論文によると，幸せな従業員は不幸せな従業員よりも創造性が 3 倍高く，生産性が 31% 高く，売
上は 37% 高い。また，欠勤率が低く，離職率が低く，組織を助け，外交的で，知的で，創造的で，
情緒が安定し，健康であり，長寿でもある17，という報告が出されている。なお，英国ウォーリッ
ク大学のオズワルドら（2015）は，英国の大学生を対象にいくつかの経済実験を実施し，幸福度
と生産性の間に因果関係があることを実証した18。スプレイツァー/ポラスら（2018）が安定的に
高業績を上げる組織の秘訣について調査したところ，「幸福感を抱く社員は，そうでない人と比べ
て長期にわたって高いパフォーマンスを上げる」ということが明らかになっている。欠勤が少な
く，離職率が低く，求められた以上の働きをし，自分たちと同様に意欲の高い人材を引き寄せてい
ると分析している19。つまり，これらの研究成果は，「幸せに働く」ことが企業の生産性を高め価
15

ギルバート（2018），pp.33-46．

16

マッキー（2018），pp.14-19．

17

Sonya Lyubomirsky, Laura king and Ed Diener, The Beneﬁts of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success? Psychological Bulletin, Vol. 131, No. 6, 2005, pp.803-855.

18

Oswald, J., E. Proto, and D. Sgroi.（2015）Happiness and productivity. Journal of Labor Economics,

19

スプレイツァー/ポラス（2018），p94．

33（4）. pp. 789-822.
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値向上に直結することを証明している。
なお，当然のことながら，幸福と健康状態の間には正の強い相関関係がある。複数の国で実施さ
れた多くの調査を分析した世界幸福データベースの総合評価でも，両者の強い相関関係が明らかに
なっている。これは素直に理解できる。病気になって幸福を味わうのは難しい。健康状態と主観的
幸福の関係は従業員の「健康」が，企業組織や社会がうまく行っているかどうかを示す重要な指標
であることを裏付けている20。
また，働くことによって得られる収入と幸福の関係に関しては多くの研究がある。カーネマンら
（2010）が行なった研究21 によると，「生活満足度」は収入と比例する傾向にあるのに対し，「感情
的な幸福」は，年収が 75,000 ドル（110 円/ドル換算で約 825 万円）になるまでは年収と比例す
るが，それを超えると感情的幸福と年収との相関はない，という研究結果がある。同様に，長期的
に見れば，収入と幸福の相関は低く，収入が増大しても，主観的な幸福は高まらない傾向にある。
以上の研究成果により，幸せに働くことが労働生産性に大きく寄与することが明確になってい
る。前段で述べたように，労働生産性に関しては，日本は労働者一人あたりの労働生産性が他の先
進国よりも低い順位にあり，OECD 加盟国 37 か国中 26 位，主要先進 7 か国では最下位の状態が
続いている。従って，労働生産性をいかに向上させるかが緊急の課題となっている。
労働者一人当たりの労働生産性は【付加価値÷労働者数】で表される。労働者がどれだけ効率的
に成果を生み出したかを定量的に数値化したものであり，労働生産性の向上は，経済成長や経済的
な豊かさをもたらす要因とみなされている。人口減少時代に即して付加価値の高い商品開発やサー
ビスにシフトしていくことは当然であり，設備投資を含めた資本増強，労働者の質向上，技術革新
など様々な政策が国および企業で講じられている。一方で，「幸せな働き方」による労働生産性向
上も大きな取組みの一つとして期待される。

3. 「幸せに働く」視点から働き方改革を検証する
3.1

働き方改革の基本的な考え方

日本政府の「働き方改革実行計画」では，一億総活躍社会を作るための最大のチャレンジであ
り，働く人の視点に立って，労働制度を抜本的に改革し，企業文化や風土も含めて変えようとする
ものである。また，労働生産性については，働き方改革こそが，労働生産性を高める最上の手段と
して位置づけ，生産性向上の成果を働く人に分配することで，賃金の上昇，需要の拡大を通じた成
長を図る「成長と分配の好循環」が構築されるとしている。
また，2018 年 7 月に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」
20

フェファー（2019），pp.41-43.

21

前野（2018），p63．pp.253-254．原資料：米国の行動経済学者ダニエル・カーネマンと経済学者アンガス・
ディートンは，米世論調査企業ギャラップ社が 2008～2009 年に実施した米国民の健康と福祉に関する調査
「Gallup-Healthways Well-Being Index」の回答 45 万人分を分析した。
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の冒頭には，次のように記されている。「労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択で
きる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため，長時間労働の是正，多様で柔軟な働き方
の実現，雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための処置を講ずる22」つまり，働き方改
革は 3 つの現状課題の取り組みを行うことを柱としている。具体的な改革の内容を見てみよう。
第 1 の取り組みは，長時間労働の是正である。労働時間などに関する改正として，時間外労働
の上限の明文化が行われた。過労死問題に代表されるように，長時間労働による労働者の健康被害
が問題となっており，長時間労働を防止するため，労使間で三六（さぶろく）協定23 を締結したと
しても，1 か月につき 45 時間，1 年につき 360 時間を超える時間外労働をさせることが認められ
なくなった。年次有給休暇については，特定の労働者に対して，使用者側は時季を指定して 5 日
以上の年次有給休暇を付与する義務が課せられる。
第 2 の取り組みは，多様な働き方の実現である。従来のフレックスタイム制に加え，高度プロ
フェッショナル制度が新設された。この制度は，年収が 1,075 万円以上で，職務範囲が明確な高度
な専門知識を要する業務に従事する労働者に対しては，成果に応じた報酬制度を導入することがで
きる。この場合，労働時間，休日労働，深夜労働に関する制限は適用されない。裁量労働制は拡大
の方向。ただし，長時間労働を防ぐために労働時間を客観的に把握するよう企業側に義務付けた。
第 3 の取り組みは，雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保である。1990 年代前半までは非
正規社員の割合は 20% 程度。その多くがパートやアルバイトのため，大きな社会問題にはならな
かった。ところがその後，契約社員，派遣社員などの非正規社員が増え続け，現在は 40％に近い
数値となっている。しかも，年齢別でみると，非正規社員が子育て世代（25 歳～44 歳）に広がっ
ている現状がある24。このような状況を考慮して，働き方改革では「同一労働同一賃金」の実現を
重要施策として捉えている。同一労働同一賃金は，同じ仕事なら同じ賃金という意味だが，働き方
改革では「不合理な格差を違法とする」考え方をとっている。これは正規/非正規という雇用形態
の違いによる不合理な待遇格差の是正を目指すものである。さらに，賃金の総額ではなく，項目
（例えば手当て）ごとに不合理かどうかを判断することを明確化した。従って，企業は今までのよ
うな，正規/非正規の待遇格差理由を，「正社員だから」「長期雇用のため」といった曖昧な説明で
はなく，今後は，賃金差を生じさせる職務内容を細かく規定するなど，その合理性を証明せざるを
得なくなる。
働き方改革全体を俯瞰すると，「残業に関しては上限を規制する。正規/非正規の待遇格差は認め
ない。多様な働き方により，働きやすい環境を実現する。高度プロフェッショナル制度の導入およ
び裁量労働制の拡大により，労働時間規制の緩和を行う」ことを企図したものと解釈できる。

22

厚生労働省 働き方改革実行計画（2017）．HP https://www.mhlw.go.jp/content/000474499.pdf．

23

従来から施行されている時間外・休日労働に関する労使間の協定。「労働基準法 36 条」が由来。

24

厚生労働省（2020）『令和 2 年版厚生労働白書―令和時代の社会保障と働き方を考える―』．
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3.2

働き方改革を巡る意識調査

2017 年に日本経済新聞社と日経リサーチは，「働き方改革を巡る意識調査」結果を発表した25。
上場企業 301 社の企業側から見た，自社で取り組む働き方改革の優先課題については，「長時間労
働の是正」が 73％，「女性の活用」67%，「子育てや介護などと仕事の両立支援」65％が続く。一
方，従業員（正社員）から見た意識調査では，上位は「安定した給与」38％と「人員の適切な配
置」37％となっている。働き方改革の捉え方は，企業と従業員では微妙に異なっている。
働き方改革への取り組みに積極的である企業に対して重視する働き方改革の目的を尋ねたとこ
ろ，「従業員のモチベーション向上」が 32.4％でトップ。次いで，「人材の定着」20.2％，「生産性
向上」13.5％が上位となっている。企業側は働き方改革により「従業員のモチベーションを上げ，
生産性を上げ，やがて企業のイメージ向上へと繋がっていくことを期待している」ものと解せる。
3.3 「幸せに働く」視点での働き方改革の問題点と方策
働き方改革は，以上のように長時間労働の是正，多様で柔軟な働き方の実現，雇用形態にかかわ
らない公正な待遇の確保等のための措置など，課題解決型のアプローチをとっている。ただし，厚
生労働省の働き方改革に関する文章は，ごく一般的な内容であり，働く人の幸せに働くという心情
に配慮している気配は読み取れない。それどころか，日本政府が進める働き方改革の目指す方向性
の中に，幸せに働く機会提供のための創意工夫は皆無と言ってもよい。あたかも，一億総活躍社会
を実現するという合意や，経済成長に邁進するという前提が国民の間に有るかのような働き方改革
にみえる。経済成長や，やみくもな生産性向上にばかり拘泥するのではなく，「働き方の質そのも
のの改善」も重要な改革のテーマではないだろうか。
そこで以下では，「幸せに働く」という視点での働き方改革の問題点と方策を提言したい。
（1）第 1 の問題点は，長時間労働の是正が単なる時短としての改善に留まっていること。
働き方改革で最も重要視されているのが，長時間労働の是正である。残業時間の上限規制や年次
有給休暇の取得義務が初めて法律に明記された。違反した場合，企業名の公表や刑事罰などが科せ
られる可能性がある。この背景には，一部の企業で起こった過労死や過労自殺の事件がある。規制
がなければ労働者に対して長時間労働を強いる企業倫理に欠けた経営者が存在することは事実であ
り，働き過ぎを防止することで労働者の健康を守り，安心して働けるルール作りが必要なことは言
うまでもない。しかし，現在のような長時間労働の是正だけでは，「時短による効率化」など，部
分的な施策に留まる結果となり，それは単に「改善」あるいは「残業代削減」でしかない。
企業は長時間労働の問題をもっと経営戦略の一環として考えていく必要がある。
その一つが健康と幸福の関係に関する経営者の認識の問題。長時間労働が健康におよぼす有害な
影響は，疫学的に立証されている。その一方で，長時間労働が企業に利益をもたらすという証拠は

25

「働き方改革を巡る意識調査」日本経済新聞 p3．2017 年 1 月 10 日．
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ほとんどない。さらに，従業員の健康状態と生産性にも相関関係があり，従業員の疾患による生産
性低下がもたらす損失は，健康を取り戻すために要する直接コストの 4 倍に達するという26。さら
に，長時間労働と生産性の関係では，OECD は 1990 年～2012 年における加盟国の一人当たり労
働時間と労働者一人あたりの労働生産性の関係をグラフ化している。このグラフを見る限り「労働
時間が少ないほど生産性は上がる」ことが一目瞭然である27。
問題なのは，多くの経営者が，このような従業員の健康や幸福に関する認識が薄いことである。
従業員の健康増進を掲げ，人事戦略の柱の一つに据え，職場環境の改善に努めることが必要であ
る。さらに，長時間労働を避け，効率的な仕事を心掛け，その作られた時間を社会的ネットワーク
参加に振り向ける，いわゆるワーク・ライフ・バランスに配慮したソーシャルサポートを従業員に
喚起する取り組みも必要ではないだろうか。後述するように，こうした企業側の姿勢は社会関係資
本構築という観点からも有意義である。
もうひとつは，上昇志向の強い人に対する長時間労働規制の問題。30 歳前半～40 歳前半にかけ，
仕事を任せられ，創造性が求められるクリエイティブな職務に従事している人は，とかく長時間労
働になりやすい。このような労働者が労働時間規制を受けた場合，その人の仕事を制限することに
なり，働き方の選択の自由を奪うことになる。自分の仕事に前向きに，無我夢中になるまで仕事を
した人は大きく成長し，中途半端な仕事をしていたら人は成長しない。本来，企業は最大のパ
フォーマンスを発揮できる人に，働く自由を与えれば，逆に人は，高いモチベーションを発揮して
企業へ最大限の貢献をするはずである。では，どのような対応が必要だろうか。本来，このような
例は，労働時間の制限がない「高度プロフェッショナル制度」で対処すべき事案だが，この制度
は，年収が 1,075 万円以上で，職務範囲が明確な高度な専門知識を要する業務に従事する労働者と
いう規定があり一般職での適用は難しい。労働者の健康に十分配慮した上で，「裁量労働制」以上
「高度プロフェッショナル制度」以下の，一般職向けの労働時間規制を緩和した新たな制度を検討
すべきではないだろうか。
（2）第 2 の問題点は，自らが多様な働き方を選択する法的権利がないこと。
今回の働き方改革法案が施行されても，多様な働き方に関して，どういうふうに働きたいか，ど
のくらい働きたいか，どこで働きたいか，などの条件を自由に選択することは簡単ではない。現
在，その方法や内容は企業によって格差があり，法律の定めもない。働く人が男性，女性，外国
人，高齢者に関係なく，また子育て中の人や要介護者を抱えた人だけではなく，全ての働く人が平
等に時間と場所の勤務形態を自ら自由に選択して決める権利が存在すれば，幸せに働く環境作りが
生み出せるのではないだろうか。「選択の自由」な権利とは，どこで働きたいか，1 日に何時間働
きたいか，週に何時間働きたいか，などを働く人自身が決める権利を法律で定めることである。
26

フェファー（2019），p44. p139. p154.

27

World Economic Forum, March 4, 2016 “Does working fewer hours make you more productive?
https://www.weforum.org/agenda/2016/03/does-working-fewer-hours-make-you-more-productive.
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神戸大学・西村らのチームの調査結果28 によると，日本人が抱く主観的幸福感には所得や学歴よ
りも「選択の自由」が強い影響を与えていることが，アンケート調査で分かったと発表している。
調査結果は「自分が選択し，責任を持つことが，満足度や幸福感により強く影響している」と分析
している。すなわち，多様な働き方に関する「選択の自由」は幸せに働くことにつながることを意
味している。このことは，「世界幸福度調査」での日本は「人生の選択の自由度」の順位が低いと
いう結果とも通じている。
オランダは，このような「選択の自由」が法律で守られている29。つまり，「どこで」「何時間」
「週に何日働くか」などを自分で決める権利が全ての人に法律で定められている。基本的に企業は，
労働者からの多様性に関わる要望があれば受け入れる義務がある。これは，全ての労働者が平等に
認められた権利である。例えば「子供を朝，保育園に送るために，始業開始を半年間 1 時間遅く
したい」といったことが，オランダでは当たり前のように受け入れられ，実行されている。従っ
て，利用に際して引け目を感じることも無い。さらに，働き方の変更による福利厚生の差はない。
労働時間が 10% 減れば，給与も 10% 下がるだけで，その他の条件の変更はない（秋山，2017）。
自分の働き方を自ら選択することができるということは，女性のあらゆる社会での活躍とも密接
に関連している。女性の労働力率の現状を年齢階級別に見ると，日本は 30 歳代で労働力率が低下
する，いわゆる M 字カーブを描いているが，北欧諸国や日本以外の先進国では，このようなくぼ
みは見られない。この背景には，日本は依然として結婚，出産，子育てを機に就労を中断する女性
が多いことが挙げられている。
働く意欲を持つ女性が労働市場に進出しないのは，大きな経済的損失である。特に現在の環境変
化に柔軟に対応していくには，同質的な集団からの脱却が必要不可欠である。企業における人材の
多様性，働く場所と時間の選択性，経済合理性は相互につながっており，従業員にとっても，多様
性に対する寛容さは非常に重要である。女性が働きやすい社会とは，どのようなものだろうか。こ
の課題に関しては 2 つの解決法がある。一つは女性の出産，子育て後の職場復帰。もう一つは家
事や子育てをしながら働くことが出来る社会である。
グラットン/スコット（2018）は，「これまで多くの一般的な人々の勤労期間（仕事に関わる期
間）は，約 40 年と言われている。そして，いま進んでいる長寿化は，私たちすべてに少なからず
影響を及ぼす。平均寿命は大幅に延びる。人間の寿命が延びれば 70 代，80 代まで働くことが当た
り前となっていく。従って，長寿化と共に，勤労期間は今後さらに伸び，50 年～60 年になる可能
性がある」と暗示している30。要するに，出産や育児で仕事を休むというのは，長い人生の中で見
れば，極めて限定的な期間である，ということを意味している。むしろ，出産や育児，不妊治療と
いった例外的な期間が足かせとなって，目指しているキャリアを諦めざるを得ない状況にしてしま
28

「神戸大学西村和雄 2 万人へのアンケート調査」日本経済新聞 p34. 2018 年 9 月 4 日．

29

オランダの「労働時間調整法（通称パートタイム労働法）」2000 年施行．

30

グラットン/スコット，pp.18-20．
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うことが問題である。一旦仕事を離れた女性が，離職前のスキルを保持したまま社会復帰すること
は，国の経済にとっても，企業にとっても，私的生活にとっても良いはずである。働き方をライフ
ステージに応じて柔軟に選択できるオランダの考え方は，日本が参考にすべき課題と言える。
（3）第 3 の問題点は，働き方改革での雇用システム再構築の方向性が不透明なこと。
同一労働同一賃金に関連して，非正規社員は全廃して，労働時間だけが異なり他の待遇は全く正
規社員と同一にするという取り組みが本格化している。「不合理な待遇格差」の改善は，幸せに働
く環境を創出していくことは言うまでもない。結果として，今後「正社員数」が拡大していけば，
企業は，正社員の賃金（手当てなど）を減額するか，あるいは，何らかの評価方法で社員間に賃金
差を付けなければ人件費の原資を維持できなくなる。よって，将来的には，裁量労働制や高度プロ
フェッショナル制度の延長線に必然的に大半の一般正社員も成果給のような賃金・人事制度が徐々
に広がっていく可能性がある。
他方，経済界の動きとして，2018 年以降，経団連は「日本型雇用制度は限界が顕在化している」
として，年功序列ではなく，職責や成果で評価する仕組みや専門職を生かして働く「ジョブ型」雇
用を提言している。背景には，経済のデジタル化に伴う産業構造の変革や，グローバル規模で激化
する競争を勝ち抜くには，柔軟に組織や事業を変革する仕組みが不可欠であり，年功序列型賃金・
生活給モデル・企業内福祉などを前提とした現在の日本型雇用制度では働き手のキャリア形成を阻
害しかねないことを問題としてあげている。
このような社会環境の変化の中，2019 年に働き方改革が施行された後，「ジョブ型」雇用を，現
在の「メンバーシップ型31 正社員」に適用する企業が相次いでいる32。「ジョブ型」雇用とは，労
働者の能力を評価するのではなく，ジョブ（職務）の成果物により評価を行うものである。会社を
「ジョブの束」と考え，ジョブごとにスキルに合った担当者を当てはめ，職務内容や責任範囲を明
確化してジョブ・ディスクリプション（職務記述書）として落とし込む。企業は「ジョブ型」雇用
により，成果を重視した人事制度に移行したいという思惑が前面に出ており，20 年前に失敗した
「成果主義 33」の賃金・人事制度の代替として位置付けている。その結果，多くの誤解も生じてお
り，「ジョブ型」雇用の生みの親である濱口（2020）は，メディアを通じてそうした誤解を正して
いる 34。
31

会社を「人の集まり」とみなし，人を雇って諸々の仕事を与える雇用形態。企業という「共同体」のメンバー
になるという意味で「メンバーシップ型」と呼び，日本の労働社会の特徴でもある。

32

2019 年 12 月 26 日の日本経済新聞「社長 100 人のアンケート」の調査結果では，ジョブ型雇用を導入して
いる企業は 43.8%，導入を検討している企業が 19.4% と，全体で 6 割を超える企業が前向きの姿勢を示して
いる。

33

当時の「成果主義」は，バブル経済崩壊後の年功序列型の賃金制度からの脱却が目的だった。成果の評価基
準が不明確な上に，年功制を否定した短期型の職能給制度だったため，批判がわき起こり，「年功序列制度」
への回帰を訴える『虚妄の成果主義』（高橋伸夫，2004，日経 BP 社）が話題になり，日本型雇用システム
には「成果主義」は合わないとされてきた。

34

「ジョブ型は成果主義じゃない

広がりどうみる」朝日新聞朝刊 2020 年 12 月 7 日．
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慶応義塾大学の鶴光太朗らの研究によれば，「ジョブ型正社員」は，従来型の「メンバーシップ
型正社員」と比べると，給与は 4% 程度低いものの，仕事の内容や労働時間に対する満足度が高く，
ストレスや不満が少ないことが報告されている35。統計データを見る限り，弱いながらも，ジョブ
型雇用は幸福と有意な正の相関関係が認められるようだ。「ジョブ型」雇用を巡っては，個人主義
化や専門職化が浸透していく中，ワーク・ライフ・バランスでの安定した働き方として率先して検
討すべき制度であろう36。ただし，その定義や適用範囲，成果物評価の仕組み，先行する「裁量労
働制」や「高度プロフェッショナル制度」との位置づけ，などが不明確であり整理が必要である。
今後，「ジョブ型」雇用制度が，働き方改革の実践と共に，従来の日本型雇用システムに替わる
新たな雇用システムになるかどうか，また，幸せに働く環境を実現する仕組みになり得るのか，そ
の方向性は依然として不透明である。日本型雇用システムと現在の社会状況の変化を受け，過度に
保守的にならず過度に革新的にならず，冷静に日本の雇用システムの再構築を検討していくことが
肝要であると考える。
以上，3 つの問題点と課題を提示したが，全般を通じて感じるのは，日本政府は「働き方改革」
や「成長戦略」といった仕組みにより日本社会全体の労働生産性を上げ，付加価値つまり GDP の
押上げを狙っているものの，そこには「幸せに働く」という視点が大きく欠如しているということ
である。働き方改革は，仕事が楽しい，自分が企業を含めた社会の役に立っていると実感すること
ではないだろうか。働く人を取り巻く環境を考慮すると，様々な改革の余地があるのは事実であ
る。改革の方向性は，それによって働く人や家族が幸せになるものでなければ意味がない。今後，
「幸せを基準」とする，現場の実情に則した法律になるよう議論を行い，一定の時間を掛けて働き
方改革法案を修正して行く必要があるのではないだろうか。

4.

今後「幸せに働く」ために個人，企業，社会が考慮すべき事案の提言
端的に言って，幸せに働くという議論に関しては，働き方改革を契機に社会全体で変わろうとす

る「姿勢」がきわめて重要である。幸福度や労働生産性に関しても，日本の立ち位置が次第に低く
なっているのは事実である。日本が直面している問題から目をそらさず謙虚に向き合っていくこと
が基本である。その上で今後，さらに幸せに働くことを推進していくには個人，企業，社会，各々
がどのような事案を考慮すべきなのか，また，社会・企業・個人が一体となって相乗効果を出して
いくにはどのような社会空間が必要なのか，先行研究を含めて提言したい。

4.1

個人

多様性，グローバル化，格差社会，少子高齢化，人口減少，持続可能な社会など，現代社会の課

35

経済産業研究所（2016）「多様な正社員の働き方の実態」．pp.8-15

36

濱口（2013），p229.
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題は，実に複雑で相互に絡み合っている。従って，筆者らが以前受けた教育では解決不可能なもの
になっている。現在の社会の生きづらさに立ち向かい，幸福を勝ち取るには，最新の旬な研究成果
を学び，自らが考え，新たな生き方や価値を創造する力が求められていると考える。特に，現状を
打開するための個人の主体的な営みが重要な鍵を握る。
ダイバーシティ（diversity）を意味する「多様性」とは，もともとは，多様な人材（国籍・年
齢・性別）の多様な働き方を認め活用することを意味している。一つの組織に多様な人がいる，い
わゆる「組織内ダイバーシティ」を受容していこうとする考え方である。他方，個人に関しては
「ダイバーシティ不足」が懸念されている。長期にわたる日本型雇用慣行により，同質化された組
織・企業，同調型のモノトーンな考え方などにより，異なる意見・新しい考え方を「良し」としな
い固定観念がイノベーションを阻害していることが指摘されている。グローバル化，デジタル化な
ど多様なビジネス変化の潮流を捉えていくには，個人（自分）が多様な人に変わっていく必要があ
る。これに関しては，個人内多様性（Intrapersonal diversity）という考え方がある。近年の研究
で注目されている概念で，「一人が様々な経験をした結果，その人の中に様々な知見・情報・経験
を持っている」状態を意味している37。個人（自分）の多様性と捉えてよい。しかも，これまでの
研究で個人内多様性が高い人は，パフォーマンスが高くなる傾向が複数の実証研究から得られてい
る（入山，2019）。要するに，様々な経験を積んで多様な人と付き合うことにより新たな「知」が
創造でき，パフォーマンスが高まるという。さらに個人内多様性は幸福とも関連してくる。①自分
が多様な人に変われる，②多様な人との付き合いが多い，このことが個人の「幸福」につながるこ
とが研究発表されている（前野，2019）。つまり，「幸福」「多様性」「パフォーマンス（創造性）」
は，高いつながりがあることを意味している。今後，「個人内多様性」は益々重要な概念になって
いくだろう。

4.2

企業

日本では企業は長らく，終身雇用制度や年功序列制度で労働者に対して安心して働ける環境を提
供してきた。しかし，日本経済が思うように回復できない現在，企業と労働者は新しい関係を築く
必要性に迫られている。前段で言及した「個人内多様性」を促進させる取り組みも企業側の重要課
題であり，さらに労働者に多様な働き方を認め，労働者はその環境で成果を出して働く。このよう
な好循環を創り出すことが働き方改革の大きな役割だと言える。幸せに働く従業員を増やすことが
企業の生産性を高めることにつながることは，先行研究で明らかになっている。つまり，社員が働
くことに幸せを感じるなら，組織に対して献身的になり，パフォーマンスも向上することが実証さ
れている。それは，企業と幸せな社員との間に信頼関係が深まり，両者が一体となって信頼に基づ
いた仕事の改善が進む。信頼はモチベーションに変わり，企業の生産性は向上する，という好循環

37

入山（2019），pp.751-754.
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が生まれるからである。
このように，幸せに働くというのは，制度や環境ではなく，自分が積極的に働きたいと思えるモ
チベーションが基本にある。さらに，モチベーションの源泉は企業哲学にある。誰もが企業内で自
由に発言し，企業哲学や経営ビジョンを共有するという一体感が働き方を進化させる（真山，
2019）。
これに関連するテーマとして，グラットン（2012）は，著書の中で企業経営者へ手紙を書いて
いる。「この先 20 年間は世界中のリーダーにとって，ことのほか厳しい時代になる。仕事に関す
る常識の多くは根本から揺らぎ，その多くは捨てられるだろう。透明性が高まる未来の世界で社員
38
とメッセージを送って
の意識を高めるために必要なことは，何といっても経営者の行動である」

いる。インターネットや SNS（Social Networking Service）など情報の透明性が高まる結果，労
働環境や雇用条件，待遇に対する透明性が高まっていくことは自明の理である。その結果，競争優
位の源泉である優秀な人材の争奪戦が激化していくと予想される。従って，企業が優秀な人材を引
き付けようと思えば，経営者は従業員が意欲的に働いてくれる環境を作り，従業員との良い関係を
維持していくことが欠かせない要素である。
さらに，幸せに働くための組織形態も変革が必要である。従来のピラミッド型組織形態での上位
下達の命令系統では，個人の能動的な考えや行動が抑えられるため，幸せな働き方にはつながりに
くい。次世代型組織と言われる「ティール組織」は，「個」が埋没した従来型組織から，個人の自
主性を尊重した組織への大転換を意識した経営手法であり，幸せに働くことを実現するための組織
形態の一つの取り組みとして期待したい。「ティール（Teal）」とは，ラルー（2018）で提唱され
た「ティール組織」に由来する39。「ティール組織」は組織マネジメントのパラダイムシフトとし
て「信頼」の上に立脚した組織運営形態だと言える。上司－部下といった階層関係は存在しない
が，「平等」の意味ではない。組織階層やコンセンサスに頼ることなく，同僚との信頼関係の中で
物事を決めていくシステムである。また，組織の目的と将来の方向性を常に認識して追求し続ける
姿勢により，組織は一つの「生命体」として進化し続けることができるという。このように，
「ティール組織」には，働く人の幸福感を高めるための様々な文化特性が備わっているため，自分
らしい，やりがいのある働き方につながっていくと推察する。
幸いなことに，日本の製造業やサービス業のいわゆる「現場」では，ティール組織に類似した協
業重視のチームワーク組織がすでに出来上がっている。日本の自動車産業で培われた，現場改善や
QC 活動などの小集団活動である。状況に応じて互いを信頼しながら適材適所の働き方により，
チームワークを発揮し，互いの信頼関係での「擦り合わせ」によって価値を生み出すインテグラル
38

グラットン（2012），pp.377-378．

39

フレデリック・ラルーは，時代と共に進化する組織を色にたとえ，最初の組織形態は衝動型組織＝赤，続い
て順応型組織＝琥珀，達成型組織＝オレンジ，多元型組織＝緑というように，その組織発達具合に沿って色
が変化していく。青緑（ティール）は発達の進んだ「進化型組織」を示している。
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型の組織形態であり，他国には無い強みとして大いに期待できる。

4.3

社会

最後に，「社会」の影響と変化については，先でも問題提起した日本の「社会関係資本」を見直
し，幸福感や社会的な信頼感を蘇生していくことは非常に意味深い。
ギルバート（2018）は，幸福の要因に関する科学的な文献のすべてを一言で要約するなら，そ
れは「社会性」であり，さらに，「利他主義を実践する」ことであると結論づけている40。他人を
助けることは，自分にできる最も利己的なことの一つである41。フライとスタッツァー（2012）の
研究によれば，「ボランティア活動に参加すると幸福度は高まる」という研究結果が出ている42。
内閣府による調査43 でも何らかの社会貢献活動に加わっている人の幸福度は，「関わりたいと思う
が，余裕がなくてできない」と思う人よりも高い数値を示している。つまり，ボランティア活動や
社会貢献活動は，誰かを支えようとする自分自身こそ，まず幸福にしてくれる42 という大きな効果
がある。
パテル（2019）は，「幸福のパラドックス」の中で，GDP は幸福度を測る物差しとしては不十
分であり，幸せはマネーを得ることではなく，他者にマネーを差し出すことによって手に入ると指
摘した上で，次のような結論を出している44。①寛大さが直接，幸福に結びつくわけではない，②
幸福であっても，寛大になるわけではない，③金持ちであっても，寛大になったり幸福になったり
するわけではない，④心が満たされると寛大になり，幸福を感じる。
心が満たされるとは，どういうことだろう。社会関係資本の本質について，パットナム（2006）
は「社会的ネットワークは重要であり価値を持つ」と述べている。社会的ネットワークの領域は広
範囲にまたがる。最も公的な領域は選挙などの政治への参加。コミュニティ団体，労働組合，専門
職組織などの団体活動。慈善運動やボランティア。スポーツ・文化活動，飲み友達などの個人相互
を結びつけるインフォーマルなつながりなどがある。人々のこのような協調行動を活発にすること
によって，社会の効率性を改善できるとしている。また，社会関係資本には個人に帰属する「私
財」と集団や社会に帰属する「公共財」としての規範とネットワークがある。私財とは「信頼」で
ある。さらに，つながりに富む個人も，つながりに乏しい社会にいると生産的になれない。逆に，
つながりに乏しい個人も，つながりに富む社会では生産的であり得るとしている45。このように，
社会的ネットワークは，互恵的関係規範の形成を助長し，社会的信頼感（人々が仲間の市民を信頼

40

ギルバート（2018），p34．

41

前野（2018），pp.34-37．

42

フライ/スタッツァー（2005），p150.

43

内閣府経済社会総合研究所（2011）「若年層の幸福度に関する調査」．

44

パテル（2019），pp.52-53．

45

パットナム（2006），pp.14-20．

― 244 ―

する一般的な性向）を高めると指摘している。さらに，社会的ネットワークと幸福との関係につい
ては，50 年にわたって行われた様々な研究がたどり着いた唯一最大の共通の結論は，幸福とは人
が有している社会的なつながりの広がりと深さによって最もよく予測されるとしている46。先に指
摘したように，日本の「社会関係資本」は国際比較データで見る限りかなり低い順位のため14，社
会関係資本の醸成は社会政策の展開のなかで，もっと重視されてよい部分である。
この社会関係資本の醸成は働き方改革の長時間労働の是正および，多様な働き方の実現と深く関
与してくる。つまり，個人が社会関係資本にアクセスしていくには，フルタイム労働の環境では，
時間制約を受けるからである。価値を生む時間を作ることが必要である。多様な働き方で仕事を選
択し，効率的な仕事を心掛ける。その作られた時間を社会的ネットワーク参加に振り向けることが
できる。従来は，個人は企業組織の一員であれば，自然とネットワークが構築できたが，今後は，
ネットワークは企業が提供するものではなく，個人自らが創り出していく時代となった。さらに，
社会システムが前提とする社会性を持つ人間になることが大切であり（宮台，2009），地域での社
会活動やグループ活動に時間とコストを投じることに対する個人側の理解も併せて重要である。
一方，「企業」と「社会関係資本」との関係はどのように考えていくべきであろうか。企業は，
経済的業績が最優先されるのは言うまでもない。しかし，経済的業績を達成するためには，環境的
業績・社会的業績も今後は不可欠な側面となってくる。特に，企業の社会的責任 CSR（Corporate
Social Responsibility）の観点からは①基本的な経済的責任（財・サービスの提供，雇用の確保，
納税，従業員の福祉，利益達成），②企業倫理面での社会的責任（企業を取り巻くステイクホル
ダーとの調和，環境破壊への対応），③積極的な社会貢献活動（コミュニティへの支援，ボラン

図表 5

日本の社会空間の変化（個人・企業・社会）

出所：佐藤俊樹（1993）『近代・組織・資本主義』および，
成田康昭（2019）「つながりの豊かさと幸福：日本人と社会関係資本」をもとに作成

46

パットナム（2013），pp.4-9．
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ティア活動支援）など 3 つの責任を企業経営に取り入れていく必要がある47。
この中で社会関係資本と関連する③の社会貢献活動に関しては，今後の企業の貢献が期待され
る。しかしながら，経済同友会の CSR 活動に関するレポート48 で推察する限り，現在の企業経営
者の「社会貢献」に関する意識は，「本業を通じて地域社会の発展に寄与する」ことや，「地域の雇
用・納税を行う」ことが社会貢献であるという，企業の事業活動を通じた社会課題の解決を社会貢
献と捉えている経営者が多い。反対に，フィランソロピーやメセナ活動など本業と関りがない社会
貢献に対する意識は低い。今後は，企業は社会の中に存在するという観点から，社会貢献の取り組
みを経営の大きな柱として組み入れていくことが必要である。くわえて，「企業市民（corporate
citizen）」として地域社会との交流や地域社会への支援を明確化していくことにより，個人・企業・
地域社会のネットワークをより一層深めていくことになる。このように企業と社会が相乗的かつ持
続的に発展していくという高次元の「姿勢」が，社会関係資本を充実させ，人々の協調活動を活発
化させ，人々の幸福にも大きく寄与していくのではないだろうか。（図表 5）
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