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巻頭言

いる。
　第1の技術革新の影響については、
労働代替効果だけではなく新たな労働
需要を増やすような仕事が出現してくる
ことから、労働分配率は必ずしも低下
するわけではない、とする意見も有力で
ある。ただし、その際には新しい業務
に対応する労働者のスキルの向上が円
滑に進むことがその前提となる。IMF
の分析でも教育の程度やその期間が分
配率上昇に貢献することが確認されて
いる。
　日本では、90年代までは労働分配率
はむしろ上昇トレンドにあるといわれて
きた。また、2000年代に入ってからもリー
マンショックによる景気停滞などの影響
で分配率も大きく上下した。日本でも米
国等と同様の低下傾向がみられるかど
うかはもう少し推移を注視する必要があ
るだろう。
　しかし、国際的な研究結果から日本
として学ぶべき点は少なくない。特に技
術革新の進展とそれに対応する教育訓
練への投資の重要性である。定型的業
務が機械化に置き換わる過程で、労働
市場の２極化や経済的格差の拡大が進
む可能性は高い。労働者が技術進歩に
対応しグローバル化の波を乗り切ってい
くためには、新しく生まれる業務に対し
てこれまでとは異なる能力を身につけて
いくことが必要となる。日本では他の先
進国に比べてオフ・ザ・ジョブの能力開
発投資は著しく遅れている。連合総研
が4月に行った「勤労者短観調査」では
過去1年間にオフ・ザ・ジョブ・トレーニ
ングを受けた人の割合は20代、30代で
も2割台にとどまっている。
　これには、人的「投資」とされる教
育訓練、能力開発への支出が「費用」
としてしか認識されていないことも影響
していると思われる。「人的資源会計」
を用いて投資として明示的に取り扱うこ
とも本格的に検討されてもいいだろう。
また、法政大学の諏訪康雄名誉教授が
提唱されている「キャリア権」の考え方
に基づき個人の主体的職業生活の充実
のために職業訓練機会の確保を図るこ
とも必要だ。労働分配率の向上に向け
て「 教 育は重 要である」（Education 
matters for the labor share.）ことを
踏まえた計画的な取り組みが求められ
ている。

ものの17年度の実質成長率は1.6％と
なった。これにより1％程度とされる潜
在成長率を超える成長が3年続いたこ
とになる。雇用者報酬／名目GDPでみ
た労働分配率は50.3％となり、16年度
に続いて前年度を上回り、労働分配率
の低下傾向には歯止めがかかってきた
ようにも見える。しかし、90年代後半
の水準からは依然２％以上低い水準に
ある。
　労働分配率は労働生産性の伸びと
実質賃金の伸びの差によって変動す
る。近年労働分配率が低下を続けてき
たのは労働生産性の伸びに実質賃金
が追いつかない状況が続いたことによ
る。生産性運動の3原則のひとつであ
る「成果の公正配分」が不十分であっ
たことを示している。
　一方、2000年代に入り米国を中心に
世界的な労働分配率の低下傾向につ
いての議論が盛んとなっている。こうし
た労働分配率の分析をする上で難しい
のが定義の仕方やどのようなデータを
用いるかによって結果が異なってくる点
である。個人事業者、家計の帰属家賃、
政府部門の扱い等が代表例だ。その
中で近年明確に労働分配率の低下が
みられるのが米国で、これまでは極め
て安定的に推移していたが、2000年
代に入り顕著に低下傾向がみられる。
　こうした低下の背景としては、主に3
つの要因が指摘されている。
　第1が、情報通信技術（ICT）分野
のイノベーションにより製造現場や事務
職の定型的業務がオートメーションや
ロボットに置き換わり雇用や賃金が縮
小するというものである。
　第2がグローバル化によりアウトソー
シングが進むことや輸入品との競争
等、海外からの影響による労働分配
率の低下である。
　第3が労働組合の組織率低下など労
働市場制度の要因である。
　IMFが2017年に米国について行った
分析によると、第1の定型的業務の代
替要因の影響が一番大きく2001年以
降の低下の半分程度を説明、第2の海
外要因がそれに次いで説明力があり、
第3の労働市場要因は統計的に有意で
はあるが影響は相対的に小さいとして

年１～３月期のGDP速報では実
質成長率が年率－0.6％となった 今
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　 視　点

　今の40代は、バブル崩壊後に社会人となったため、

上の世代と「断絶」があり不遇な世代だと言われるこ

とがある。ただ、上の世代と何が違うのかが曖昧なこ

とも少なくない。本号の特集における冒頭の神林氏へ

のインタビュー「就業面における世代としての特徴」

は、今の40代について、50代と比較しつつ、その世

代の特徴を整理する。世代間比較では、世代と世代の

間で、コーホートの中身が変化していないか、また、

コーホートの大きさに違いはないかという視点からの

分析が必要とした上で、今の40代は、コーホートの

人口が大きいことに加え、女子の大学進学率の上昇か

ら、同世代の中での競争環境が50代に比べて厳しく

なっていたことが指摘される。40代の人口を100と

すると、30代は79、50代は85である（総務省「人

口推計」（平成30年6月１日現在（概算値））による）。

今の40代は人口が突出して多い世代であるため、他

の世代との比較では、コーホート要因からの分析は忘

れてはならない点である。

　少子高齢化の進行による人口動態の変化は、労働市

場や職場の年齢構成に構造的な変化をもたらしてい

る。さらに、近年、同じ職場で雇用形態の異なる社員

が共に働くことが増えるなど、職場の構成員が多様化

している。職場における平均年齢の上昇や人材の多様

化の広がりは、多くの40代にとって、中堅社員とし

ての役割や業務の範囲・内容を変容させているのでは

ないだろうか。例えば、多くの職場では、若手社員が

少ないため、管理職や中堅社員になっても、部下や若

手社員に仕事を頼みづらい、あるいは、そもそも若手

社員がいないため、仕事量が減らないばかりか、むし

ろ増えていることもある。　また、人材の多様化によっ

て職場で生じ易くなっている、担当者がはっきりしな

い隙間の仕事を中堅社員が処理することも少なくな

い。続く中原氏へのインタビュー「40代の「学び」

について」、下園論文「40代のストレス対処法」、梶

谷論文「共働き夫婦間の家事育児分担」は、いずれも、

日々忙しく働く40代が直面している課題についての

論考である。

　中原氏は、今の40代の学びに対するニーズは非常

に強いが、40代は「学習受難」の時期であるという。

「学習受難」の時期だからこそ、個人での解決には限

界があり、組織ぐるみ、職場ぐるみの取り組みが他の

世代に比べて必要であると指摘する。さらに、人生

100年時代、長く働かなければならない今の40代に

とって、不安に感じ関心の高いことが、学べるか学べ

ないかであり、労働組合はこの不安に応えるべきであ

り、経営者にとっても、人手不足の時代において、労

働者に学ぶ機会を提供することが優秀な人材獲得につ

ながると主張する。

　下園論文は、年齢による「元気度」と「活動量」と

の相対関係を示し、この相対関係が大きく変化するの

が40代であり、年齢に応じた疲れからの回復方法や

ストレス対処法を理解しておくことの重要性を指摘す

る。40代は、職場でも家庭でも大きな責任を担い、

疲労の蓄積によるうつに陥りやすい。それだけに、労

働者本人が自分に適した休み方や、「疲労うつ」への

対処法を知っておくことの必要性は高い。

　梶谷論文は、夫婦間の家事・育児分担について、小

学生以下の子供のいる世帯を対象にマイクロデータ等

を使い分析する。分析から、フルタイム共働き夫婦で

は、40代よりも30代の方が夫婦間の家事・育児時間

の差が小さくなる傾向が読み取れ、論文では、この要

因として、年代が若くなるにつれ、夫婦間の賃金格差

が縮小することを指摘する。夫婦間の家事・育児分担、

男女間の賃金格差が、今の30代よりも40代にとっ

て、より課題であることが浮かび上がってくる。

　40代は、これまでも職場では中堅社員として、家

庭では育児・介護の担い手として、重要な役割を担う

世代であったが、今の40代は、労働市場における年

齢構成の変化、人材の多様性の広がり、就業年数の長

期化等によって、かつての40代とは違う新たな課題に

も直面している。働く40代の今日的な課題に対する関

心が広がり、今の40代の大半が50代にならないうち

に、課題解決への取り組みが進むことを期待したい。

（連合総研主任研究員　出口恭子）

働く40代が直面する今日的な課題
〈特集解題〉
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ことがあります。このため、慎重に議論を重
ねる必要があるというのが私の基本的な立場
です。

雇用延長による賃金カーブ
のフラット化

－今の40代の賃金が前の世代と比べて、伸
び悩んでいるのではないか、昇進スピードが
遅くなっているのではないかという声をしば
しば聞きます。
　前の世代と比べ、何だか変化してきている
のではないかという話はありますね。賃金に
関しておそらく一番重要なことは、定年引上
げや、65歳までの雇用義務化が本格化してき
たことがあると思います。定年後の再雇用の
賃金水準について、かつて、定年前の水準か
ら7割カットは違法という判決が出ましたが、
実際のところ、５割や６割カットでは、離職
してしまうことや、やる気がなくなることと
いった負の影響が大きいので、実務では２割
カットから３割カットくらいで固まってきて
いると思います。ということは、定年後の賃
金水準を一定程度にとどめるには、カットの
基準になる60歳代や50歳代にある程度下げて
おかないといけないことになります。このよ
うに、定年後の処遇について、実務である程
度はっきりしてきたのと同時に、63歳までは
定年を延ばすことになり、年功カーブをフラ
ットにしないといけないという状況が生まれ
ました。これがちょうど、今の40代後半が40
代に入ってきたときにあたります。つまり、
今の40代の賃金が上がらない要因としては、
まず、賃金カーブのフラット化を考えなけれ
ばいけません。ただ、もし賃金がこの理由で

イ
ン
タ
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ュ
ー
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集
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「1997年」は、マジックワード!?

－今の40代は、バブル崩壊後に社会人とな
ったため、それまでの世代と断絶があるとか、
不遇な世代だと言われます。この世代をど
のようにとらえるとよいのでしょうか。
　まず、40代とまとめてしまうことに少々違
和感があります。40代でも、大まかに言って、
1997年を境に、それまでに労働市場に入った
世代と、それ以降に労働市場に入った世代と
では違うように思います。
　第2次ベビーブーマーのピークが大学を卒
業したのが、1995年、1996年でした。1997年
は、マジックワードみたいになっていて、日
本経済の踊り場のような位置を占めていて、
前後では大きく状況が異なります。就職市場
でも1997年にかなり求人が絞られたことは間
違いないのですが、同時に、21 ～ 22歳くら
いの大学を卒業する年齢に達した人口は減少
に転じて、下り坂に入っていきます。つまり、
今の40代でも、40代前半では、年齢が下がる
につれてコーホート人口が減少し、少子化本
番の30代につながっていきますが、40代後半
はちょっと違いますよね。
　今回は、1997年以前に労働市場に入った40
代半ばから40代後半の世代を念頭に、お話し
することにさせてください。
　まず、今の40代の問題は、コーホートの人
口が多いことによるものなのか、就職時の景
気循環が悪く不況の影響によるものなのか、
さまざまな要因が絡み合っていることが多い
ことを考えなくてはいけません。おそらく、
一つの要素だけで全部が説明できるというわ
けでないと思います。さらに、そのいくつか
の要素が、真反対、真逆の効果を持っている

神林　龍
（一橋大学経済研究所教授）

就業面における世代と
しての特徴
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上がらないとすれば、賃金カーブのフラット
化は、定年延長と見合いになっているため、
賃金は上がらなくとも65歳までの総所得はあ
まり変わっていないかもしれないのです。
　ボーナスの問題もあります。日本の場合、
給付に占めるボーナスの割合が大きいです
が、会社の収益が上がらなければ、ボーナス
は上がりません。前の世代の人と比べると言
っても、いつと比べるのかが問題ですが、不
況期であれば、10年前の人と比べてボーナス
が減るのは仕方がないことになってしまいま
す。
　それに、昇進については、40代半ばから40
代後半の世代はコーホート自体が大きいこと
を考える必要があるでしょう。バブル経済時
よりも就職は厳しかったとはいえ、コーホー
トが大きかったので意外に同期入社は多かっ
たのです。そうすると、昇進競争は厳しくな
り、昇進競争に敗れた人たちの給料はそうは
上がりません。ただ、これは年功賃金のフラ
ット化と同じですが、昇進競争は負けること
も見込んで突入するのですから、昇進競争に
敗れて給料が上がらないのは、いわば事前に
予想された範囲に入るかもしれませんね。
　こう考えると、今の40代後半の人たちの賃
金や給料が上がらないといっても、需要と供
給のバランスの結果として解釈できる範囲は
結構あることがわかるのではないでしょう
か。

同世代内の競争環境が上の
世代と比べて大きく変化

－今の40代の賃金の伸び悩みは、就職氷河
期世代のため、企業内で十分なトレーニング
を受けてこなかったからではないかと言われ
ることがあります。果たしてそうでしょうか。
　もちろんその影響はあると思いますが、そ
れほど大きくないかもしれません。たしかに、
賃金分布における下位の層、つまり、正規と
非正規を行ったり来たりするようなマージナ
ルな層にとっては、トレーニングの機会を得
るかどうかは重要ですから、こうした影響が
おそらくあるでしょう。
　前の世代と比べたときに何が違うのかとい
えば、まず、コーホートの人口が大きいこと、
それと大学進学率の上昇があります。実は、
ある世代と前の世代を比べるのは、結構トリ
ッキーなことなのです。前の世代の誰と比べ
るのかという問題があるからです。たとえば、

今の40代で、もし、５年前に生まれていたと
すれば大学に進学していなかったかもしれな
い人が、実際には、大学に進学し、卒業した
のはいいけれど正規と非正規を行き来するよ
うなキャリアになったと、考えましょう。こ
の場合、５年前の大卒者はみな正規就業でき
たのに、と比較するのが正しいのかという議
論は当然あり得ます。むしろ、5年前の高卒
の人と比較したほうがよい場合もあるからで
す。同じ大卒でも、特に進学が微妙だった層
については、５歳上の世代の大卒と単純比較
できない側面もあるのです。
　こうした層では、就職直後に企業内トレー
ニングを受けられるかどうかは人生に響きま
すから、若い時にトレーニングを受けられな
かったので賃金が伸び悩んだといえるかもし
れません。けれど、もしこの人が大学に進学
していなかったら、そもそも大企業への就職
のチャンスは小さかったかもしれないし、賃
金が伸び悩んだといえるかどうか、そう簡単
に結論付けることはできなさそうです。
　世代を比較する場合、マージナルな部分を
比較するのではなく、例えば、賃金分布での
上位20パーセントについて比較してみてはど
うでしょうか。上位20パーセントの範囲は、
大抵、正規労働者と思われます。正規労働者
のある範囲で世代間比較を、賃金ではなく、
平均勤続年数を使って行ってみたところ、世
代間であまり変化がなく似たようなものであ
ることがわかりました1。世代間比較は、どこ
とどこを比較するかで結論が大きく異なるか
もしれず、世代の平均と平均を比較すること
で出てくる結論には注意したほうがよいでし
ょうね。

－賃金分布の上位の層では前の世代との違
いがあまりないのかもしれませんが、中くら
いの層はどうなのでしょうか。
　中くらいの層は、時系列でみると、かなり
大きく変化していると思います。
　80年代後半、90年代から、大卒者が急速
に増えました。この増加した分は、ほぼ女性
の大卒者の増加で説明できます。男性の大学
進学率はそれほど上がらなかったのですが、
女性の大学進学率が急上昇したことは、今で
はよく知られているのではないでしょうか。
その背景には、80年代以前の出発点で、男性
の大学進学率と女性の大学進学率が大きく違
っていたことがありました。

―  5  ―
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　これは労働経済学の研究者の間ではひとつ
の共通見解になっていると思うのですが、80
年代に、例えば、男性の７割ぐらいが大学進
学をして、女性は4割ぐらいしか大学進学し
なかったとしましょう。それが90年代に入る
と、男性は7割であまり変わらないものの、
女性は6割まで上昇するとどうなるでしょう。
能力分布でみると、新たに大卒になったのは、
女性の40パーセント点から60パーセント点ぐ
らいの人にあたるわけです。もし男性と女性
の能力分布が同じとすれば、この女性の40パ
ーセント点から60パーセント点までの人は、
男女合わせた全体の能力分布の真ん中に位
置します。そのため、男性の能力分布の70パ
ーセント点だった人の相対的な位置は、女性
の大卒の割合が4割から6割まで増えた分、自
分は何も変わらないのに、大卒の中の順番が
そのまま２割ぐらい下がってしまいます。
　男性大卒の70パーセント点の人からする
と、90年代に入ると、自分より能力が高い女
性が大卒になったため、80年代であれば就け
た仕事が大卒女性に取られてしまい、非正規
になってしまったのかもしれない、というこ
とになります。80年代から90年代にかけては、
大卒男子の中で、大学に行くか行かないかと
いうところにいた人は劇的な変化を被ってい
たはずです。

－同世代の女性の大学進学率の上昇の影響
があったにもかかわらず、直前の世代がバブ
ル世代であることもあって、大卒男子の就職
難が景気要因でのみ説明されることが多い
ということでしょうか。
　バブルの世代は、女子の大学進学率は高く
ありませんでした。こうしたことを考慮せず
にバブル世代と比べることは、コーホートの
中の相対的な位置が変わっていることを理解
できてないことになります。40代の就職氷河
期世代についての議論は、大学を卒業すると
きに不況に当たったということだけが強調さ
れているわけですが、これは説明要素の一つ
に過ぎないわけです。

20代に山一ショック等の
深刻な不況を経験

－80年代後半から、女性の大学進学率が上
昇し、女性の大卒正社員が増加しました。し
かし、今の40代の女性が20代から30代前
半の頃、正社員として就職しても、正社員で
働き続けるのは、今よりも厳しい環境だった
と思うのですが。
　1993年卒や1994年卒は入社から3年、4年目
の1997年、山一ショックが起きました。新入
社員の頃に、山一ショックがあり、そこから
急激に経済が縮小していきます。日本経済に
とって、1997年から2002年までは、かなり大
きな構造調整をしていった時期だったと思い
ます。ちょうどその時代を20代で過ごしたの
が今の40代です。
　その時期は、現在、40代後半、50代になり
かけている人にとっては、ちょうど、結婚や
出産をどうしようかと考える時期であったと
思います。女性にとっては、M字カーブの底、
いったん労働市場から退出するタイミングと
重なっていたのです。そのときに、若年の女
性正社員は、労働市場から退出し、減少しま
した。女性の正社員比率は、男女雇用機会均
等法の影響もあったかと思いますが、バブル
期から90年代初頭まで上昇が続いたのです
が、90年代半ばに上下し、その後、急に低下
します。これは、経済が収縮し、企業が女性
などマージナルな雇用を切っていき、コアの
男性のプライムエイジの雇用を守ったためで
す。
　今の40代後半の人たちは、山一ショック等
の1997年から2002年にかけての不況期に20代
を過ごし、偶然でしょうが、この不況の時期
に、20代後半から30代前半の年齢であったた
め、女性にとっては、いったん労働市場から
退出する時期と重なりました。

世代間の比較をするときの
注意点

－今の40代の問題はさまざまな要因が絡み
合っているということでした。40代の問題
を前の世代と比較するときは、どのような点
に注意すべきでしょうか。
　世代間の比較をするときには、第１段階と
して、コーホートの中身が変わっているかど
うかを考えなければいけません。
　今の40代は、その前のコーホートと比べる
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と、すでにお話したように、コーホートの中
身が意外に変わっています。例えば、女性の
大学進学率は大きく上昇しましたが、これに
よって、コーホートの中の競争環境が変わっ
てきました。同じ世代の中でも、競争環境の
変化を大きく受ける人と、あまり受けない人
がいます。大きく影響を受ける部分の人たち
だけを見ていると、前の世代と比べて、もの
すごく変わっているように見えるかもしれま
せん。しかし、そういう人たちだけを取り上
げて、前の世代と比べてミゼラブルになって
いるという言い方は正しくありません。コー
ホートの中の競争環境の変化で説明できる可
能性があるということです。
　世代間の比較をするとき、第２段階として、
総人口に占める当該コーホートのシェアの違
いも勘案しなければなりません。
　例えば、40代コーホートと50代コーホート
を比較すると、正社員比率が50代コーホート
では40パーセントであったものが、40代コー
ホートだと30パーセントになっているとすれ
ば、正社員比率は減少しています。しかし、
40代コーホートの人口自体は、他の世代のコ
ーホートに比べて多いため、同世代の中で正
社員になれた人の「数」では、他の世代より
も「多い」ということが起こりえます。日本
全体で正社員の数、椅子の数が固定されてい
る、決まっているというのが前提であれば、
40代コーホートが占めている椅子の数は、50
代コーホートよりも多く、ミゼラブルという
ことにはなりません。
　しかし、問題は年を取るとどうなるかとい
うことです。50代を対象にした椅子の数が限
られているとすれば、企業は人数を絞らなけ
ればならない。実際、これまで、いずれのコ
ーホートをみても、40代から50代にかけて、
当該コーホートの正社員数の総人口に占める
比率は低下し、その後、一定になっています。
　今の40代、特に1997年以前に入社した世代
は、20代の時はものすごく同期の正社員が多
かった。しかし、40代になったときに、前の
世代と同じ「数」にするためには、企業とし
てはかなり削らなければならない。実際、今
の40代が新卒のとき、正社員になった人の数
は上の世代よりも多かった。しかし、40代に
なると、前の世代と同じ数にしなければなら
ない。そして、結婚・出産で就業継続が難し
くなる20代後半から30代前半にかけて不況期
にあたってしまい、女性正社員の雇用が切ら
れたというのが現実だったと思います。

テクノロジーの曲がり角の世代

－定年延長があり、人生100年時代といわ
れる中で、今の40代の多くは、これまでの
世代よりも長く働き続けることになると思い
ます。働き続ける上で、どのようなことが重
要になってくるでしょうか。
　40代、特に1997年以前に労働市場に入った
世代は、テクノロジーの曲がり角にあたると
いう側面もあるのではないでしょうか。
　ちょうどWindows95が出て、いわゆるIT
と呼ばれるものが身近になりはじめた時期に
社会人になりました。大学生の頃は、手書き、
プラス、ワープロというのが普通であった世
代と思います。このため、リテラシーとして、
すぐにPCで何かしようとか、ネットで何かし
ようというような、メンタリティーにはなっ
ていないのではないでしょうか。この点は30
代との大きな違いだと思います。30代は、小
学校の時代からファミコンなどに親しんで来
て、大学教育を受けるときには端末で行うと
いうことが一般的な時代になっていました。
　大学にワークステーションが導入されて、
学生が基本プログラムを使えるようになり、
普通の大学生が、コンピュータープログラム
に関して、ある程度の知識を持つようになっ
たのは2000年前後からであったと思います。

－40代がテクノロジーの曲がり角の世代と
いうのは、日本だけでなく、世界的な傾向で
しょうか。文科系、理科系を問わず当てはま
るのでしょうか。
　所得との関わりもあると思いますが、例え
ば、スマートフォンと家電を連携させ、家庭
をもっとIT化しましょうという話があったと
きに、どの世代が飛びついているのかという
と30代です。40代は、せいぜい、食器洗い機
くらいで、遠隔でお湯を沸かすことは面倒く
さいと思ってしまいます。こうした意識を乗
り越えてIT化というのは、結構、摩擦があり、
コストのかかることだと思います。これは、
世界的にも、若い世代と違うこの世代の特徴
だと思います。テクノロジーの変化を素直に
受け入れられるのかどうか、おそらく壁があ
るのではないかというのが私の予想です。
　エンジニアの世界でも、パーソナルコンピ
ューターの世代と今の世代は違います。パー
ソナルコンピューターのシステムは可変的な
システムではなくて、作り込まないといけな
かった。今のシステムの作り方は、ある程度
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フレキシブルに、取りあえず、作っておけば
よいといった発想が必要となります。パーソ
ナルコンピューターの世代は、それがなかな
かできないと言われます。

年を取ってからの就業機会と
しての自営業

－今の40代の女性は、正社員として就職で
きても、結婚・出産によって労働市場から退
出するケースが今より多かった。大卒の割合
は上の世代よりも増加したものの、テクノロ
ジーの曲がり角の世代である。今の40代が
復職やキャリアアップをするには、IT技術が
ネックになるということでしょうか。
　正社員でずっと勤め続けることができた人
は、OJTにより、また、若い世代と一緒に働
いているので、ある程度、IT技術を習得して
きたと思います。しかし、今の40代だと、い
ったん労働市場から退出していると、現在、
仕事に復帰している人でも、自宅にシステム
があるとか、時々教えてくれる人がいるとい
った環境でもない限り、ほとんど習得できて
いないと思います。
　90年代に大学卒業して、せっかく正社員と
して就職し、これから活躍してやろうと思っ
ていた矢先に労働市場から退出し、仕事に復
帰したら、単純な仕事しかないというのは、
不本意であると思います。自分はもっとでき
るのにという人は少なからずいると思いま
す。そういう人をきちんとすくい上げていく
ことができるかどうかは、労働市場の制度に
依存していますよね。公共職業訓練との絡み
にもなると思います。

－40代は職業人生では、ちょうど折り返し
です。残りの職業人生を考えると、性別を
問わず、やはり、新しい技術に対応できるか
が課題になるのでしょうか。
　新しい技術に対応するか、あるいは、対応
しなくてもよい場所を見つけるかではないで
しょうか。会社の外に出て、自営業ができれ
ば、会社の求める能力を考えず、自分のでき
るビジネスで生きていくということが可能
で、そういう道もあると思います。
　年を取っても一番就業継続しやすいのは自
営業です。とはいえ、これまでの研究でも、
定年後に自営業を始めるのは失敗する確率が
高いと言われていますから、年を取ったとき
に自営業者になりたい人は、40代後半から50

代のときから準備する必要があるでしょう。
　ところが、今の日本では自営業の開業は増
えない。自営業の衰退を懸念しています。開
業率は他国よりもかなり低い。今の40代が年
を取って、60歳代後半になったときの就業機
会のことを考えるのであれば、そろそろでき
る人だったら、独立したほうがよい時期に入
ってきていると思います。開業しやすいよう
に、会社法の改正など、制度が整備され、ゼ
ロ金利でもあります。自営業が非常に起こし
やすい環境にあると思うのですが、なぜか開
業は増えない。
　今の40代は、人口も多く、年金財政に対す
る負荷も大きいので、年を取ってからの就業
機会という意味で自営業は重要です。以前か
ら言われていることではありますが、どうい
う構造で自営業が起きにくくなっているのか
をきちんと調べ、本気になって考えてみない
と、将来的に大きな問題を引き起こしてしま
う可能性があると思っています。

（聞き手・編集　　　　　　　　　　　　　
連合総研　主任研究員　出口　恭子）

 1  神林龍（2017）『正規の世界・非正規の世界』慶應義
塾大学出版会
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て困難な時期だなあと思います。

ルーティンの仕事のちょっと
した工夫から始めてみる

－学習受難の時期ですが、長く働き続けるに
は「学び」が必要となります。どうすればよ
いのでしょうか。一体、何からスタートすれ
ばよいのでしょうか。
　ビジネスパーソンの仕事にとって必要な

「学び」は、根本は仕事の中にあると思って
います。本を読む、教育施設に通うは、その
後だと思います。要するに、必要な「学び」
の全体像が100パーセントとすれば、本や教
育施設からの「学び」はその10パーセント、
5パーセントと言えるかもしれません。ビジ
ネスの中で学んでいくことを最優先にするの
がいいと思います。
　日々の普通のルーティンの仕事をちょっと
工夫する。ちょっとした背伸びでもいいと思
うのです。例えば、Excel上で、これまで、
いちいち手で入力していたものをマクロを組
んでみるのも、ひとつの大きな挑戦だと思う
し、大それたことでなくていいんです。自分
の仕事を改善していくことから始めればよい
と思います。今日の背伸び、明日の日常じゃ
ないですけど、若干の背伸びの仕事を探して
いくのが、まず、第一と思います。

日々の職場での学びの手法と
は異なる管理職の学びの手法

－40代は、管理職になってくる年代でもあ
りますが、管理職として「学び」にどう取り
組めばよいでしょうか。
　日本のビジネスパーソンのマネージャーを
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40代は学習受難の時期

－40代の日々の忙しさを考えると、能力や
スキルの向上が必要だと感じていても、自己
啓発などに取り組めていないのが実情だと
思うのですが。
　40代は、一番、「学び」が難しい、学習受
難の時期だと思います。一つは、子育ての真
っただ中。仕事では、より複雑かつ大きなプ
ロジェクトを担い始めて、組織の中枢として
働かなければならない。ミドルリーダーとし
ての役割を期待され、かつ組織を牽引してい
く役割があるときです。職位が上がって管理
職になるときでもある。ともかく多忙で、い
わゆる「学び」、例えば、本を読む、教育施
設に通うということが、最もやりにくい時期
だと思います。
　定年が55歳の頃なら、「俺も45歳で、先が
だんだん見えてきた。だから、もういいん
だ。」でよかったかもしれない。しかし、65
歳まで働くことになり、あと10年すれば、
おそらく75歳まで働くことになるでしょう。
今、45歳だとすれば、これから30年、働く
ことになる。５年なら逃げ切れる。10年な
らどうか?? しかし、何もしないで30年は、
無理だと断言できると思います。
　学習受難な時期であるにもかかわらず、
２つのエンプロイアビリティー、就業可能
性を高めなければならない。ひとつは、内
的なエンプロイアビリティー、つまり、組
織の中で働き続けられる可能性。もうひと
つは外的なエンプロイアビリティー。組織
は最後まで守ってくれないかもしれない、
そのため、組織の外で働けるエンプロイア
ビリティーも高めなければならない。極め

中原　淳
（立教大学経営学部教授）

40代の「学び」について
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見ていると、その人が若手の時に影響を受け
た管理職のやり方を再生産していることがす
ごく多いです。しかし、管理、マネジメント
に関する原理・原則は、本や教育施設から学
ぶほうがよいと思います。管理は、多くの人
を巻き込んでしまう変化なので、例えば、部
下がメンタル不調になったとか、職場が崩壊
したりすると、かなり深刻です。
　日本の組織は管理職になるときにも、研修
で学ぶ時間など1日、2日じゃないですか。マ
ネジメントとは何であるとか、チームを率い
るには何をすればよいのかといったことは教
わらない。ロールプレイングゲームだったら、
武器を持たせないで、街の外に出して、あと
は頑張れみたいに言っているようにしか見え
ないです。それで、意外にみんな失敗してい
たりします。チームを作るにはどうすればい
いとか、人を管理するのはどういうことだと
いうようなことは、学んでおいたほうがよい
と思います。
　「フィードバック」の仕方、端的に言って
しまえば、耳の痛いことを部下にしっかりと
伝え、彼、彼女の成長を立て直す方法を何も
学んでないまま、いきなり、部下の評価をし
てくださいと言われても無理だと思うのです1。

コツコツ型で時間を確保

－日々、仕事や生活に追われていると感じて
いる40代は多いと思います。学ぶための時
間をどのように確保すればよいのでしょう
か。
　この世代は、とにかく時間がないと思いま
す。まとまった時間を取って、しっかり学ぶ
のは、難しいと思います。仕事で活躍してい
る人であれば、なおさらです。日々の隙間時
間を寄せ集めて、コツコツでいくしかないの
ではないでしょうか。
　例えば、通勤時間は、日本の平均で1時間
弱です。1日に1時間あれば、往復で2時間弱
はある。その時間を全部使えとは言いません
が、そういう隙間時間の積み重ねが、年間で
考えるとかなりの時間になると思います。
　学ぶというと、社会人大学院での学び直し
とかを考えがちですが、便利に学べる手段は
多いと思います。もっとハードルを下げても
いいのではないでしょうか。

「ビジネスパーソン版サバティ
カル」の導入を

－社会人大学院で学びたいと思っても、大
学に通える職場環境ではなかったり、また通
えていても、職場には黙っていたりする人が
少なくないと聞きます。
　大人は面白いもので、囲おうとすれば、外
に出ていき、従わせようとすると、地下に潜
るのです。今の日本の状況は、０（ゼロ）対
100です。つまり、社会人大学院に行くのなら、
だんだん、うちの職場で浮いていくけど、浮
いていく先には、だんだん職場で干されてい
くけど、それでもいいなら社会人大学院にど
うぞと。最終的には退職、つまり、ゼロにな
ってしまう。もっと柔軟であってよいのにと
すごく思います。
　もし、私が経営者であれば、もちろん成果
管理をきっちりやっての話ですが、週に1日、
半日間、自由に学びに行ってもいい人をつく
ります。望むのであれば、半日なり1日、職
場にいなくていいと。会社にいなくても、い
ない分の成果をあげてくれれば、それでもい
いです。給与は成果に応じて柔軟に変更しま
す。今は、「学び」に対する環境や、長い期間、
働き続けられるということに関して、寛容な企
業の方に良い人材が集まってくると思います。

－経営者にとっては、社員を海外留学させて
も、帰国後に退職するといった苦い経験があ
るため、寛容になれないのではないでしょう
か。
　海外に赴任した人が帰国してきたときを研
究した『帰任研究』というのがあるのですが、

『帰任研究』によれば、帰国してきた人を日
本組織がうまく処遇できない問題があり、ま
た、そもそも海外に行くと、赴任前にいた組
織がすごく小さく見えてしまうようです。海
外に行きたいというのであれば、かなりの確
率で退職すると思います。
　しかし、労働者にとって、帰国後、新しい
組織を探すのは結構なリスクだと思います。
もし、私が経営者であれば、割り切って、「2
年間、やってきなよ」、「でも、2年後に、う
ちの会社に帰ってきて。今と同じ給与を保証
するから」と言っていたら、社員は戻ってく
るんじゃないかと思います。
　企業にとっても、中途採用で採用した新し
い人が、適応するかどうか分からないリスク
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があります。IT企業では、最近、「出戻り
OK」の企業が増えています。

－「出戻り」というのは、ある会社に勤めて
いて、いったん辞めて他の所に行き、元の会
社に戻ってくるということでしょうか。
　辞めるときがけんか別れではない場合、例
えば、ベンチャーで失敗した、しかし、この
失敗の経験が活きるとみなされて、出戻って
こられる。企業にとっては、全く知らない人
を採るよりも、リスクが少ないし、社の文化
への適応も早い。これまで、日本の組織はメ
ンバーシップ型雇用のため、辞めると裏切っ
たやつとなっていた。しかし、ロジカルに考
えると、こうした一度辞めた人を受け入れる
ほうが企業にとって得だと思います。
　「ビジネスパーソン版サバティカル」を導
入すると、良い人材が集まると思います。「サ
バティカル（英：sabbatical）」は、6日間働
いた後、7日目は安息日とする旧約聖書のラ
テン語の「安息日（sabbaticus）」に由来す
ることから、研究や旅行のため本来７年ごと
に大学教授などに与えられる１年または半年
の有給休暇のことです。７年間、勤務すれば、
半年休んでいいと言ったら、有給休暇ではな
く、無給休暇であったとしても、人が集まる
と思います。７年に１回ではなく、10年に1
回でもいいと思います。「出戻り」がOKなの
で、定昇を確保するとすれば、なおさら戻っ
てくると思います。ぜひ、日本でも、「ビジ
ネスパーソン版サバティカル」を導入してい
ただきたいです。
　今ほど、学ぶことに対するニーズや、長期
間、働くことに対するニーズが上がっている
時期はないと思います。経営者はそれを逆手
にとって、経営戦略や人材マネジメント戦略
にすれば、良い人材が採れると思います。

－「ビジネスパーソン版サバティカル」の制
度があると、サバティカルに何をやりたいか
ということを２、３年前から考え始めたりし
て、計画的に取り組もうとしますよね。
　目的意識も明瞭になりますよね。日本企業
の人に対する考え方は、新入社員に対しては
ありますが、実務担当者になった瞬間にノー
メッセージになってしまいます。つまり、新
人の育成にすごいコストをかけ過ぎていて、
その後は、ほぼゼロに近いです。

40代の「学び」に対する
ニーズの高まり

－労働組合は、教育訓練や人材育成について、
どのように取り組んでいくべきでしょうか。
　労働組合は、働く人が学ぶ環境、学ぶ機会
をいかに持つかということを経営者に交渉す
ればよいと思います。優秀な層こそ、学ぶ時
間がほしいと思っているはずです。学べるこ
とは、究極的にいうと、外的かつ内的なエン
プロイアビリティー、就業可能性を高めるこ
とになる。もう一歩踏み込むとすれば、長い
期間働かないといけない時代に、労働者にと
って、長い期間働ける条件をどう作っていく
かということは重要です。労働組合として取
り組むべきです。
　経営学が抱える、ある意味、二重性だと思
うのですが、職場は、労働の場でもあり、自
己実現の場でもある。このため、人は、やら
され感が漂って、ひたすら歯車のように長く
働くことを求めていないわけです。しかし、
今は、特にシニアの雇用について、取りあえ
ず働ける場があるのだったら、良しとしなよ
という世界観じゃないですか。これには今の
40代は今のシニアよりも長く働くことになる
ので、耐えられないなあと思います。

－近年、企業が人材投資の費用を減らして
きたからかもしれませんが、連合総研「第
35回勤労者短観（2018年４月調査）」によ
れば、現在の仕事に関連する専門知識・技
術を深めるための研修の必要性を感じてい
る人の割合が、40代は正規も非正規も６割
超と、予想以上に高かったのです。
　私が「人材育成」の分野の研究を始めた15
年前だと、40代でも、まるで学ぶ気がないよ
うな人も少なくなかったです。自分は「もう
あがったのだ」という人も少なくなかったで
す。むしろ、今の40代は学びたがっていると
感じます。仕事や職場に活きることを学びた
いというニーズがすごくあると感じます。
　一方で、人事担当が作るような研修は、一
昔前だと、仕事への関連性がない、成果が出
ないといった、悲惨なものも結構ありました。
そのため、研修嫌いになってしまった層は、
かなりいると思います。最近はかなり減って
いますが、昔の新人研修では、富士山登山し
て特訓というものが、結構ありました。それ
で、研修嫌いになり、「二度と研修なんて行
くか」となった人は、かなりいたと思います。
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－「学びたい」気持ちはあっても、役に立ち
そうなメニューが提供されていないというこ
とはないでしょうか。
　それはありますよね。だから、会社が従業
員向けに探してくるよりも、基本は、会社が
学びたい人にチャンスをあげるという制度で
いいのではないでしょうか。必要性を感じて
ない人も学ばなきゃならないというのではな
く、学びたいものを自分で見つけてきて、会
社が支援するというモデルにしたほうがいい
と思います。
　同時に企業内の研修の内容も見直すべきで
す。企業内研修は、コスト意識や競争の厳し
さから、かなり見直されてきました。しかし、
教員研修や公務員研修は、申し訳ないですが、
改善されていないと思います。教員研修は、
教員の中で指導主事になった人が教えたりす
るのですが、教員を教える側にもっとスキル
が必要だと思います。また、公務員の研修で
は、どういう方向に職員を育てたいとか、伸
ばしたいのかという目標がないことが、少な
くないように見受けられます。
　企業でも、業界が違うと、人事部の活動量
もかなり違うと思っています。例えば、メデ
ィアや広告は、人事部が弱く、業務ラインが
強い業界です。こうした業界は、会社として
社員の育成を見ていない。配属先の局長がよ
ければいいのですが、そこから外れると能力
をなかなか高められない悲惨なことになりま
す。

労働組合は40代の「学び」 
に対する不安に応えるべき

－近年、特にサービス業の生産性を上げる
ことが不可欠と言われています。サービス業
をはじめとして、生産性向上につながるスキ
ルアップをどう行っていけばよいのでしょう
か。
　パーソル総合研究所との共同研究で、「希
望の残業学」という研究プロジェクトを立ち
上げています2。
　この研究で予想外であった結果は、長時間
労働是正に対する影響度を、会社にできるこ
と、職場にできること、上司にできること、
個人にできることというふうに、多要因から
解析していくと、個人ひとりでできることに
は「制約がある」ことがわかります。これの
意味するところは、すでに個人は工夫してい
て、個人でできることは限られていて、それ

よりも、職場でできることの方が大きい。何
も決まらない長時間の会議や、10人抜けても
何の問題もない会議が無駄になっています。
　個人の工夫で生産性を上げるとか、タイム
マネジメントをやるのが無駄とは言いません
が、それよりも、職場や組織で、やらないこ
とを決める、無理無駄をなくすことのほうが、
効く気がします。

－長時間労働是正の組織としての取り組み
は、40代の「学ぶ」時間の確保にもつなが
っていくのではないでしょうか。
　特に40代に関しては、組織ぐるみ、職場ぐ
るみで取り組まないと、時間はできないんじ
ゃないかという気はしますね。個人にできる
ことには限界があると思います。
　40代は、マネージャーもやらなければなら
なくて、事業責任も負わなきゃならない。さ
らに、育成の責任者でもあって、一番しわ寄
せがきている。組織の中で中枢的なポジショ
ンにある人だと思うから、ある意味、きゅう
きゅうです。しかし、長い期間、働かないと
いけない、内的、外的なエンプロイアビリテ
ィーを高めなければならない。こうしたとき
に、人手不足の時代にあって、経営者にとっ
ては、労働者を長く引き留めるために学習を
ドライブにしていったほうがいいと思い 
ます。
　人生100年時代、組織の中で70歳まで働か
なきゃならないってことを、薄々感じている
世代が、今一番、不安に思っていること、関
心のあることが、学べるか学べないかではな
いかと思います。労働組合はこれに応えるべ
きです。労働者が学ぶことは、中長期な企業
収益の向上につながり、賃金上昇にもつなが
ってくると思います。

（聞き手・編集　
連合総研　主任研究員　出口　恭子）

 1  中原淳（2017）『フィードバック入門　－耳の痛いこ
とを伝えて部下と職場を立て直す技術』（PHPビジネ
ス新書）

 2   『希望の残業学』
　　https://rc.persol-group.co.jp/zangyo/
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あるクライアント

　Ｆさん、42歳、女性、独身。一部上場企業

の営業勤務。年度末の異動を希望していたが、

かなわず、相談に来た。

　Ｆさんは入社以来、15年人事総務の仕事を

していた。ところが３年前、会社の方針で営

業を増強するために、配置転換された。ポス

ト的には上だが、営業の実務は初めて。部下

にいろいろ聞きながら、それでも前向きに何

とか戦力になろうと、自分の能力を生かして

クライアント会社の業務分析をしたりした

が、営業部長には全く認めてもらえなかった。

数字が一番の現場では、分析などはあまり求

められていなかったのだ。毎月の例会で、上

司に成績の悪さを叱責されるのが辛かった。

次第に同僚や部下も、Ｆさんをないがしろに

し始めた。自分のことを「お荷物」などと思

われ、嘲笑されているような気がした。Ｆさ

んは、配置転換から半年で、頭痛、吐き気な

どの症状が出始め、仕事にも集中できなくな

ってしまった。それでも頑張って休まず出社

していた。

　年度末の面接で、給料が下がることを告げ

られた。それをきっかけに、頭痛、吐き気、

めまいがひどくなった。職場のことを思うと、

足がすくむ。休みがちになったＦさんが心療

内科を受診したところ、自律神経失調症と診

断をうけた。婦人科でも検査してもらったが、

更年期ではなかった。

　数日休み、人事に相談し、合わない上司の

元を離れた。それから約１年。体調不良はな

かなか改善しない。不調の体に鞭打って職場

に出るが、自分でもろくな仕事ができていな

いと思う。休みがちで、かかりつけ医からも

産業医からも、しばらくまとまった休みを取

ることを勧められた。新しい上司は、以前の

上司のように大声で指示や叱責はしないもの

の、やはり年末の人事査定での評価は思わし

くなかった。それからさらに頭痛と肩こりが

ひどくなり、痛くて吐き気がするほど。どう

しても今の職場の雰囲気が合わない。営業以

外の職務に配置転換を希望していたが、先日、

それがかなわない旨を告げられ、さらに落ち

込んで相談に来た。

40代は難しい世代

　Ｆさんは、40代。それまで15年以上会社に

貢献してきた。自分の能力にはそれなりの自

信もある。ところが、配置転換で性格的に合

わない営業の仕事をすることになったのだ。

　Ｆさんは、上司と部下のはざまでも苦しん

だ。上司は怖いし、若い人が多く体育会系の

ノリの営業部では、自分はよそ者と感じた。

　20代、30代のころも、辛いことはあったが、

何とか根性で乗り切った気がする。ただ今は

そんな気力が出ない。電車で１時間の通勤が

下園　壮太
（メンタルレスキュー協会理事長・元自衛隊心理教官）

40代のストレス対処法
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やたら長く感じる。

　問題はそれだけではなかった。

　昨年は、付き合っていた男性と結婚の話が

あったが、結局、その彼が海外に行くタイミ

ングで別れた。実家から通っているが、実家

の母（65歳）は糖尿病で調子が悪く、父は全

く動かない人で、結局、長女の彼女が、母の

面倒を見ている。先月は、母の入院があった

ので、会社を休んで、世話をしなければなら

なかった。

　体の不調が続くので、医師からは病気休暇

を勧められた。会社の休暇制度のことはあま

りよく知らないものの、とにかく自分にまと

まった貯金がなく、解雇されることを考える

と、休みを取ることが怖くて、医師の言葉に

同意できなかった。

　図１は、40代の様々な変化のイメージを表

現したものだ。

　「元気度」を示すのが右下りのグレーの線。

「活動量」を示すのが右上りの青い線。

　元気度は、30代以降、どうしても低下して

しまう。40歳，50歳になると、体力的な衰え

を感じない人は少ない。

　一方、活動量は、年齢とともに増加する。

ここでの活動量とは、単に肉体的な労働のこ

とではない。同じ仕事でも、責任があるとき

とそうでないときは、疲れ方が違う。歳を取

るにつれ、職務はより複雑になり、部下を指

導し、上司との連携を取らなければならない。

中間管理職の悲哀だ。それだけではない。Ｆ

さんのように、私生活でも活動しなければな

らない。介護、地域活動、恋愛…。さらに考

えることも多くなる。自分の健康、自分のキ

ャリア、結婚、親のこと、兄弟のこと、自分

の老後、金銭関係…、そしてＦさんはたまた

ま結婚しなかったが、30代で結婚・子育てが

重なると、活動量は一気に増加してしまう。

　図１のように、活動量（青い線）は年齢と

ともに上がり、元気度（グレーの線）は下が

ってくる。それが交差するのが、35歳から45

歳頃だ。これを「35歳クライシス」と呼んで

いる。

　35歳までは、まだ元気度（グレーの線）が

上なので、余裕がある。その状態で少しぐら

い大変なことや嫌なことがあっても、無理が

きくし、楽しいことをして忘れてしまえた。

　ところが、活動量（青い線）と元気度（グ

レーの線）がクロスした後は、状況が異なっ

てくる。もう無理がきかないのだ。

　以前は、週末は遊んで気分を変えていたし、

徹夜も平気だった。しかし、今は、徹夜する

と数日響くし、休日は、楽しいことをすると

いうより、寝ていたいと感じるようになる。

　これ自体は、自然な変化と言えるだろう。

図１　年齢による元気度と活動量の変化

例えば、出産が25歳ならまだ余裕がある。しかし、30歳で出産すると、疲労が蓄積しやすい。
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別にクライシスと呼ぶほどのことではない。

　ところが、問題は、本人がこのグラフの変

化に気が付かないことだ。

　自分はまだまだ若いころのように走れる。

そう思っている40代パパさんが、幼稚園の運

動会で久々に走ろうとして、足がもつれてし

まうのはよく見る光景だ。

　35歳クライシスも、図で見ると明らか。で

も、それをしっかり認識している人はほとん

どいない。そうして、知らないうちにＦさん

のように、疲労困憊した状態、いわゆるうつ

状態になってしまうのだ。

疲労の3段階

　私は、現代人のうつ状態は、ほとんどの場

合、蓄積した疲労からきていると考えている。

何らかの原因で、疲労が深い状態になってく

ると、いつもの刺激、例えば上司に怒られた、

徹夜したなどのストレスが、２倍のショック

度、２倍の疲労度として感じ始める。これを 

「疲労の第２段階（２倍モード）」と呼んでい

る（図２）。

　その状態でさらに負荷が続き、疲労が深ま

ると、 第３段階（３倍モード）になってしまう。

３倍モードとは、８時間労働の疲労が、まる

で24時間ぶっ続けで仕事をしたような疲労感

として感じられる状態ということ。多くの人

はもう働けない。３倍モードになると、精神

的にも偏った感じ方、考え方をするようにな

る。本人のもともとの性格や能力とは全く違

う反応をし始めるので、「別人」になると説

明している。

　Ｆさんの場合、慣れない営業への配置転換

に対し、しばらくは大変前向きに頑張った。

ところが通常このような大きな環境変化の場

合、毎日の頑張りで少しずつ疲労をため、半

年後ぐらいに疲労の第２段階に陥ってしまう

ことが多い。

　Ｆさんの場合もそうだった。第２段階で、

２倍の疲労感を抱えながらもまだ何とか仕事

を続けているときに、上司から降給の通知を

受けたのだ。これは、２倍モードのＦさんに

とって、２倍のショックだった。その時から、

体調の不良が激しくなってしまったのだ。こ

のときは一時３倍モード、いわゆるうつ状態

にあったのだろう。

　その後、人事の計らいで、仕事の環境は改

図２　蓄積疲労の３段階（１倍～３倍モード）
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善した。ところがそれからの１年も、Ｆさん

は必死に頑張っているのに、なかなかパフォ

ーマンスを上げられなかった。

　どうしてだろう。

しがみつき

　40代のギアチェンジ期のクライシスでもう

一つ注意しなければならないテーマがある。

それは、ストレスに対する対処法、ストレス

解消法だ。

　辛いので、ストレス解消法を試みる。ただ、

それが本当にストレス解消になっているのか

どうかが問題なのだ。トータルで考えると、

逆にストレスを増やしてしまっている場合が

ある。

　Ｆさんの対処法は、休もうとしない、努力

することで乗り越えようとすること。

　休もうとしないのは、ストレス解消法では

ないのではないかと思うかもしれない。とこ

ろが、調子が悪くなりうつ状態になると、自

信が喪失し、不安が大きくなる。職場に出て

いると、慣れた仕事ならできるし、仲間とし

て頑張っているという意識を持てる。仕事を

している間は、漠然とした不安も感じなくて

済む。だから、仕事がストレス（精神的な辛

さ）の解消法になってしまっているのだ。

　さらに、うつ状態になると自責の念が強く

なる。この面からも「休んで迷惑をかけては

いけない」との思いが強くなっており、仕事

を休みにくくなってしまう。ところが、うつ

状態になると、集中力は低下し、頭は働かな

くなる。また対人系の不安も強いので、わか

らないことがあっても周囲に聞くこともでき

なくなるし、調整も遅れがちになる。そうな

ると、仕事をしていてもはかどらず、長時間

勤務になりがちだし、人間関係トラブルも増

加する。結局、ストレス解消として仕事を続

けるものの、仕事をすればするほどストレス

が溜まっていく、という悪循環に陥るのだ。

　このように、周囲からは「あれをやってい

るから、あの人は不調なんだ」と思えるよう

な対処方法を「しがみつき」と呼んでいる。

　Ｆさんの場合も、配置転換でストレスを抱

え、うつ状態（第３段階）になった後、何と

か受診と人事の計らいで、ストレスは軽減さ

れた。第２段階まで回復したといえる。とこ

ろが、そこで「しっかり休む」ことができな

かったのだ。仕事へのしがみつきで、調子の

悪さを押して、仕事を続けてしまった。だか

ら、いつまでも中途半端な状態で、表面だけ

は取り繕って、ぎりぎりの１年を過ごしたの

だ。どうしても、パフォーマンスは上がらな

い。だから上司や同僚の評価も低くなってし

まう。

　Ｆさんのしがみつきは、仕事だけではなか

った。

　仕事でうまくいかなくなると、人はどこか

ほかの分野で自信を取り戻したくなる。Ｆさ

んの場合、資格と株に「ハマって」しまった

のだ。資格は、会社を辞めたとき（辞めさせ

られたとき）のため。株も同じように将来の

生活のため。いずれも、うつ状態で強くなっ

ている、自信の低下と不安による行動だ。

　ところが、資格は勉強をしなければならな

い。ただでさえ疲れているのに、さらに睡眠

時間を削って頑張ってしまった。無事に目的

の資格は取ったものの、受験に伴う頑張りと

不安でかなりの蓄積疲労を深めてしまった。

　株も、一生懸命勉強した。少しのお金を投

入しただけだったが、それ以降は、情報にく

ぎ付けになってしまい、株価の上下に一喜一

憂し、これも大変消耗してしまうことになっ

た。

　Ｆさんの場合、もう一つしがみつきがあっ

た。マラソンだ。

　「休日はどう過ごしている？」の質問に、

マラソンをしたりしますと答えてくれた。よ

く聞くと、かなりのランナーだ。うつうつと

した気分を、スポーツで晴らしたい。走った

後はしばらく爽快感がある。最近はそのマラ

ソンもあまりやりたいと思えなくなってきて

いた。ところが、今年の初め、まだ少し調子

がいいときに申し込んだ「〇〇マラソン」に
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当選してしまい、せっかくだからと不調を押

して、先月参加してしまったのだ。Ｆさんと

しては、それで気分を変えるきっかけにした

かったのだが、２倍モードでのマラソンのダ

メージは本人の予想を超え、今回、体調不良

が一気に悪化する一つのきっかけになってし

まっていた。

　ただ、本人は、私がそれを指摘するまで「マ

ラソンを走ったのですが、以前のように気分

転換にはなりませんでした」というぐらいに

しか認識していなかった。

疲労うつへの対処は…

　40代は、働き盛り。職場でも家庭でも大き

な責任を担う。ほかのみんなも頑張っている。

どうしても、オーバーワークになりがちな時

期なのだ。

　政府が主導している「働き方改革」は素晴

らしい動きだと思う。しかし、当の本人の意

識が変わらない限り、時間の制約は逆に本人

のストレスを増やしてしまいかねない。まず

は、本人が「疲労によるうつ状態」がある、

という事実をよく認識することだろう。これ

は、自分だけのことではなく、部下を持つよ

うになった年代のビジネスマンに必須の知識

でもある。

　そして、その対処法の原則を理解すること

だ。疲労うつの対処法。これは単純だ。疲労

しているのだから、休めばいい。

　ところが、第２段階までに陥ると、普通の

週末の休みでは、疲労の負債を返済しきれな

くなる。

　第３段階になると、月単位の「休養」が必

要になる。しかも、症状として不安と焦り、

罪悪感が強いので安心して休むことができな

い。また、不眠の症状もあるので、一番重要

な睡眠も確保しにくい。そこで、休養するこ

とと併せて、精神科の「受診」をする必要が

あることが多い。また、それを周囲がサポー

トしてくれるかどうか、それを許す環境条件

があるかどうかも大きい要素だ。それらを整

える作業を「環境調整」と呼んでいる。

　40代の責任世代は、この「休養」「受診」「環

境調整」という疲労うつ対処の３点セットが、

受け入れにくい世代でもある。

専門家を活用するという
知恵を持つ

　では、どうすればいいのだろう。

　私がクライアントにお願いしているのは、

まず集中休養３日コース。軍隊でも戦場で調

子が悪くなった人には、まず３日間穏やかな

場所でひたすら睡眠をとってもらい、温かい

食事を与え、ふろに入れ、仲間と談笑しても

らう。これで結構復活して、また戦士として

活躍できるようになるのだ。

　だから、第２段階でなんとなくの不調を感

じ始めたら、勇気をもって３日間休んでほし

い。ただ、これは若くないと効果が表れにく

い。私の経験では、40代での効果はこれまで

のところ半々というところだ。

　ただ、何もしないでじり貧になるより、

50%は回復するのだから、ぜひ試してほしい。

もしそれがだめなら、次は７日コース。もし

それでもだめなら、いよいよ第３段階に入っ

ていると自覚し、１か月以上の本格対処を取

らなければならない。このように段階的に対

処すると、いきなりの本格対処より、本人も

周囲も、ある程度の納得（あきらめ）を持ち

ながら、プロセスを進めることができる。

　ただその時でも、「今本当に休んでいいの

だろうか、自分は自分を甘やかしているだけ

ではないか、自分は後悔しないだろうか、精

神科を受診したら終わりではないか、会社は

自分を見捨てるのではないか…」と、様々な

思いが、決断を鈍らせる。すべて、うつ状態

で偏っている思考と感情のせいなのだが、そ

の不安は大きい。

　そんな時、信頼できる人に相談してみると

いい。メンタルヘルスの専門家がいれば、対

処法を教えてもらうというより、「今の状態

を専門家の目から客観的に見てもらう、精神
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科受診や長期休暇の実態を教えてもらう」た

めに相談するのだ。

　精神科を受診する、長期の休みをもらう…、

そんな人生のリスクに対して、自分一人の視

点で決断するのは怖いことだ。できるだけ合

理的に決断するために、専門家を活用する知

恵を持とう。

自分に適した休み方を
わかっておく

　ただ、できれば、そのような事態に陥る前

に、第２段階の時点で適切に自分の疲労をコ

ントロールしたいものだ。それには、「休み

方を学ぶ・育てる」必要がある。

　ストレス解消法には、２種類ある。一つは

楽しいことをすること。苦しさは快感をかぶ

せることで一時的に解消される。感情の苦し

さは、多くの場合これで苦しい波を越せる。

快感が強いほど効果が大きいので「ハシャギ

系ストレス解消法」と呼んでいる。

　もう一つは、ゆったりとして時間をもって、

リラックスする「癒し系ストレス解消法」。

　ハシャギ系は、感情的な不快感には効果が

大きいが、エネルギー系の不快感（疲れた、

眠い、おなかがすいた…）にはあまり効果が

ない。しかも、ハシャギ系のストレス解消法

自体が大きな活動になることが多く、終わっ

た後で一層エネルギー消耗が大きくなるとい

う「しがみつき」になりやすい。

　当然、本稿で問題にしている蓄積疲労に効

果があるのが、癒し系のストレス解消法だ。

ところが、この癒し系、快感が薄いので、今

の時間が自分の疲労回復に本当に効果がある

のかどうかが、その時に自覚しにくい。

　「疲れているのはわかるのですが、どう休

めばいいのかわかりません。しっかり休めて

いるのかもわかりません」

　企業戦士に多い訴えだ。

　私は、企業などの講演で、皆さんに日ごろ

から「穏やかな時間の過ごし方」に慣れてお

くことを勧めている。癒し系の効果は、その

時には感じにくい。休養明けの疲れ具合を、

休養前と比べて、初めて、ここ数日間の過ご

し方が適切であったかどうかがわかるのだ。

　その視点で、自分の休養の過ごし方、休養

のメニューを試行錯誤し、観察する癖をつけ

てほしい。

休むという決断をしたＦさん

　私の話をきいたＦさんは、「私は疲れてい

たのですね」と現状を理解した。パフォーマ

ンスが上がらないことで自分を責めていた

が、そうではなかったことを知り安心した。

と同時に、今後やるべき方向も見えてきたよ

うだ。

　「幸い今の上司は、それほど理解のない人

ではありません。私を伸ばして、給料を元に

戻そうとハッパをかけてくれているのです。

今の状態を素直に説明して、しばらく休養し

てみようと思います」と話してくれた。

　その後も、Ｆさんのケアを続けたが、しっ

かり休む決心をしてくれたおかげで、Ｆさん

の回復は思いのほか早く、３か月後には、職

場復帰を果たし、上司もこだわりを捨て、Ｆ

さんを元の総務の職場に戻すことを決めてく

れた。別人のように明るくなったＦさんを見

て、私は「本当はこんなにエネルギッシュな

人なんだ」と驚いた。うつのリハビリを支援

しているとき、よく体験するうれしい驚きだ。

　蓄積疲労によるうつは、現代戦士に忍び寄

り、その体力を消耗させ、自信を失わせてい

く。それで、時には戦士の命さえ脅かすこと

もある。しかし、本稿で紹介したメカニズム

をよく理解し、冷静に対処すれば、それほど

怖い敵ではない。またたとえ蓄積疲労で休養

を余儀なくされても、しっかり休めば元のパ

フォーマンスを発揮できるようになる。

　長い人生、このクライシス体験は、必ずあ

なたの糧になるはずだ。
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（京都産業大学経済学部准教授）

共働き夫婦間の家事
育児分担

１．ワーク・ライフ・バランスとは？
　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の
調和）が実現した社会とは、どういう社会だ
ろうか。2007 年 12 月に策定されたワーク・
ライフ・バランス憲章では、「国民一人ひとり
がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事
上の責任を果たすとともに、家庭や地域生
活などにおいても、子育て期、中高年期とい
った人生の各段階に応じて多様な生き方が
選択・実現できる社会」とされる。仕事（市
場生産活動）は人々の暮らしを支える一方
で、家事や子育て（家計内生産活動）などの
生活も人々の暮らしに欠かすことはできな
い。ただし、人々に与えられた時間には限り
があるため、仕事と生活の両方を同じだけ
選択することができない。よって、限られた
時間の中でバランスを保ちながら生活すると
いうことが求められる。 
　ワーク・ライフ・バランスの保ち方は、人々
が直面するライフステージの違いによって異
なるだろう。もし単身世帯ならば、自分のみ
の時間でバランスを保つ必要がある。それに
対して、結婚して二人世帯になれば、自分
とその配偶者両方の時間を使ってバランスを
保つことができる。ただし、結婚後には子育
てという新たなライフステージに直面する人
が多くなり、子育てに対する時間の投入が必
要となる。

２．子育て期に直面する30 歳代から40 歳代
　晩婚化の傾向によって、子育て期に直面

する世帯の年齢層は上昇している。2016 年
の『人口動態調査』（厚生労働省）によると、
第 1 子出産時の父親（母親）の平均年齢は
32.8 歳（30 .7 歳）、第 2 子出産時の父親（母親）
の平均年齢は 34.5 歳（32 .6 歳）、第 3 子出産
時の父親（母親）の平均年齢は 35.5 歳（33 .6
歳）である。30 歳代から 40 歳代の世帯にお
いて、子育てに対する親の時間投入が必要
となることが分かる。
　その一方、仕事をする上において、30 歳
代から 40 歳代の労働者は職場における中堅
人材という位置づけをされる世代でもある。
このような状況のもとで、30 歳代から 40 歳
代という世代におけるワーク・ライフ・バラ
ンスはどのようになっているのだろうか。本
稿では、子育て期における夫と妻の「時間の
使い方」という視点から、30 歳代から 40 歳
代のワーク・ライフ・バランスの現状につい
て紹介したい。

３．夫と妻の時間の使い方
　人々が持つ時間は有限であるため、仕事
に時間を費やせば残りの時間は短くなる。そ
こで、子育て期における夫と妻について、働
き方（週 35 時間以上・週 35 時間未満・無業）
の違いによって 1 日の時間配分にどのような
違いが観察されるかを確認したい。図表1に
は、総務省統計局が 2016 年に実施した『社
会生活基本調査』で報告される子育て期の世
帯（小学生以下の末子がいる世帯）における
平日の行動別総平均時間を示している。パネ
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ルＡをみると、妻の仕事時間と妻の家事・育
児時間とは負の関係にあることが分かる。た
だし、妻の家事の総平均時間は週労働時間
が減少（週 35 時間以上→週 35 時間未満→無
業）するにつれて増加するのに対して、妻の
育児の総平均時間は、週 35 時間以上の場合
と週 35 時間未満の場合では大きく異ならず、
無業（すなわち、専業主婦）の場合に大きく
増加している。一方、夫の時間の使い方を
パネル B で確認すると、妻の働き方の違いに
よって大きく異なっていないことが分かる。
妻と比べて夫の家事や育児の総平均時間は
極端に短い。紙幅の都合で図表の掲載は省
略するが、世代の違いを確認するために
2006 年調査の総平均時間と比較しても、こ
れらの傾向が同じように観察される。

4. 時間帯別にみた夫と妻の行動
　次に，子育て期（6 歳未満の末子がいる世

帯）の夫と妻それぞれの 1 日の行動を 2016
年調査の結果を使って時間帯別に確認しよ
う。図表2をみると，共働きの場合に夫と妻
の通勤時刻のピークに差が生じている（パネ
ル A）。共働きの妻（青点線）は夫（青実線）
よりも朝の通勤時刻ピークが遅く、夜の通勤
時刻ピークが早い。それに対して、共働きの
夫（青実線）の通勤時刻ピークは妻が専業主
婦の場合（黒実線）と大きく異ならない 1。こ
のように、共働きの場合、夕方以降は妻が
主に自宅にいることが分かる。
　このことは、家事（パネル B）や育児（パネ
ル C）のグラフからも読み取ることができる。
家事について専業主婦（黒点線）と共働きの
妻（青点線）を比較すると、家事時刻のピー
クは専業主婦のほうが 1 時間ほど早いが、19
時以降は専業主婦と共働きの妻の行動者率
はほぼ同じ値で推移する。また、18 時以降
の育児について専業主婦（黒点線）と共働き

図表 1：行動別にみた総平均時間（小学生以下の末子がいる世帯）

パネルＡ：妻（平日）

パネルＢ：夫（平日）

出所：総務省統計局『社会生活基本調査報告』（平成28年）より筆者作成。
注1：�総平均時間は、ライフステージが「末子が就学前」「末子が小学生」で区分される総平均時間にサンプルサイズ

でウエイト付けする加重平均で算出した。
注2：�週就業時間について「夫35時間未満・妻35時間以上」のカテゴリは、サンプルサイズが極端に小さいので掲載

していない。
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の妻（青点線）を比較すると、専業主婦の行
動者率のほうが 5％ポイントほど高く、共働
きの妻のほうが育児時刻のピークが少し遅
いものの、時間区分ごとの行動者率は両者
とも同じ動きをしている。
　その一方、夫の時間区分別にみた家事や育
児の行動者率は、妻が専業主婦（黒実線）で
も有業者（青実線）でもほとんど変わらない。
ただし、夫の育児の行動者率を時間区分別に
みた場合、20 時から 21 時までの時間帯でピ
ークに達し、その割合は 8％ほどである。相
対的にみれば、夫は家事よりも育児に参加す
る割合が高いといえよう。このように、妻は
自身の働き方によって家事や育児時刻のピー

クに違いが出てくるのに対して、夫の時間の
使い方は妻の働き方に依存していない。

5. 配偶者との家事・育児時間の差
　図表1と図表2で示したグラフは、夫と妻
それぞれの平均時間や行動者の割合を表し
たものであった。家事や育児に対する夫婦
間の分担を議論するためには、夫（妻）とそ
の配偶者との家事や育児時間の比較を行う
必要がある。しかし、『社会生活基本調査』
の公表データからはこのような比較を行うこ
とができない。そこで、慶應義塾大学が実
施している『日本家計パネル調査（KHPS）』
の 2005 年から 2017 年のマイクロデータを用

図表 2：行動別にみた時間区分別行動者率（末子が 6 歳未満の世帯）

パネルＡ：通勤（平日）

パネルＣ：育児（平日）

パネルＢ：家事（平日）

出所：総務省統計局『社会生活基本調査報告』（平成28年）より筆者作成。
注1：�各時間区分の行動者率は，該当する時間区分の行動者率とその前2区分・後2区分の行動者率を足し合わせて5で

割る方法（時間区分5項の中心化移動平均）で算出した。
注2：�時間区分別行動者率は「末子の年齢」が「6歳未満」「6～ 17歳」「18歳以上」の3区分で公表されている。
　　�また、「夫と妻の週間就業時間」は区分されてない。
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いて、夫（妻）とその配偶者との家事・育児
時間の比較を行い、配偶者との家事・育児
時間の差について議論したい。
　図表3のパネル A は、12 歳以下の末子が
いる家計について、40 歳代の夫（棒グラフ）・
30 歳代の夫（折れ線グラフ）がいる家計ごと
に配偶者との週平均家事時間の差を階級別
にまとめたものである。妻の家事時間が夫の
それよりも長い（短い）場合はプラス（マイナ
ス）の値となる。2013 ～ 2017 年に注目する

と、夫の年齢に関係なく配偶者との時間差が
「25 ～ 50 時間」、すなわち、夫よりも妻の家
事時間が 25 時間から 50 時間長いと回答する
割合が最も高い。ただし、2013 ～ 2017 年と
比べて 2005 ～ 2009 年では、時間差が「25
～ 50 時間」以上の割合は減少し「10 ～ 15 時
間」以下の割合は増加している。このことは、
同じ 40 歳代・30 歳代でも前の世代と比べる
と配偶者との家事時間の差は縮小傾向にあ
ることを示唆している。 

図表 3：配偶者との家事・育児時間格差

パネルＡ：週平均家事時間の差
（妻の時間 ― 夫の時間）

パネルＣ：週平均家事時間の差
夫婦ともにフルタイム

（妻の時間 ― 夫の時間）

パネルＤ：週平均育児時間の差
夫婦ともにフルタイム

（妻の時間 ― 夫の時間）

パネルＢ：週平均育児時間の差
（妻の時間 ― 夫の時間）

出所：『日本家計パネル調査（KHPS）』より筆者作成。
注：�「調査回答者とその配偶者が30歳から49歳」で「12歳以下の末子がいる」サンプルを分析対象としている。Nは
サンプルサイズを表す。
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　週平均育児時間について、配偶者との時
間差を階級別に示したのがパネル B である。
2013 ～ 2017 年では、夫が 40 歳代の世帯で
は時間差が「0 ～ 5 時間」と「25 ～ 50 時間」
と回答する割合が高いのに対して、夫が 30
歳代の世帯では時間差が「25 ～ 50 時間」と
回答する割合が最も高い。この 40 歳代と 30
歳代の時間差の差は、子どもの発育の差を
捉えているのかもしれない。

6. フルタイム共働き夫婦の場合
　夫と同じくフルタイムで働く妻がいる世帯
においても、妻のほうが家事や育児時間は
相対的に長いのだろうか。図表 3 のパネル C
と D は、夫婦ともにフルタイム就業の世帯に
限定して、配偶者との時間差を階級別にまと
めたものである。パネル C（パネル D）とパネ
ル A（パネル B）とを比較すると、時間差の
分布の形が大きく異なっている。夫婦ともに
フルタイムで働く世帯に限定すると、時間差
の分布の中心が左側に移動しており、配偶
者との時間差が全体的に小さくなっているこ
とが分かる。しかしながら、夫が 40 歳代・
30 歳代の世帯ともに、家事時間の時間差で
は「10 ～ 15 時間」の割合が最も高く、育児
時間の時間差でも同様の傾向が観察される。
このように、夫と妻ともにフルタイムで働く
世帯においても、妻のほうが家事・育児時
間は相対的に長いということが分かる。
　ただし、ここでも世代が進むにつれて夫
婦間の家事・育児時間の時間差は小さくなっ
ている傾向が読み取れる。夫が 40 歳代の世
帯について時間差の分布を 2005 ～ 2009 年
と 2013 ～ 2017 年で比較しても明確な差は
確認されないものの、夫が 30 歳代の世帯で
は 2005 ～ 2009 年と比べて 2013 ～ 2017 年
では時間差が「20 ～ 25 時間」以上の割合は
減少している。

7. 比較優位という考え方
　夫と同じく妻もフルタイムで働いているに
も関わらず、なぜ妻の家事・育児時間が相
対的に長いのだろうか。仕事（市場生産活動）
と家事・育児（家計内生産活動）に対する夫

婦間の役割分担については、分業という視
点から議論されることが多い。分業は家族
経済学の重要な研究テーマのうちの一つで
ある。経済学で夫婦間の分業を理論的に説
明するのに最もよく用いられるのは、比較優
位という考え方である。
　例えば、夫婦が直面する市場生産活動と
家計内生産活動というふたつの活動につい
て、夫婦間で家計内生産活動の生産性に差
がない状況のもとで比較優位の考え方を応
用してみる。1 時間を家計内生産活動に費や
すならば、この 1 時間を市場生産活動に費や
すことはできず、1 時間分の賃金を得ること
ができない。つまり、家計内生産活動と市場
生産活動にはトレードオフの関係がある。ト
レードオフを前提とした場合、「家計内生産
活動に 1 時間を費やす」ことの費用は、「こ
の 1 時間を市場生産活動に費やした場合に得
られるはずの賃金」と解釈することができ
る。この費用のことを家計内生産活動の機
会費用という 2。トレードオフの観点からは、
家計内生産活動の機会費用が低いほど、家
計内生産活動に従事することが望ましいこ
とになる。比較優位とは、この機会費用につ
いて夫のほうが低いのか？妻のほうが低いの
か？という点に注目する考え方である。
　比較優位はより少ない機会費用で生産す
ることができる側に存在する。もし妻の市場
生産活動で得られる賃金が夫のそれよりも
低いならば、家計内生産活動の機会費用は
妻のほうが低い。妻が家計内生産活動に比
較優位を持つことになる。ただし、ひとりが
すべての部門において比較優位を持つこと
はない。もし妻が家計内生産活動に比較優
位を持つ場合、夫は市場生産活動に比較優
位を持つ。よって、妻は家事・育児に、夫
は仕事にそれぞれ専念することで分業の利
益が発生する。

8. フルタイム共働き夫婦間の賃金格差と家
事・育児時間格差

　教育の在り方や技術の発達によって、昔
と比べて男女間の家計内生産活動の生産性
格差はかなり小さくなってきた。ここで、比
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較優位の考え方に従うと、夫婦間分業が経
済合理的に決定されているならば、夫婦間
における家計内生産活動の機会費用、すな
わち賃金の差は夫婦間の家事・育児時間格
差と関係しているはずである。そこで、前出
の KHPS のマイクロデータを用いて、フルタ
イム共働き夫婦間の賃金格差と家事・育児時
間格差の関係を分析してみる。 
　もちろん、夫婦間分業については、経済
合理的な決定以外にも社会規範や個人特有
の意識によって決定される側面もあるだろ
う。例えば、「家事や育児は女性がやるべき」
といった性別役割分担の意識が強い夫婦と
弱い夫婦とでは、配偶者との家事・育児時
間の差に大きな違いが生じることが予想さ
れる。このような家計の好みや考えの違いを
取り除くために、固定効果モデルという分析
手法を用いる。その結果、夫婦間の賃金差
が小さいほど夫婦間の家事時間や育児時間
の差はともに小さくなることが、統計的にみ
ても十分有意に観察される 3。この結果は、
夫婦間の賃金格差の縮小がフルタイム共働き
世帯における夫婦間の家事・育児時間格差
の縮小をもたらす可能性を指摘している4。

9.  夫婦間の賃金格差の縮小とワーク・ライ
フ・バランス

　フルタイム共働き夫婦においては、世代が
若くなるにつれて夫婦間の賃金差が平均的
に小さくなる傾向が観察される。KHPS の
データを用いて 2005 ～ 2009 年に夫が 40 歳
代の世帯、2013 ～ 2017 年に夫が 40 歳代の
世帯、2005 ～ 2009 年に夫が 30 歳代の世帯、
2013 ～ 2017 年に夫が 30 歳代の世帯の順に、
フルタイム共働き夫婦間の賃金差の平均値を
計算すると、世代が若くなるにつれてその値
は小さくなっている。
　夫婦間を含めた男女間賃金格差が生じる
最大の要因として、結婚や出産を契機に離
職する女性が多いということが指摘されてき
た。 1985 年に男女雇用機会均等法が制定さ
れて以降、女性の就業率は上昇傾向にある。
また、女性の高学歴化も進み、労働市場で
経験を積み重ねることで、男女間賃金格差

は実際に縮小の傾向を示す。男女間賃金格
差の縮小は、家事や育児など家計内生産活
動の機会費用に関する男女差を小さくする
と解釈できる。
　これから先の社会では、夫婦ともにワーク・
ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を求め
る声がさらに大きくなる。本稿では、夫婦と
もにフルタイムで働く世帯であっても、夫と
比べて妻の家事・育児時間が相対的に長い
ことを指摘した。一方で、夫婦間の賃金格
差が家計内の時間配分に大きく関係してい
ることも分かった。若い世代になるにつれて、
男女間（夫婦間）の賃金格差は小さくなる傾
向にある。これらの発見は、共働き世帯にお
いて配偶者との家事・育児時間格差がさらに
縮小する方向に向かうことを示唆している。

　本稿の分析に際しては、慶應義塾大学パネルデー
タ設計・解析センターによる「日本家計パネル調査

（JHPS/KHPS）」の個票データの提供を受けた。

 1   この傾向は2006年調査でも観察される。10年前と現
在の子育て期の夫妻を比べても、出社・帰宅時間の
ピークは変わらない。

 2  より厳密には、以下の通りになる。家計は労働市場
で働くことで労働所得を得る。市場財は労働所得を
用いて購入され、家計生産財は家計生産に時間を費
やすことで生産されると考える。ここで、家計生産
財を増やすために犠牲にしなければならない市場財
の量を、家計生産財の市場生産財で測った機会費用
という。

 3　推定式は、TDit=αWDit+βXit+ei+uitとして示される
（添え字iは家計、t は時点を表す）。 TDは夫婦間の
週平均家事・育児時間の差（妻の時間－夫の時間）、
WDは夫婦間の賃金差（夫の月額賃金と妻の月額賃
金の対数差分）、Xはその他の説明変数、eは家計の
観察されない時間不変の要素（固定効果）、uは誤差
項をそれぞれ表す。本分析で注目するのは係数αで
ある。家事時間と育児時間についてそれぞれ推定し
た結果、αの値はともにプラスであることが統計的
に有意に観察される。

 4  夫婦間の家事・育児分担の要因について労働市場に
おける夫婦間の比較優位の効果を議論する日本の
研究として、本分析以外に、川口（2001）（2008）、
小葉ほか（2009）、湯川（2018）などが挙げられる。
このうち、湯川（2018）は、本稿と同じKHPSのマ
イクロデータを用いて、夫婦間の学歴差と妻の家事
時間との関係について議論している。

【参考文献】
川口章（2001）「夫婦間分業：経済合理性による説明とそ

の限界」『追手門経済論集』36(1), pp. 1-30.
川口章（2008）『ジェンダー経済格差』勁草書房．
小葉武史・安岡匡也・浦川邦夫（2009）「夫の家事育児参

加と出産行動」『季刊社会保障研究』44（4）, pp.447-
459.

湯川志保（2018）「結婚が家計の労働供給に与える影響」『経
済分析』197，pp. 93-112.
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連合総研のある九段は、春は都内随一の桜の名所として

有名ですが、夏のこの季節、九段下には、4日間だけひっそ

りと咲く可憐な花があります。

地下鉄九段下駅から地上にでると、目の前に見えてくる

のは旧江戸城　北の丸です。重要文化財の重厚な田安門と

清水門の間に、江戸城を取り巻くお堀の一つ、「牛ヶ淵」が

悠久の時の中で静かに水を湛えています。

「牛ヶ淵」は、隣にある「千鳥ヶ淵」ほど有名ではありま

せんが、北斎の版画の画題にもなった由緒あるお堀です。

この牛ヶ淵には初夏から秋にかけて水面をびっしりと覆う、

本当に大きな蓮が群生しています。そして30㎝はあろうか

という大きな蓮華が咲いているのです。

牛ヶ淵の蓮は一斉に花を咲かせるのではなく、夏の間、

ぽつりぽつりと順に花を咲かせます。

環境省のHPにもこの牛ヶ淵の蓮華のことが載っていま

す。それによると、蓮華の寿命はわずかに４日間だそうです。

毎日、水面を覆う大きな蓮の間でぽつりぽつりと可憐な花

を咲かせていますが、蓮華は朝に開いて夜には閉じてしま

いますので、朝の通勤時間帯が見頃です。九段にお越しの

際は、ぜひご覧いただければと思います。

さて、夏が過ぎると連合総研は事業年度の年度末を迎え

ます。

連合総研は10月から翌年9月末までを年度の区切りとし

ています。９月下旬には定例の評議員会・理事会を開催し、

当年度の事業の進捗状況を報告、次年度の事業計画をご審

議頂くこととなります。

連合総研は小さな所帯ですが、研究部門は中城所長を先

頭に杉山副所長以下11名の研究員体制で、学者や有識者の

先生方にご指導を頂きながら担当者が分担して調査研究に

取り組んでいます。

今年度の研究委員会としては、①「経済社会研究委員会」

（連合総研主担当　出口主任研究員）、②「勤労者短観調査

研究委員会」（金沢主任研究員）、③「ＩoＴやＡＩの普及と

労働のあり方に関する調査研究」（戸塚主任研究員）、④「連

帯と共助にもとづく『分かち合い』社会の具体化に関する

研究」（浦野主任研究員）、⑤「交通労働者の労働条件改善

と公共交通のあり方に関する研究」（松井研究員）、⑥「コー

ポレートガバナンスと労働組合の役割に関する調査研究」

（麻生主任研究員）、⑦「キャリア形成への労働者及び職場

組織の関与のあり方に関する調査研究」（飯郷主任研究員）、

⑧「産業別労働組合の機能・役割の現状と課題に関する調

査研究」（小川主任研究員）の８つの研究委員会で、それぞ

れ担当の研究員が今、ヒヤリング先の開拓など懸命に取り

組んでいます。

この他にも、前々年度以前からの積み残しの報告書発行

業務が残っていて、⑨「地方連合会・地域協議会の組織と

活動に関する調査研究委員会」（松井研究員　2018年3月

報告書発行）、⑩「石川県内の地域活動に関する共同調査研

究プロジェクト」（藤川主任研究員　2018年7月報告書発

行予定）、⑪「戦後労働運動の女性たち～闘いの歴史と未来

への提言に関する調査研究委員会」（杉山副所長　2018年

秋書籍刊行予定）の報告書発行に向けて取り組んでいます。

専務理事兼研究部門の事務局長という立場からは、公益

財団法人として認可を受けている連合総研が、「収支相償」

原則の下で、公益目的事業である調査研究活動を事業計画

通りに着実に遂行できるようにマネージしなければなりま

せんが、なかなか予定通りにはいかないところが難しいと

ころです。

これから暑い夏を越えて年度末が近づいてきますが、こ

の１年間で取り組んできた調査研究成果のとりまとめを行

い、次年度の新規研究テーマを盛り込んだ次期事業計画と

予算を策定していくこととなります。

研究委員会の先生方のご指導を頂きながら、研究員の皆

さんと共に、順々に研究成果の大きな花を咲かせていきた

いものです。

今年度の調査研究とりまとめに向けて奮闘中

九 段 南 だ よ り

九 段 南 だ よ り

連合総研　専務理事兼事務局長　新谷 信幸
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ることが多いが、政治思想の歴史では
19世紀米国やロシアに起源をもつ国
民の政治参加（民主主義）を推進する
社会運動や、その後のラテンアメリカ
での「社会経済的な不平等から大衆を
解放」するイデオロギーなど、ポジティ
ブな意味もあり、その概念は多義的で、
論者によりニュアンスも異なってい
る。この言葉が世界に氾濫しているこ
と自体が、「民主主義」の危機かまた
は新たな進化を予兆しているようにも
思われ、単に政治言説上の相手を非難
するレトリックにとどまらない、気に
なる言葉・概念である。
　本書は2017年に英国のOxford出
版会からA Very Short Introduction
シリーズとして発刊された一般向けの
入門解説書の翻訳書である。現時点ま
での「ポピュリズム」の多様な概念の
整理、北米・南米・欧州などの歴史的
実態（類型）の概観を踏まえて、現在
での共通的な定義概念（「社会が究極
的に「汚れなき人民」対「腐敗したエ
リート」という敵対する二つの同質的
な陣営に分かれると考え、政治とは
人民の一般意志の表現であるべきだ
と論じる、中心の薄弱なイデオロギ
ー」）を提出する。そしてこの観点か
ら有権者への政治的な動員過程（ポ
ピュリズムの政治スタイル）や指導
者（政治家）の類型（どのような基準
で「ポピュリスト」として判断される
のか。なお「ファシスト」は「ポピュ
リスト」とは異なるものと区分されて
いる）について実態をふまえて概観し、
ポピュリズムとデモクラシー（民主主
義）の関係及び、欧州（東欧を含む）
を中心としてポピュリズムの台頭した
原因とそれへの対応について論じてい
る。
　副題の「デモクラシーの友と敵」は

訳者の命名であるが、本書の視座をよ
く表している。「ポピュリズム」を「デ
モクラシー」の幅広い文脈の中で考え、
位置づける視点を提供してくれるが、
それは現在私たちにとって空気のよう
なものになっている「民主主義」の在
り方を新たに認識し直すことでもあ
る。
　著者は、「デモクラシー」（一般）を

「人民主権と多数派支配の組み合わせ
であり、それ以上でもそれ以下でもな
い」と定義した上で、リベラルと非リ
ベラルのデモクラシーがありうるとす
る。前者の特徴は、それが一つの政治
体制であり、人民主権および多数派支
配を尊重するだけでなく、表現の自由
や少数派集団の保護といった基本的人
権の保護をもっぱら取り扱う独立機関
を設けている点にある。ポピュリズム
は本質的には民主的だが、現代世界に
おいて支配的なモデルである「リベラ
ル・デモクラシー」とは相性が悪い。
リベラル・デモクラシーは、多数派支
配と少数派の権利との間で円満な均衡
を見出そうとするものだが、ポピュリ
ズムはその内在的な緊張関係に、多元
主義を追求する（完成のない過程であ
る）民主主義の課題の難しさに、付け
込む。このような特性を持つ現在の「ポ
ピュリズム」の姿を明らかにしている
のが、先に掲げた定義による分析であ
るが、「敵対的で同質的な二つの陣営」

（の虚構）、「中心の薄弱なイデオロ 
ギー」（時々の現実実態を反映するイ
デオロギーと結びつくが固有のものは
なく、右にも左にも変転する）など中
核的な論点が、分かり易く解説されて
いる。反エリートの論点化の構造など、
単なる政治手法批判でなく、現在の民
主主義の立ち位置について思いをめぐ
らす手引きをしてくれる入門書である。

年「ポピュリズム」という言葉
に多く接する。西欧諸国におけ

る移民排斥や反EU（財政規律を強い
るEUに対し財政拡張による国民への
再分配の強化）を声高に主張する政党
の台頭、自国最優先を掲げ従来の国際
秩序などものともしない型破りな言動
を続けるトランプ米国大統領の出現

（その政治スタイルの特異性、にもか
かわらず民主的な選挙で大統領になっ
てしまったという事実）などに関連す
る。新自由主義的なグローバル資本主
義がもたらした格差や貧困を背景に、
とりわけ国民による選挙制度を確立し
てきた民主主義国家に、全世界的な政
治の地殻変動が起きつつあるのではな
いかとの懸念・警戒感の広がりを反映
している。
　現在のマスコミ等の論調では「ポピュ
リズム」は「大衆迎合主義」、「ポピュ
リスト」はそのような政治スタイルを
取りつつ、国民を欺き「独裁者」に転
化しかねない危険な人物（「ファシズ
ム」という歴史的な経験の記憶が強い）
といった否定的なニュアンスで語られ
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『ポピュリズム　―デモクラシーの友と敵』

その多義的な概念と民主主義への
問いかけ
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図表１　世界経済の実質 GDP 成長率の寄与度分解

出所：OECDエコノミック・アウトルック 103 号より作成。

今月のデータ
景気拡大が続くものの、

リスクの影が大きくなる世界経済

OECDエコノミック・アウトルック

　経済協力開発機構（OECD）は、5月30日、世界経済の実質GDP

成長率が2018年3.8%、2019年3.9%との見通しを発表した。今年

の第1四半期に、先進諸国、特に欧州や日本において成長率が鈍化し

たが、これは天候要因等の一時的な落ち込みとみられており、世界

経済は、今後2年間にわたって、安定的に拡大を続けていくものと予

測されている。

　主要各国の2018年、2019年の実質成長率の見通しについては、

日本が2018年、2019年ともに1.2％、米国が2.9％、2.8％、ユー

ロ圏が2.2％、2.1％、中国が6.7％、6.4％、インドが7.4％、7.5％

となっている。

　今回発表のエコノミック・アウトルックでは、世界経済の実質

GDP成長率を主要な国・地域で寄与度分解したデータが示されてい

る（図表1）。このデータによれば、過去2年間（2016-2017年）の

世界経済の実質成長率は年平均で3.35%であったが、今後2年間

（2018-2019年）では3.9%と、0.55%ポイントの上昇が予測され

ている。これは、米国やインドのほか、原油価格等の上昇を背景に

一次産品生産国の寄与度の拡大によるところが大きい。

　世界経済の成長率を引き下げるリスクの広がりについても指摘さ

れている。主なリスクとして、貿易保護主義のエスカレート、地政

学的懸念による原油価格の更なる上昇、米国をはじめ各国における

金融政策の「正常化」が新興国に及ぼす影響などがあげられている。

　米連邦準備理事会（FRB）が6月13日に今年2回目の政策金利の引

き上げに動いたのに続き、翌14日には欧州中央銀行（ECB）が年内

の量的金融緩和の停止を決定した。こうした金融緩和縮小のプロセ

スの中で、欧米の長期金利が急上昇したり、米ドルやユーロが急変

動したりすることで、欧米から新興国に流れていた資金の逆流、新

興国通貨の大幅安が引き起こされるおそれがある。６月、欧米中銀

による政策変更の決定直後、市場に大きな混乱はなかったが、アル

ゼンチンやトルコなどの一部の新興国通貨は、すでに今春以降、下

落している。

　世界経済は、総じてみると、先進国、新興国ともに順調に成長し

ているが、米国の政策動向については、トランプ政権による通商政

策だけでなく、金融政策の「正常化」に伴う新興国市場への影響に

ついても、世界経済へのリスク要因として注視する必要があろう。
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　本号の特集では、「40代」という特
定の年代に着目した特集としました。
今の40代が社会人となり、すでに20
～30年が経過。この間、労働市場も
大きく変化し、それに伴い、働く上で
40代が抱える悩みも変わってきてい

るのではないでしょうか。本号が40
代の読者にとっては、自分自身の状況
を見つめ直すきっかけに、他の世代の
読者にとっては、今の40代について
理解する一助になれば幸いです。

（kakigoori）
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【6月の主な行事】

 6 月　5 日 連合総研セミナー　　　　　　　　　　　　　　　　　 【連合会館】 

  コーポレートガバナンスと労働組合の役割に関する調査研究委員会

（主査：呉　学殊　労働政策研究・研修機構（JILPT）副統括研究員）

 6 日 所内・研究部門会議 

 １1 日 キャリア形成への労働者及び職場組織の関与のあり方に関する調査研究委員会

　　　　　　　　　　  （主査：佐藤　厚　法政大学教授）

 １5 日 産業別労働組合の機能・役割の現状と課題に関する調査研究委員会

（主査：中村圭介・法政大学大学院連帯社会インスティテュート教授）

 ２０日 所内・研究部門会議

　 ２１日 連帯と共助にもとづく「分かち合い」社会の具体化に関する研究委員会

　　　　　　　　　　  （主査：井手　英策　慶應義塾大学教授）

 ２５日 第 35 回勤労者短観アドバイザー会議　 

 ２６日 キャリア形成への労働者及び職場組織の関与のあり方に関する調査研究委員会

（主査：佐藤　厚　法政大学教授）

　 ２８日 第 22 回ソーシャル・アジア・フォーラム　事前勉強会・参加者オリ

　  エンテーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【連合会館】
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