
．はじめに

男女協働参画経営 は男女共同参画社会基本法の立法趣旨をベースにして、企業経営や

行政経営でのジェンダー・コンフリクトを解決して女性労働の本格化をめざし、夫婦共働き

を定型とする組織のあり方である。行政組織と企業組織の連携や組織間のネットワーキング

の構築の交渉においても、女性の活躍を期待している。交渉や調停、コンフリクト・マネジ

メントにおいても男女の協働が大きな役割を担うようになっていて、そのためのワーク・ラ

イフ・バランス（ ）をはじめとして男女協働を実現していく制度的仕組みが求めら

れ、そのような制度的基盤のもとで男女協働参画経営は実現していく。 市の行政改革委

員・会長として第二次行政改革大綱の答申において、ワーク・ライフ・バランスの推進、

ノー残業日の完全実施を述べている。県男女共同参画県民会議委員としてもワーク・ライ

フ・バランスの実施に向けて努力してきた。

もはや女性労働の本格化なくしては明るい将来展望がもてなくなっていて、女性の知的創

造性の発揮が組織的に期待されている。このような男女協働のもとでは枠組みそのものの変

革を問うたり、パラダイム変革も可能にしてくれる。年功序列賃金のもとでの男への世帯給

支給も崩壊しつつあり、男女共働きが定型となりつつある。そうでないと中流らしい生活も

むずかしくなっていくからである。まだまだジェンダーバイアスは少なくないけれども、コ

ンフリクト・マネジメントの理論と技能の普及によって、ジェンダー・コンフリクトの解決

も少しはしやすくなるであろう。ジェンダーバイアスを克服して男女協働参画経営を実現し

ていくのがわれわれの課題であるが、ワーク・ライフ・バランスを行政改革の一環として取

り入れて、仕事と家庭の両立支援の下で子育てしやすい環境づくりとともに 仕事と生活の

調和 の達成をめざしている。
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もちろんジェンダー・コンフリクトの解決への道は険しいことは十分に認識しているし、

目先の価格競争や競争優位性を競っている企業経営においては、女性への就職機会均等を与

えない企業も少なくない。男女参画社会基本法が施行されても、この 年の歳月を経ても男

女協働参画経営の実現が行政経営においても決して容易ではないことを承知している。夫の

長時間労働のために、仕事労働と家事労働の両立はむずかしいとして退職していく女性は今

でも多い。地域社会でも人権は大いに論じられていても、ジェンダーバイアスの克服は今だ

にむずかしい。

それにもかかわらず、グローバル経済化のもとでは男女協働参画経営を実現して、時間を

貴重な資源と認識して仕事の質を転換して、短い労働時間でも生産性の向上が図れる仕組み

を構築することが大切であって、多様性管理だけですむ問題ではない。男女協働のシステム

はあらゆる領域に及ぶのである。

．男女共同参画社会と経営

固定的な性別役割分業から脱して、男女が自由に仕事労働と家事労働を選択して担い、そ

して男女が共に仕事労働と家事労働を担える男女共働きの仕組みの構築をめざしている。そ

れは社会的存在としての人間の社会的関係を重視するものであって、そのためのワーク・ラ

イフ・バランスを求め、マイホーム主義に徹するものではない。孤立したミーイズムや組織

エゴイズムを打破するものであって、全体社会あっての企業などの部分社会が存する。この

点で家庭は本源的経営であって、企業経営や行政経営は派生的経営である ）。この意味で部

分社会の論理を肥大化させてはならず、社会的制度としての経営は全体社会の社会的拘束を

受けて社会的承認をえる存在である。

かくして仕事と生活の調和、仕事と家庭の両立支援こそ、男女協働参画経営に不可欠で

あって、そのことが仕事の質の向上、改善にもつながるが、今日のグローバル経営の時代の

日本企業の対応になる。すなわち社会性、公共性、倫理性、道徳性というものが、契約や取

り引きのコストを下げ、取引コストの観点からも有効な経営になる。そのために信頼などの

社会関係資本の充実は家庭が担ってきたので、専業主婦だからといって社会貢献をしていな

いというわけではない。

それゆえわれわれは、価値的に男女の共働きを押し付けているのではなく、経済的に男へ

の世帯給の崩壊によって中流らしい生活をするためにはそうならざるを得ない状況に対応し

た経営を考えている。また男女共同参画社会の実現には、男女の経済的自活と生活的自活が

ともに求められていて、そのために男女協働参画経営の構築をめざしている。

男女共同参画社会基本法が施行されてから 年以上の歳月を経ているが、それが社会や経

営において実現したわけではない。男女共同参画経営も研究されたが（山岡煕子）、その方

向性は見られても道遠くの感である。ジェンダーバイアスを克服して男女共同参画経営をど
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のようにして実現していくのか、経営的に検討すべきことが多い。女性が経営においても重

要な意思決定を担うために制度的・組織的な条件づくりを行っていく必要があるが、そこで

もジェンダー・コンフリクトが発生する。女性が不利にならないように交渉や調停の理論や

技能を学ぶ必要があるが、組織内学習、組織間学習においてそれらを学ぶ機会は少ない。ビ

ジネス交渉で鍛えられている男性たちは交渉力を高めて、駆け引きや自己を高く評価させる

方法を学んで，ジェンダーを有利に利用している。

男女共同参画社会の実現は理想主義的な面が強いけれども、男女協働参画経営というのは

組織目的の効果的達成とメンバーの動機の満足という点で現実主義的に論考している。企業

経営にとって将来を洞察するといっても株価がわからないように不確実性が存在し、それへ

の対応として、トレンド、慣習、慣行に頼っていて、それは一見して非合理と見えるかもし

れないが、 サイモンのいう 限定された合理性 のもとの行動になったりする。リス

クは統計的手法をもってかなりの程度の予測は可能であるが、不確実性はわからないことで

あって、コンセプトを明確にできない。市場と非市場、合理と非合理の境目がぼやかされて

いるからである。官僚制組織は合理と見える行為の体系であっても、様々な逆機能、非合理

な結果をもたらしたりする。巨額の財政赤字も景気刺激策の結果として生じたのであって、

はじめから非合理な政策を実施したわけではなかった（間宮陽介 この一冊 日本経済新

聞、 年 月 日）。

合理的に見えた行為が非合理な結果もたらすのは、この世に不確実性が存在して、不完全

にしか未来を予測できないからでもあって、合理的期待形成理論とか効率的市場理論のよう

には行かないからこそ市場も失敗する。同様に組織も失敗する。男女協働参画経営はそのよ

うな失敗を減らすために男単独の発想や慣行的思考から脱するためのものであって、しかも

社会的使命や志というものを重視した経営である。男女協働参画型行政経営は、男性中心の

合理的と見えた行動も現実に非合理になっていることに注目している。男は合理的で女は非

合理・感情的であるというドグマを脱して、むしろ環境変化の下では、感情的・非合理的と

見えた思考様式・行動様式が他者の同感や心理的共感を得やすくして、合理的であることも

少なくない。

男中心のエリート主義では組織メンバーの同感・共通感覚が得にくいので、協働システム

の効率をあげにくい状況になっている。支配 服従型組織であっても、権力統制へのメン

バーの正当性信仰を必要とするのであって、今日では男中心のエリート主義は正当性信仰を

得にくくしている。エリート（とくに学歴エリート）が偽りのエリートであれば、メンバー

の支配の正当性信仰をえられないのであって、 ウェーバーもこの 受容 を重視してい

た ）。 バーナードは受容を 無関心圏 として論じるが、支配 服従という権力統制

型の組織でも、メンバーの支配の正当性信仰を欠いてしまえば経営権限は効力を発揮しな

い。この現実主義的な事実関係をジェンダー研究者は冷静に見ているのであって、男の一人

よがりの権威主義は、メンバーの共感や共通感覚を得られない。むしろ権威というものを傷

つけて組織にとっては大きな逆機能になる。支配の正当性信仰というのは男女共のもので
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あって、男の全人格的な組織一体化モデルのもとでの一元的な支配の正当性信仰とは中味が

異なっている。

男女メンバーに共通した支配の正当性信仰を獲得するためには、多元的社会を前提とした

組織への部分的包含、複数組織への同時所属を認め、全人格的な没入を求めないモデルに変

容していかなければならない。そしてまた、ジェンダー研究は、支配の正当性信仰の根源を

問うていて、仕事労働と家事労働の両立を前提にした支配のあり方を問うている。夫婦の長

期間にわたる共働きを可能にするような組織形態でないと、支配の正当性は大きくぐらつ

く。逆にそのような人々を排除しようとしたところに大きな問題が生じている。それは支配

の正当性の土台を崩壊させるからである。合理的で合法的な官僚制的組織がそれだけで支配

の正当性信仰を得れるような状況ではない。逆に支配の正当性信仰を得るにはどのような工

夫、努力を必要とするかを考えることが企業経営者、行政経営者に求められていて、ジェン

ダー研究者はこのことを照射したといえよう。ジェンダー研究を欠くと支配の正当性は大き

くぐらつき、 バーナードも 無関心圏 の中味を問うてないし ）、ジェンダー的にも

論じていない。経営権限は安定的に行使しなければならないのであるが、ジェンダー研究を

欠くと支配の正当性信仰の中味の変遷が論じられない状況になってしまう。

経営学においては経営権限というのはきわめて重要な概念であるにもかかわらず、経営学

者はジェンダーにあまり注目しなかったので、経営権限の根幹をなす支配の正当性信仰の変

遷を論じられなかったのである。男女協働参画経営はこの支配の正当性信仰を捉えて、正当

性信仰を得やすい形にしている。メンバーの受容が得やすい組織形態にして、さらにメン

バーの協働意欲を高めることを意図している。

行政と住民の協働というガバナンス改革をもたらす男女協働参画型行政経営はこの支配の

正当性信仰をとらえて、正当性信仰をえやすい形にしている。受容がえやすい組織形態にし

て、さらにメンバーの協働意欲を高めることを意図している。ガバナンス改革をもたらす男

女協働参画型行政経営は、住民にも行政組織の存在の正当性信仰を得るためのものであっ

て、行政経営者と行政職員による組織エゴイズムでは、住民の反発を大きくするだけであ

る。議員も常時、選挙前の気持ちでいないと住民が同感しなくなっている。

かくして、男女協働参画経営がまず求めるものは男女を問わずメンバー間の共感性，通意

性、そしてメンバーが好意的に応えてくれるようなシステムづくりである。そこではコンフ

リクトも生じるが、交渉や調停をつうじて解決しようとしている。

男女共同参画社会の実現のための戦略的変数として男女協働参画型行政経営を論じるが、

グローバル経済化などで社会状況が複雑化して、ローカルな行政経営もかなりの組織的能力

を持たないと対応が容易ではない。行政を取り巻く環境の複雑化が行政組織の組織能力を超

えかねない状況になっていて、行政改革もたんなる歳出の削減ではなくて、複雑な連立方程

式を解くような状況になっていて、行政組織の自力で複雑性を縮減しうる状況は狭い。行政

職員も色々な対応を考えるのであるが、財政危機を乗り越えて行政組織を健全化していくた

めには、住民の信頼と社会の信認あってのことであって、地方交付税、補助金・助成金にし

ても支給目的・対象の正当性が求められる時代になっていて、自ら組織的能力を高めて複雑
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な状況に対応していくしかない。

そこで男女が協働して知恵や知的創造性を発揮して、複雑な新しい状況に対応しうる組織

的能力を高める必要がある。これまでは行政組織は環境変化に適応できないということはほ

ぼなかったので（借金を増やしたが）、その地域社会における卓越した情報の非対称性を権

威の源泉として、その優越的地位に慢心や自己満足を行政組織内に蔓延させて、住民の批判

や県などの規制当局の指摘といった悪い情報を隠したり、あるいは周知徹底させずして、悪

い情報への即応力が衰微しているので、巨額の累積債務を累積させている。住民はこれまで

累積債務に対して鈍感にしか反応してこなかったので、行政側はむしろ住民との関係も良好

で万事うまく進んでいると錯覚に陥っている。行政職員は住民の生の声を聞かず、その苦情

にたいする注意が不足して、申告主義の弊害もあって、言ってこなければ万事うまくいって

いると信じているようである。これでは状況が悪化しても危機意識が持てず、組織外の批判

的意見に対して聞き流す結果になってしまう。

男女共同参画社会の実現には、地方自治体の行政経営においても男女協働参画経営が必要

であって、さらに行政と住民の協働というガバナンス改革のもとで、女性労働を本格化させ

ていく行政組織の仕組みが求められている。行政自身も男女協働参画型行政経営を実践して

いくことになるが、それは社会性、公共性の視点だけではなくて、生産性、効率、時間の質

を高めるためにも要請される。われわれは組織目的の効果的な達成という視点から男女協働

参画経営に注目しているのであって、事実、ワーク・ライフ・バランスの事例に示されるよ

うに、時間の希少性に注目して時間の質を問い、時間の有効利用に力を入れている。そのよ

うな時間効率は疲労も高まるので、労働時間の短縮とは表裏一体の関係にある。人間として

集中して仕事のできる時間は限られている。男女ともに仕事労働と家事労働を担える男女協

働参画経営は、きわめて時間の有効利用に敏感であって、メリハリをつけて仕事に励むこと

を重視している。

．ジェンダー・コンフリクトの解決

われわれがジェンダー研究をつうじて性同一性障害の人に注目したのは、性自認と体が一

致せず、これほど人間として悲しいことはないという事実である。 女装者 とかで差別さ

れ、組織においても著しく機会の不平等におかれているし、法的、医学的に性同一性障害者

であっても、性適合手術も受けられない人もいることである ）。すべて男女二分法の思考か

ら発していて、そこで二分法ですべてを律しょうとする思考区分に疑問を呈して、 女装

者 というジェンダー区分を超える人に照射したのである。ファッション産業では大人、子

供の二分法ではなくて、大人、若者、子供のように区分したり、男、両性（中性）、女とい

うように男、女という二分法ではなくてペアルック、ユニセックス領域も存在する。このこ

とを踏まえて、論争には弱いけれども 分法で考えた方がよければ 分法を用いるというよ

うに条件適合的に対象を分析している。

）大島俊之 性同一性障害と法 日本評論社、 。



性同一性障害者、 女装者 に注目に注目したのは二分法では律しきれない世界があり、

現実主義的に分析して、そして理想主義的に性同一障害者に対応しようとしたからである。

両性具有も考えられるのであって、男か女に押し込める必要がない場合もある ）。二分法の

発想を肥大化させて、そのためにその枠にはまらない人を切り捨ててしまうことに疑問を

もったのである。 女装者 には性同一性障害者も含まれていて画一的に論じられないが、

一時的に男女区分を越境していて、その後は元に戻る人や常時女装している人など多様な存

在であるが、男でもない女でもない領域があってもジェンダー的に批判されるものではなく

て、各人の主体的選択といえるし、画一的に 男らしさ 、 女らしさ を強調して女性に

ジーンズをはくなと言った大学教員がいたように、固定的な基準はある。だが本格的な女性

労働の時代になると、女らしさも変容し、多様なタイプが考えられる。

われわれはジェンダー研究を通じて二分法の危うさを感じ、二分法によってそれらの人が

切り捨てられる恐れを論じてきた。セクシュアリティは経営学においては論じられることが

少ないが、同性愛者だから生産性が落ちたり、仕事ができないというのは偏見である。ジェ

ンダー研究をつうじて類型の難しさを感じたし、その類型にはまらないから社会から逸脱し

ているわけではない。男女協働参画経営ではこのようなジェンダーバイアスをもたれる人も

メンバーとして組み入れるものであって、多種多様な人々を調整し整合していく多様性管理

をベースにしている。偏見をもたれやすい人を排除するのではなくて包摂していく仕組みで

あって、そこには身体障害者も含まれている。知的障害のある人でも担える仕事があるなら

ば雇用して、仕事の生産性を高める仕組みを作っていく寛容の精神を根底に持って、組織へ

と包摂していくのである。

われわれが言いたいのは二分法に拘泥することは排除の論理になりやすく、現実に性同一

性障害者は排除されてきたし、健康診断においても本人の意向は無視されてきた。羞恥心の

基準が異なるし、性自認が身体とは違うので、画一的な区分に違和感を感じているからであ

る。二分法の思考がすぎる日本企業では、寛容な精神で接する雰囲気ですら破壊されてしま

う。厳密な二分法は排除の論理をもたらすことを重ねて言いたい。とくに規範的な善悪二元

論ですべてを論じようとする危険性である。ものごとには価値判断のウェイトづけと優先順

位が必要であって、何でも大事というだけでは学問にはならないといえる。そうでないと極

端から極端へと振れてしまう。是々非々という発想は二分法に限定されるものではない。

ジェンダー的発想は多様な考え方、多様な選択肢を求めたのである。

男と女という類型にしても、共に要素に男性的要素と女性的要素を包含していて、単一要

素だけではない。そして男女の類型であっても支配的要素が逆転している場合もあって、両

極に離反しているものではない。またジェンダー研究は支配的情報に抗して対抗的情報を与

えている。男中心富裕層の支配的情報に対しての女性中心大衆層の対抗的情報が、ジェン

ダーバイアスの克服に役立つ。マスコミ情報に対しても懐疑的姿勢を持つのは当然であっ

て、それは大衆迎合的にみえても大衆を操作しているからである。

今日でも、中性とか両性具有、性的越境者に対しては、二分法的思考のもとでは逸脱者に
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なったり、アブノーマルな存在として排除されかねない。われわれはジェンダー・コンフリ

クトの解決においても排除よりも包摂の論理を採用しており、その包摂を支える寛容性とい

うものが、コンフリクト解決においては両者の対立の折り合いをつけやすく、互譲の精神を

受け入れやすくしている。心と体が一致しないのは大変に辛く悲しいことなのに、そのよう

な性同一性障害者に対して、むしろ排除し、就職機会も不平等のものであった。 女装者

もアブノーマルな存在、逸脱者として排除されやすく、蔑称で呼ばれたり、その社会的存在

に偏見を持たれたりして、就職も性産業、性風俗産業に追いやられたりして、日陰者になり

やすかった。ジェンダー・コンフリクトには二分法的思考から発生させたものが少なくな

く、今日の複雑さを考慮に入れたシステム思考を持たないから、狭い枠に閉じこもって解を

えようとして、寛容性を欠き排除してしまう。コンフリクト解決には包摂という考え方が大

切であって、多様性、異質性、枠を越境している はみ出し 者に対しても寛容性を示さな

くては、今日のような複雑な状況ではコンフリクトの解決は難しい。調停では枠組みに固執

しない、譲り合う、条理にかなうということが大切であって、異質さに対しても寛容さが求

められる。

ジェンダーバイアスというのは、女性に対して物質的肉体的世界や心理的世界での欲求充

足を論じられても、権利、価値、技術、知識など知性的世界での欲求を充足したい言う欲求

を軽視して、その充足機会を与えることが、組織的、制度的に少なかったし、その必要性を

軽視してきた社会の風潮に対しての 抗議・発言 ）を抑圧されてきたことである。そこで

女性は多元的な世界で生活をしてきて、感情、欲望、心理的状況などを女性の特徴と決め付

けられてきたことに反発し抗議をするようになって来た。物質、物体、人間の肉体、容貌な

どに限定されて論じられてきた固定的な観念への反発を大きくしている。女性も男性以上に

知性的世界での欲求充足を求めていて、そのことがファッション雑誌的画一化に対して 抗

議 している。

ところで、日本的経営は男中心社会のもとで企業に所属した組織一体化モデルのもとで全

人格的拘束を受けてきたけれども、それは一元的社会を前提とするものであった ）。しかし

今日では、男女共に家事労働に従事せざるをえない状況であって、夫婦の共働きでないと、

中流らしい生活もむずかしい。このような状況のもとでは、妻を専業主婦として企業の兵站

基地の役割を担わして、夫が特定組織に全人格的没入というパターンは過去のものとなり、

夫婦の共働き、夫婦ともに仕事労働と家事労働を担うのが定型になりつつある。このことは

現実には、遠い郊外からの夫婦共に遠距離通勤を難しくして、そのような地域の地価は下げ

ている。すなわち夫婦の共働きを定型とするのは、共に遠い郊外からの通勤を難しくして、

そのような住宅地をもつ市町村の住民の新規参入を減らして人口減を招いている。当該市町

村にとっても税収減になって、さらに財政状況を苦しくしている。

さらにいえば、夫婦の共働きは組織への帰属意識にも変化をもたらしていて、もはや特定

組織への全人格的没入というパターンを大幅に減少して、あるいは全人格的没入も特定の限

られた時間だけのものになる。すなわち一元社会的な帰属は終わり、多元社会的な部分的包

） ハーシュマン 組織社会の論理構造 （三浦隆之訳）ミネルヴァ書房、 。
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含にシフトして、夫婦ともに限られた時間内のみ特定組織に全人格的没入もしくは部分的に

包含される存在になって、組織への個人の関与の仕方は帰属から契約へと変化していく。特

定組織への無限定、無制限な帰属のし方はなくなり、日本的経営の帰属のし方は夫婦の共働

きによって大きく変化する。同時に複数の組織に所属するという意識の高まりによって、労

働時間もこれまでのように無制限に拡大されるものではなくなるから、残業時間というのは

罰則的な割増賃金を与えなくては誘因 貢献関係のバランスは崩れてしまう。それは女性の

みならずに、男女ともに残業規制は厳密になって、時間という資源の価値はさらに大きくな

り、労働時間の短縮へと向かう。ただし、労働時間の短縮は時間内の労働密度を濃くして、

ますます時間価値、時間の費用を意識して有効利用をもたらす。

このような時間に対しての認識のもとで、 ワーク・ライフ・バランス は現実化するの

であって、仕事と生活の調和、もしくは仕事と家庭の両立支援というのは、 タイム・イ

ズ・マネー の概念以上に、時間管理を厳しくするものであって、 ティラーの 時間

管理 以上に質的な労働時間というのは濃度の濃いものになって ）、逆に肉体的、精神的な

疲労によって、一日の長時間労働は出来にくくなる。仕事労働と家事労働の両立もこのよう

な認識のもとでなされるのであって、過去の残業を常態化した労働形態とは異なってくる。

他方、ジェンダー・コンフリクトが生じるのは、日本語のコミュニケーション・スタイル

にも問題がある。それは日本人が英語で書くビジネス・コミュニケーションにも表出してい

る。すなわち、 中抜け型（三段論法の大前提と結論だけを述べて、小前提を抜く）、 身

勝手型（自分だけは分かっているが、相手には理解できない）、 不合理型（因果関係が定

かでなく、なぜそういえるかは理解不能）、 説明先型（説明が先に来て結論が後に来る。

結論がない場合もある）、 察し期待型（自分の言いたいことを相手に察してほしいと期待

する）である。 相手の気持ちを忖度し、 察する ことを大切にするような言語文化に育っ

てきた日本人であればこそのコミュニケーション・スタイルと言える（亀田尚久 国際ビジ

ネス・コミュニケーション 文眞堂、 、 頁）。このことは特に、男女間でいえ

ることである。夫婦の対話は夫が組織の掟への同調過剰のために身をすり減らして疲労が蓄

積して、さらに表現が省略されて、意味理解されなくなっている。

日本の組織では濃厚な対人的コミュニケーションを構築してこそ、忖度し察することがで

きるのであって、普通の男女間の関係では男文化と女文化とに分断されていることもあっ

て、ジェンダー・コンフリクトは解決しにくいと言われている。われわれのいう男女協働参

画型行政経営では住民の視点からコミュニケーション・スタイルを改善して、男女協働に中

味を与えて、男女が共感しあえる関係のもとで協働システムを運営していく。バーナードが

意味と意図の理解のえれるコミュニケーションを重視したが、 フォレットのいう 意

味と意図の循環的応答 もこのジェンダーギャップを埋めるものである。

男子校、女子校出身者であっても、男女協働参画型行政経営の下ではジェンダーによって

分断されるのではなくて、それぞれの思考様式・行動様式を調整し整合して、やがてフォ

レットのいうような 統合 へと向かう ）。それは男女の性差を全く無くすのではなくて、
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それぞれの長所を能動的活性化していくのである。

ジェンダー・コンフリクトの解決にはこれまでに社会においてしみこんだ文脈や既得権益

を有する男の刷り込んだ思考様式・行動様式が固定化されているので、男女共同であっても

意識的、意図的な努力なくしては解決への道筋をつけることはむずかしい。それはアダル

ト・ビデオ・ 等によって若者に対してもバイアスが強化されているので、その構図を

変革していくためには、交渉力を高め不利な状況であっても善戦していくことが不可欠であ

る。自然に他者によってよき待遇が与えられるものではなく、むしろちょっとしたことで改

革は後退しやすい。理論的研究では文脈や埋め込みという制度的要因を軽視しやすいが、実

は、個々への変革に力を入れないと、一部の企業が男女協働参画経営を実践しても、社会的

には押し戻されやすい。そのような圧力が働いて、二歩前進して一歩後退ではなくて、後退

を繰り返しやすい。文脈、埋め込みの頑強さを過小評価してはならない。

．ワーク・ライフ・バランス

ワーク・ライフ・バランスは決して人間の勤勉さを否定するものではなく、むしろ家庭生

活や地域生活においても十分に活動できる時間的余裕を与えるものである。トータルとして

勤勉な生活を奨励しており、献身の価値を否定しているものではない。人間の健全な生活は

全体社会におけるトータルとしての社会貢献をなすことであって、仕事労働を通じての社会

貢献も大きいと言える。企業は社会的存在であって、私利私欲にまみれては、それは全体社

会の社会的承認を必要とする社会的制度とは呼べない。

個人の社会的生活においても勤勉、努力は不可欠であって、ワーク・ライフ・バランスが

勤勉の精神を否定すると思うのは誤解である。むしろ労働の質を転換するために発想の柔軟

性を求めていて、仕事労働への特化していく視野狭窄の弊害を阻止している。志、理念に

ワーク・ライフ・バランスは裏付けられていて、家事労働の重要性にも気づいている。

ワーク・ライフ・バランスは仕事と家庭の両立支援という女性向けのとらえ方から、仕事

と生活の調和という全人的なものに変化している。そして仕事と生活の調和こそ個人の勤労

意欲を高めて、組織の生産性向上にも寄与するというとらえ方もふえている。それは労働者

が他律的な働き方から自ら自律的に時間管理やセルフ・コントロールして責任感ややり甲斐

を感じて労働の質を向上させていくからである。かつてスウェーデンやノルウェーで提唱さ

れた労働の人間化運動は当初において経営者も労働組合も反対していたが、労働者が複数の

職務を遂行する職務拡大や監督者の領域の意思決定をする職務充実、そして半自律的な作業

集団によってやり甲斐を感じて生産の質を向上させて、全世界に労働の人間化運動は普及し ）、

わが国では サークル、無欠点運動として開花した。トヨタ自動車の労働者の改善・改良

運動はあまりにも有名で大きく品質が向上している。

ワーク・ライフ・バランスも現在のところ中小企業の経営者を中心として評判は悪いので
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あるが、労働者にとっては自律性と他律性のバランスはきわめて大切であって、 仕事遂行

の自律性 に加えて、 境界決定の自律性 を求める運動といえよう。仕事と生活との境界

管理のあり方をワーク・ライフ・バランスは問うている。そして仕事に投入できる時間に制

約のある社員にも効率的に働けるような諸条件の整備が求められている。さらにいえば生活

領域はアイデァ、センス、改善・改良、知的創造性の発揮をもたらす宝庫であって、 仕事

特化 と言う競馬でいう 遮眼帯 をかけて走っていては、環境変化に対して柔軟な思考が

出来なくなってしまう。仕事と生活が断絶しているのではなくて、仕事と生活が相互浸透し

ていて、その連携のもとで市場の深耕や新市場も開拓できる。

この労働者にとって 仕事と生活の境界管理 は他律的に押しつけられるものではなく

て、自ら主体的、自律的に管理して、全人としての個人の人的資源の開発にも寄与する。仕

事と生活の調和というのは、個人に人的資源管理を任せることであって、ある人にとっては

充電期間を経て能力、才能の開発ということになる（森田雅也 仕事と生活の調和のとれた

働き方 経営学論集 集 千倉書房、 、 頁）。

かつて マグレガーが 理論、 理論ということで人間観を提示した。 理論というの

はアメと鞭によって労働者を働かせ、人間は怠惰というモデルである。 理論は人間には成

長欲求があり、自己表出に向けて自己統制していける人間モデルである。労働の質の向上を

めざす今日では、 理論が世界の潮流であって、自立性の確保に重点が置かれている ）。

ワーク・ライフ・バランスも自己決定、自己統制を重視していて、自由に労働時間を決める

裁量労働制のように、監視がなくても主体的に労働をこなすことと調和する考え方である。

個人の創意工夫のいらないマニュアル的手法になじんでしまうと、主体的・能動的な自己

啓発がしにくくなってしまう。ワーク・ライフ・バランスは古典的な労働モデルと調和しに

くいが、全人としての人間は自ら主体的に人的資源管理を担う存在であって、 理論的にい

えば勤勉で自分の才能、能力の開発をあらゆる機会を通じて推進して承認を求めている。こ

のような人間モデルのもとでは仕事と生活の調和というのは、人間としての成長欲求、承認

欲求、自己実現欲求に制度的な仕組みを与えるものである。全人としてみると仕事と生活は

相互浸透しているから、生活の充実は仕事の充実につながり、仕事の充実も生活の充実につ

ながって、両者は双方とも満足するようなウィン─ウィンの関係にもなりうる。

とくに自律的な時間管理の下で仕事と家庭の両立支援を求めている女性にとって、主体的

な 境界管理 は勤労意欲を高めて、組織への定着意欲も強める。中小企業にとってはきわ

めて優秀な男性は採用しにくいが、ジェンダーバイアスもあって優秀な女性はまだまだ採用

しやすい。ワーク・ライフ・バランスを推進していけば、女性の定着欲求はさらに高まっ

て、子育て退職も減少し、自己研鑽の機会も増える。もう一度思い出して欲しい。仕事と生

活とは断絶しているのではなくて相互浸透しているから、仕事上のことも生活から学ぶこと

が多い。特に個人消費が経済の中心をなす生活者中心社会では、生活者の経験、感覚がきわ

めて大切になってきて、仕事と生活の双方向的な相互作用が不可欠であって、ワーク・ライ

フ・バランスはその契機を与えている。

仕事と生活は非連続的に存在するのではなくて、連続的かつ長期持続的である。既に仕事
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特化もしくは家庭特化という時代ではなくなり、専業主婦を存在させる経済的基盤も弱体化

している。夫婦がともに正社員として共働きしないと経済的に安定した生活がしにくくなっ

ていて、年功序列賃金の上昇カーブも著しく鈍化していて、男の妻子扶養の世帯給から各人

の個人給へと変化している。少子化対策上も仕事と家庭の両立支援は不可欠であって、問題

はワーク・ライフ・バランスと生産性向上と両立しうるかである。われわれは多様性管理な

ど仕事の仕組みを変革することによって、むしろ生産性向上、労働の質的変化につながると

考えていて、人的資源管理上もプラスと言えよう。

労働の人間化運動が組織の境界をこえて拡大したとも考えられ、 境界決定の自律性 は

労働者の勤労意欲にも大いに関係しており、仕事意欲という視点からもワーク・ライフ・バ

ランスのメリットを考えるべきである。われわれは古典的な飴と鞭の人間モデルにとらわれ

るべきではない。個人の成長欲求、承認欲求、自己表出欲求にもっと注目して、意思決定の

自律性は勤労意欲、達成意欲、責任感の向上につながり、組織外の社会貢献にもむすびつく

ことを評価したい。企業も社会性、公共性の達成にも貢献すべきであって、ワーク・ライ

フ・バランスはその機会や時間管理にも役立っている。家庭生活が充実すれば金銭的領域が

肥大化せずに済むから、仕事にやり甲斐を感じれば、中小企業で高い賃金を出せなくても優

秀な社員の離職を引き止めることも可能であろう。ワーク・ライフ・バランスによって人生

には志、信念、社会的貢献の大切さを知るであろうし、非金銭的領域の社会的意義も理解さ

れてこよう。家事労働の重要性が認識されるにしたがって、仕事労働への特化は目先の利益

の追求には貢献しても、人的資源管理上は問題が多いことがわかってこよう。ワーク・ライ

フ・バランスは人生のあり方を問うているのであって、そこから労働の重要性も認識され

る。何故ならわれわれは孤立した個人ではなくて男女協働の社会的な存在であって、個人も

企業も社会貢献を考えなければならないし、人間協働のもとでの互助の精神は欠かせない。

企業組織内にも市民活動が存在し、まさに仕事と生活は相互浸透している。ワーク・ライ

フ・バランスこそ人間としての本源的なあるべき姿と言えよう。

経営学者の バーナードはまず機能特化した人間ではなく、全人としての人間を捉え

た。組織人格と個人人格とを区分して、全人としての人間がそれぞれの役割、機能を担い、

組織人格は個人の一部にすぎない。ワーク・ライフ・バランスは全人としての個人人格から

仕事を見ており、組織人格はその一部である。バーナードは組織人格と個人人格の適切なバ

ランスを論じたが、これは個人は全人として組織に没入しているわけではなく、組織に部分

的に包含されているという枠組みを提示している。ワーク・ライフ・バランスは仕事と生活

の調和というように、個人は組織に部分的包含されているのであって、全人格的に組織に埋

没する存在ではない。仕事生活、家庭生活、地域生活さらには自分生活をともに充実させる

にはワーク・ライフ・バランスが不可欠であって、会社も全体社会において一つの部分社会

にすぎない。特定の部分社会が肥大化して全体社会を駆逐してしまうと、それは軍支配国家

のように全体社会の一つの部分社会たる軍が逆に国家や全体社会を支配するのと同じことで

ある。人間が存在してこそ金銭が機能するように、金が人間を支配してしまっては倒錯した

社会であって、犬が尾を振るのではなくて、尾が犬を振り回すような状況になってしまう。

生活的領域を超えての金銭的領域の肥大化は、米国のサブプライムローン問題に示されるよ

うに不健全な社会といえよう。



ワーク・ライフ・バランス思想は全体社会に存する人間が部分社会たる会社・組織に参加

して仕事をするが、仕事労働は人間にとって生活の一部であることを明確に示す論理であ

る。すなわち子育てなどの家事労働は人間の本源的活動であって、仕事労働は派生的活動で

ある。人生において金を得ることは手段であって、目的ではない。金儲けを自己運動して肥

大化することを防いでいるのがワーク・ライフ・バランス活動であって、 手段の目的化

を防ぐ健全な歯止めになっている ）。個人の協働意欲・やる気があってこそ組織目的が効果

的に達成されるのであって、企業の目先の利益のために個人を犠牲にしてしまえば社会にお

いて人的資源管理が破壊されてしまう。人的資源というのは社会の財産であるが、これが破

壊されてしまうと、社会貢献する担い手を無くしてしまい、社会は崩壊に向かう。

ワーク・ライフ・バランスは人間社会の健全性を保つ仕組みであって、社会性、公共性に

対しても配慮している。男女協働、共働き、人権を考えるとそれはそれらを現代的に実現す

る手段であって、一つの社会的価値を示している。軍事国家はワーク・ライフ・バランスに

反するのであって、仕事と生活の調和というのは民主主義国家に不可欠であり、仕事が忙し

いから選挙にいけないというのは本末転倒している。この点からもワーク・ライフ・バラン

スは合理的 合法的な存在だけではなく、きわめて自然システム的で人間の本源的欲求にか

なっている。

われわれはコンフリクト・マネジメントの視点からワーク・ライフ・コンフリクトの解決

として、ジェンダーの考察のもとでワーク・ライフ・バランス（ ）を見てきた。

は決して生産性向上を犠牲にしたものではなくて、労働者の勤労意欲に配慮したというとら

え方が大切である。仕事と生活の調和なくして労働の質は高まらないし、協働意欲も刺激で

きなくなっている。それゆえ経営的にも 支援が求められている。すなわち、佐藤博樹

教授は次のように論じている。これはわれわれの主張を補強してくれている。 企業が人

材活用において社員の 支援に取り組む必要性があるのは、男性も女性も、既婚者も独

身者も、 の実現を求めていることによる。社員が を求めている限り、働き方の

見直しなど を実現できる職場環境の整備などの取組が不可欠となる 、 支援

を社員が活用できるためには、育児休業制度や短期間勤務制度など両立支援制度を導入する

だけでなく、社員の 時間制約 を前提とした人材マネジメントと働き方の整備が鍵とな

る。このためには、職場の人材マネジメントの担い手である管理職の意識改革が鍵とな

る 、 支援の充実だけでなく、男女の雇用機会均等を推進し、女性の活躍の場を

拡大していくことが求められる。後者を欠いた 支援は、女性を補助的な職域にとどめ

ることになりかねない。また、男女雇用機会均等を推進するためには男性の子育て参加が不

可欠である （佐藤博樹 企業経営とワーク・ライフ・バランス支援─人材活用と働き方の

改革─ 頁）。

われわれは企業の男女の人材活用のために 支援の必要性を論じている。現在はワー

ク・ライフ・コンフリクトのために、むしろ男女共働きの時代なのに生産性を低下させてい

ると論じたいし、仕事意欲も減退させていると考えている。それゆえ法的、制度的整備だけ
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ではなくて、ワーク・ライフ・バランス支援策と男女の雇用均等施策の整合的合理性を求め

ている。そのためにジェンダー視点からの考察が欠かせないのである。

．男女協働参画経営

われわれの研究立場では、地方自治、地方分権、行政経営がセットになっていて、さらに

ジェンダー・コンフリクトを解決する男女協働参画経営を男女共同参画社会基本法の延長線

上で考察している。仕事と生活の調和をこの枠組みのもとで考えているが、仕事と家庭の両

立支援を サイモンの言う価値判断を要する価値的前提ではなくて、具体的な現実的な

問題の解決可能な事実的前提として捉えている。もともと個人は特定組織に全人格的に埋没

するのではなくて、同時に複数の組織・集団に所属する存在であって、それぞれに部分的に

包含されている。このことは カッツと カーンの 組織の社会心理学 （ 版、

）で強調されているが、同時所属と部分的包含はセットになる。このこととワーク・ラ

イフ・バランスは密接に関係していて、この構図では を実現できなかったところに問

題がある。男女協働参画経営ではこのことが問題にされるのであって、組織が女性の能力、

才能を生かしていないところにジェンダーバイアスがあり、経営のあり方の根本にジェン

ダー視点を欠いている。

住民主権、住民サービスの向上をめざす行政経営では、コンプライアンス上も男女協働参

画経営は不可欠であって、管理責任上も仕事と家庭の両立支援策は欠かせない。

われわれは企業経営と行政経営を比較して論じるが、ワーク・ライフ・バランス、ジェン

ダーバイアスに関しては行政経営は企業経営に模範を示すべきであって、公益性、社会性、

社会的合理性の追求においては企業経営に先じているから、経済的合理性の追求に偏りがち

な企業経営に対して 仕事と生活の調和 の模範モデルを示しえよう。このように行政経営

と企業経営はお互いに学びあう関係であって、組織間学習による互酬性もえれる。

ジェンダー視点から日本の経営を考察してきたのであるが、高度経済成長時代に形成され

た妻子を扶養しうる世帯給をベースにした年功序列賃金も、今後は大幅に賃金上昇カーブが

鈍化して、夫婦共働きを定型とする個人給へと切り換えられていく。夫婦がそれぞれ個人給

を稼ぐ形で女性労働が本格化していくのであって、家計は二本の柱なくしては、中流らしい

生活が困難になっていく。もはや専業主婦は一部の高収入者などを除いて崩壊し、一般家庭

では専業主婦モデルこそ仮想現実に転じていて、一般女性にとっては専業主婦なれる可能性

は経済的にはきわめて低くなる。やはり専業主婦というのは戦後の高度成長時代の一時期に

存在した一過性のモデルであって、企業も世帯給を支払う余裕を無くしており、グローバリ

ゼーションが専業主婦モデルの崩壊を加速させている。

現に非正規メンバーには世帯給という概念が存在しないし、非正規メンバー同士の結婚も

ふえている。年収 万円という層が厚くなってきており、賃金の国際的平準化への圧

力も働き始めている。 すり合わせ型 の特殊組織的能力を必要とする領域は減少し、組織

の境界もあいまいになってきている。中核メンバー以外は労働市場の需給関係を反映しやす

くなり、 労働市場の内部組織化 という大企業に見られる現象はさらに限定されてくる。



組織の論理を優先した領域も狭くなり、人の互換性を強める モジュール型 のすりあわせ

技能の要らない労働市場に開かれた労働移動を前提とした組織づくりも増えてきて、滅私奉

公型は互酬性のえれないものになっていく。ここに組織と組織メンバーとの間に認識ギャッ

プが生じていて、自己の 仮想現実 からどのように脱却していくかである。

現実に立脚した夫婦共働きモデルこそ定型であって、女性労働を本格化していく仕組みと

組織づくりをしていかなくては、女性の負担は途方もなく大きくなる。個々にジェンダーの

視点を欠いてはならないし、専業主婦モデルは現実ではなく 憧れの存在 となっている。

夫婦が共働きをして子育てのできる制度や組織づくりが先決であって、能力主義，成果主義

は別として、世帯給を支給できる企業は急速に減少し、事実上の年功序列賃金は存在しても

世帯給ではなくなっていく。経営家族主義というのは世帯給を内包したものであったが、そ

の後の経営福祉主義は世帯給を保障するものではなくて、これが変容した枠組みのもとで個

人間の賃金格差は拡大していく。

ジェンダー視点は男女間の賃金格差を問題にするのみならずに、非正規メンバーの女性群

にとって、正規と非正規の大きな賃金格差を問題にする。このようなジェンダー・コンフリ

クトをどのように解決していくかであって、コンフリクト・マネジメントの視点も欠かせな

い。女性にとって交渉や調停の有用性を職場で検討する必要がある。

行政組織においても男女協働参画行政経営の実現は決して容易ではない。女性職員が出

産、育児で休暇を取ると、その負担が職場の他の人の重荷になって、同僚が心から出産、育

児を歓迎しているわけではない。とくに若い女性がワーク・ライフ・バランスを文字通り実

践すると、子育てに苦労した中高年の女性にとっては快いものではなく、その職場の陰湿な

雰囲気のために出産を機会にやめていく人も少なくない。少子化対策の次世代育成支援法に

しても、制度的諸条件の整備なくしては、魂の入った実質的なものにはなりにくい。子育て

に関して女性同士の対立もあって、子育て女性を優遇する施策にしても、男女からの反発も

あり、法制度による勧奨も骨抜きや手抜きされて、多様性管理を推進して在宅勤務を有効に

機能させていかない限り、なかなか現実的な理解は得られない。 市では定時退庁を求めて

いて、残業手当を節約している面があるけれども、ワーク・ライフ・バランス（ ）に

も配慮している。生活に余裕がないので（行政改革によって賃金カット）、残業手当をかせ

ぎたい職員も少なくないが、賃金の安い非正規メンバーで補うことは経費の削減になってい

る。彼女彼らは日々雇用形態であっても実質的な戦力になっているので、ワークへの正当な

報酬があってこそワーク・ライフ・バランスであろう。経済的にワークとライフの調和がと

れていないから、行政経営の担い手はこの点を真剣に考えて、正義、公正、人権という点か

らも非正規メンバーに対しても仕事意欲を高めていくような政策は必要であろう。正規・非

正規のバランスをどのように実現するかである。

今日の労働の人間化とは、職務拡大、職務充実、半自律的な作業集団に加えて、仕事と生

活の調和という組織外の関連に言及しており、 こそ男女ともに求められる。仕事と家

庭の両立支援をして子育てもしやすくして女性労働を本格化させていくことに限定させず

に、仕事外の社会的接触、人間的交流、社会貢献が、企業のイメージ・アップにつながる

が、さらに仕事の質を換えて、創発的な知的労働を生み出していく（ ミンツバーグの言

う創発的戦略）という点にもっと注目して考察すべきであるといえよう。
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これまでジェンダー問題は女性に限定されがちであったが、男性にも仕事と生活の調和が

必要であって、それが職務をはなれての人材育成の方法にもなる（ ）。目先の利益を

考えると生産性を下げる場合もあろうが、中長期には 見えざる資産 の蓄積にもなる。わ

れわれはジェンダー問題と関連させて を考えているが、男性も介護・看護を担い、妻

の介護のために退職した大学教授がいるように、 を実現していく制度的諸条件の設定

は行政経営の大きな課題である。そこでミクロの制度化とマクロの制度化の両方を考える必

要があり、組織と制度と関連させて考察していきたい。そこではジェンダー問題を避けて通

れないし、ジェンダー・コンフリクトの解決にもマクロとミクロの両方がある。男女共同参

画社会基本法はその一つであって、やがて各市町村の男女共同参画条例が公布されていくで

あろう。

この基本法や条例にもとづいて男女共同参画経営を学んだが、これは少子高齢化による労

働人口の減少を緩和するために女性労働の本格化を目指していて、その正規メンバー男女の

賃金格差は少しづつ改善されつつある。ただシングル・独身女性の厚生水準が上昇して、結

婚への誘因を下げていて、結婚対象の男性の幅を狭めている。少子化対策として結婚促進こ

そ要であって、ここの対策が行政的に遅れている。結婚・出産後も就業を続けやすい環境を

整えて、正規メンバーとして勤務しやすい雇用形態や条件づくりが求められる。たとえば出

産後の就業継続の公的支援には利便性のある場の保育所設置が有効である。とくに大都市部

で保育所整備率は低いから、全国平均並みにすれば、そこでの 歳女性の未婚率は全国

平均よりも ポイント高いので、婚姻率は毎年 万件ふえ、 年の全国の婚姻数 万件

の 割に相当する。これで他の条件変化がないならば出生数も ％上昇して、出生率は現在

の 台半ばから に回復する。そのためのコストとして毎年 億円の追加経費が必要

であって、現在の保育関係予算 億円に比べて高いが、政府の言う 子供手当て 兆円

以上とくらべると 分の ですむ。しかも保育所整備の少子化対策は、現金を支給する少子

化対策と異なって、女性の経済的自活と少子化解消の可能にする望ましい政策になっている

（宇南山卓 経済教室 日本経済新聞、 年 月 日）。

ジェンダー視点からも女性の就業継続支援を優先させるべきであって、既婚女性の賃金を

引き上げて、家庭内でも妻の交渉力を強化できれば、保育所の整備はそこでの就業者を増や

すだけではなくて、女性にとってより有効な結婚促進策になる。少子化の真因は晩婚化、非

婚化であって、結婚促進には、未婚者をも含めた 潜在的な保育需要 に応じた保育所整備

が必須であるのに、とくに大都市部では潜在的定員率（ 歳女性人口と保育所の定員

比）で見ると、保育所の整備は大幅に遅れている（同）。 市では公的保育所には力を入れ

ているが、それが財政を圧迫し行政職員の数も多い。ただ少子化対策は、有効な政策を採用

しても効果を確認できるのは数十年先であるから、政策を正確に評価しにくいが、少なくて

も現実のジェンダー・コンフリクトの解決にはなっている。

ジェンダーバイアスの克服ということからも、家族を個人の集合ととらえて、家計内の支

出の意思決定権限に注目したコレフティブ・モデルが支持されつつある。夫婦間の所得差や

年齢差などに応じて、支出の意思決定権が決まるから、夫婦の所得は必ずしも平等に分配さ

れない。日本では結婚、出産後の離職によって女性の意思決定権が弱くなる場合が多いか

ら、依存関係から権力が発生するという フェファーなどの資源依存モデルが示している



ように ）、配偶者の所得が十分に高くあり続けないと、結婚しても 個人 の厚生水準を高

めるとは限らないから、このモデルでは女性は独身を選択する可能性が高い（同）。

ジェンダー視点では家族を夫婦をパートナーシップと 個人 の集合として捉えて、いわ

ば男女の力関係はバランスの取れた関係であって、その意味で結果も平等の関係になってい

る。ただ現在の既婚女性の重要な就業形態であるパートタイマーの賃金水準は低いままで

あって、経済的依存関係が力配分の大きな位置を占めているので、家事労働の重要性があま

り認識されていない現在では妻の意思決定権は依然弱く、既婚女性の厚生水準は改善されて

いない。したがって固定的な性別役割分業を定型とした家族モデルの下では、事実関係とし

て女性はパートタイマーを選択せざるを得ないことが多くて、仕事労働と家事労働の総負担

は大きいから、女性にとって独身にとどまって自己を定立させる経済的自活を確保すること

は必ずしも不利ではなく、むしろ非婚化にも誘因が働いている。ジェンダー視点はこのこと

に注目したのであって、女性の経済的自活が妻の交渉力を強めるのであり、自己の交渉力を

弱体化させる従属的な結婚には魅力を感じない。かつての専業主婦モデルのもとでは美人妻

は交渉力を有していたし、愛情の裏づけによって劣位に置かれるということは少なかった。

しかし今日では、年功賃金の大きな変容によって夫に世帯給が支払われなくなってきて、

夫婦の共働きを前提とする個人給にシフトしつつあり、妻にも応分の経済的収入が家計維持

のために長期持続的に求められよう。ここに家計支出の意思決定権に変化が見られて、一層

に 支援のもとで利用しやすい保育所の整備が求められている。

このように家族をジェンダー・コンフリクト、交渉力の位置づけという視点から考察する

と、保育所の整備や就業形態の工夫や を促進しない限り、女性にとっては結婚は交渉

力を低下させてしまうし、既婚女性の大部分の就業形態であるパートタイマーの低賃金水準

に加えての家事労働の負担を考慮すると、未婚女性にとって結婚はあきらかに家計支配の交

渉力を低下させていることに気づくのである。しかも非正規メンバーでは家計を豊かにする

とは認識されていないので、結婚への誘因そのものを低下させてしまう。したがって正規メ

ンバーとして出産後も働きつづけることが交渉力の強化になるし、夫の妻への経済的依存度

も世帯給の崩れによって高まっている。そのために夫婦共働きのための政策的な制度的、組

織的支援を不可欠にしていて、もはや専業主婦モデルは幻想の領域になっている。若い女性

にも専業主婦願望が強いのであるが、それを可能にする男性は少ない。

ジェンダーバイアスの克服、ジェンダー・コンフリクトの解決には、女性の就業継続支援

こそ不可欠であって、それがまた世帯給から個人給への切り替えに対応する施策にもなって

いる。また女性労働の本格化こそ公的年金の持続可能性を高め、労働力人口の減少に歯止め

をかけるとともに、多くのジェンダー・コンフリクトを解決する道筋となる。少なくともわ

れわれは、女性の自由な選択肢としての非婚化を否定するものではないが、その原因が上述

のようなことであれば、その改革によって結婚促進も可能になり、さらに出生率も高まっ

て、少子化への対応にもなる。今日では、育ってきた環境をバックにして考えれば、女性の

非婚化は決して不利にはなっていない。結婚への誘因は経済的諸条件だけで決まるものでは

ないが、今の状況では独身でとどまることのハンディは少なく、結婚促進への魅力的な環境
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男女協働参画経営の実現に向けて（数家）

づくりにはなっていない。結婚への期待値が下がっているので、少子化対策には環境変化に

対応した強固な制度づくり、組織づくりが必要である。

なぜ少子化が進んでいるのかジェンダー視点でから解明しないと理解できないことも多い ）。

日本的家族主義のもとでは家族の心理特性・行動特性は夫婦が親子が不分離に融合して、

個人 を集合としてとらえるコレクティブ・モデルではなかった。それがジェンダーバイ

アスの克服を契機に、夫婦をそれぞれ主体的な存在として捉えて、それぞれが意思決定の担

い手になり、その経済的自活力の度合いによって家計配分の意思決定も左右されることが認

識されるようになった。結婚、出産後の離職によって意思決定権が弱体化することを知るよ

うになって、専業主婦モデルを押しつけられることに反発したり、もしくは専業主婦として

自己を定立させることの難しさにも気づくようになってきた。交渉理論的には経済的自活

あっての家庭内の交渉力と女性は認識するようになって、出産後の就業継続を望む人がふえ

ていて、夫も妻の経済的自活をアテにして生活をするようになった。そのために夫婦ともに

保育所整備を求めるようになり、未婚の女性も交渉力を保持するために、保育所の整備があ

れば結婚してもよいというように自己を定立させる経済的自活と両立するので、それが結婚

促進策であり、少子化解消策にもなることが知られてきたといえる。

ジェンダー的に家族を個人の集合と捉えて家庭内の支出における意思決定権限に注目して

考察すると、女性の結婚観も大きく変遷している事実をとらえる必要がある。すなわち個人

の集合として家族をとらえるコレクティブ・モデルのもとでは、家庭内分配においても経済

的自活を背景にした交渉力を劣位におきたくない気持ちが女性にも増えていて、世帯給をえ

ている世帯主に扶養されているパターンは、よほど家事労働の重要性が認識されない限り、

不利な位置づけと考えられている。男女協働参画経営はこれらのことを配慮した経営であっ

て、男の世帯給の崩壊にも対処したリスクを減らす協働システムといえる。

．おわりに

男女協働参画経営のもとでは、個人は複数の組織に同時に所属して、それぞれに部分的に

包含される存在になるから、家事労働においても母親であるとともに女性としての欲望も充

足するという形を取る。家庭生活と共に自分生活が存在し、一個の女性としての生き方は自

分生活あってのことである。仕事生活、地域生活、家庭生活、自分生活をどのようにバラン

スさせていくかの主体的な選択は、あるいは複数の道徳準則のもとでどれを優先させていく

かは個人の選択の自由がある。このバランスが崩れて退職するケースもふえようが、他組織

への 参入 の自由があってのことであって、個人の主体的選択に価値はおいてはいるが、

仕事特化文化のもとでは、その文脈に個人は拘束されることが多い。介護・看護問題もあっ

て、仕事労働を優先させてそれに没入してきた女性でも、現実には 退出 もあって、介護

保険制度はまだまだ不十分である。

）佐野陽子、他編 ジェンダー・マネジメント 東洋経済新報社、 武石恵美子 雇用システムと女
性のキャリア 勁草書房、 。



男女共同参画社会基本法が意図する共同参画は、まず家庭、そして行政組織、さらに男女

が仕事労働を担う企業組織の順番であろう。生活には金銭的収入が必要であって、年功序列

的世帯給の時代では男に妻子を扶養できる賃金が支払われていて、それが固定的な性別役割

分業をもたらして、遠い郊外に家を持って暮らし、妻が専業主婦で兵站基地を担い、夫は遠

距離通勤で都心の職場に通うパターンが定着した。経営家族主義のもとでは夫が妻子を何と

か扶養できる経済的余裕が成長企業にはあって、それがまた良好な労使関係を持続させた。

そのような配慮のもとで男の世帯給は確立されていったが、国際競争力や競争優位性の獲得

のために、男の年功序列賃金の上昇カーブも著しく鈍化して、片働きでは生活家計を維持す

ることは難しいので、家計補助のためにパートタイマーとして主婦は働くようになった。そ

れでも非正規メンバーの年収では家計の柱になりえず、出産して子育てのために退職し、子

育てが一段落すれば再就職ということだが、現実には正規メンバーとしての再就職はきわめ

て難しく、多くの主婦は非正規メンバーとして働いている。このことが広く知られて、出産

後も働き続ける女性が増えて、女性労働を本格化させる制度的支援求めるようになった。

ワーク・ライフ・バランスもその一つであり、女性労働を本格化させなくては日本の将来は

暗い。男女共同参画社会をベースにした男女共同参画経営、そして主 客統合の論理 ）の

もとでの男女協働のシステムを構築する男女協働参画経営が、日本的システムを再生させ

る。そこではワーク・ライフ・バランスを効率性や時間の質と関連させて、経営学的な長所

を見出している。そして行政と住民の協働というガバナンス改革をなす、男女協働参画型行

政経営にも展望を切り拓いている。
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