
自分でキャリアをデザインし
時間を意識した働き方へと変化

守島︓パネリストの方々、各社の状況によっ
て取り組み方も様々であると思いますが、「働
き方改革」を進める上で、一番最初に着手す
べき点、もっともプライオリティを高めるべ
き点というのは、どこになると思いますか︖
順番にお伺いしたいと思いますが、まずは、
非常に日本的な製造業であるキャタピラー
ジャパンの塚本さんからお聞きしたいと思い
ます。
塚本︓当社は、1963 年にキャタピラーと三菱
重工の合併会社として誕生し、2012 年に 100％ 

キャタピラー資本に変わり、社名もキャタピ
ラージャパンに改まったわけですが、社内の文
化は、いい意味でも日本の伝統的な製造業の色
が残っていると思います。社員比率は、男性が 

9  割で女性はわずか 1 割。管理職に至っては 

99％ が男性です。けれども女性は元気です。
製造の現場において上意下達な組織に慣れて
いる男性に比べ、働き方を変えるイノベーティ

ブな発想が出てきています。
守島︓やっぱり、私も含めて男性は保守的な
のですかね。ワークスタイル・イノベーショ
ンに際しては、上意下達ではなく、「自分で自
分のキャリアを作っていくんだ」とか、「自分
で自分の仕事をコントロールしているんだ」
というような感覚を醸成していくことが、ま
ず大切だということでしょうか。
塚本︓そうですね。私もそういう風に感じて
います。
守島︓村田さんには、先ほど前職であるパナ
ソニックにおける「シゴトダイエット」の事
例などご紹介いただきましたが、その経験も
踏まえてどこから改革を始めるべきだと思わ
れますか。
村田︓パナソニックにおいて、2001 年に社長
の強い発想で「女性かがやき本部」が作られ
た時に、男性管理職の中には “おじさんは輝
かなくてもいいということか” などと反発の
声も一部あったように聞いていますが、改革
の本質はそれまで当然と受け止められてきた
慣行を目に見える形で変えていくところにあ

当社は今、全館フリーアドレス化していまし
て、「自席」という概念がありません。つまり、
上司からすれば部下が社内のどこにいるか分
からないわけです。部下の方にも、上司に認
められたいという承認欲求がありますから、
ちゃんと対話できる機会が設けられているこ
とが安心して働けることにつながっています。
働き方を変革する手法はいろいろとあります
が「社内のコミュニケーション」を円滑化さ
せるベースがないままに、テレワークやフリー
アドレスなどの施策だけを導入しても、組織
や文化がドンドンと分裂してしまい、機能し
なくなってしまうと思います。
守島︓自律的な働き方が実践されるほど、上
司と部下のコミュニケーションが重要になる
のですね。
日本マイクロソフトでは、全社員が「いつでも、
どこでも」働ける環境を整備して、社員のワー
クライフバランス満足度が 40% 、事業生産性
が 26％ 向上するという成果を生んでいるとい
うことでしたが、これだけの変革はあまり例
がないと思いますが、どこから手を付けられ
たのでしょうか。
小柳津︓手を付けたいことは山のようにある
のですが、1 つだけ選ぶとしたら、「経営戦略
として考える」ということです。つまり、企
業にとって働き方改革というものは「儲かる
手段」だということを、経営者をはじめ中間
管理職、そして現場の人までしっかり認識し
ていただくことが大事だと思います。

特に日本企業においては、テレワークや働き
方改革というテーマが長年にわたって、福利
厚生的なニュアンスで語られてきましたので、

「出産・育児や介護といった条件を伴う人に対
する、特別処置である」という誤解が非常に
多い。しかし今日、私が紹介させていただい
た当社の事例は、「儲かるための経営戦略論」
なのです。
この経営戦略を実現させる上で特に重要にな
るのが、今、湯川さんもおっしゃられた「社
内のコミュニケーション」であり「コラボレー
ション」なのです。
社内の各所に存在する “人財” が、お互いの専
門的なスキルやナレッジを発揮して、自由か
つ速やかにコラボレーションすることができ
れば、組織の生産性は上がります。
こうしたコラボレーションが進むことで、“人
財” の経験・能力・情報が最大活用され、結
果として社員の満足度も上がります。
守島︓「コラボレーション」というのは、苦労
して日程調整して大勢を会議室に集めて話し
合うのではなく、いろんな IT ツールを使って
瞬間的に、地方であろうと海外であろうと人
と人がつながるということですね︖
小柳津︓おっしゃる通りです。ただ、誤解し
ていただきたくないのは、私たちも「フェイ
ス トゥ フェイス」のコミュニケーションを一
番大切にしている、ということです。
私たちの仕事の進め方は、実は皆さんの私生
活と変わらないのです。皆さん、たとえば、
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集まれる友人と食事会や飲み会をしながら、
その場にいない友人にも SNS でコミュニケー
ションをとったりしていますよね。つまり、
ネットとリアルのコミュニケーションは共存
できるわけです。
人間同士の信頼関係を大切にしながら、その
場その場のコミュニケーションに最適な手段
を選択していく。それが、ワークスタイル・
イノベーションのポイントだと思います。

人財の個性が花開くことで
企業にも大きなメリットが

守島︓女性のキャリア推進と企業のビジネス
の発展をグローバルにリードする企業会員制
の非営利団体であるカタリスト・ジャパンの
塚原さんには、少し違う質問をしてみたいと
思います。先ほど「ダイバーシティ & インク
ルージョン」に力を入れられていると伺いま
したが、この取り組みがいかにして企業の成
果につながっていくのか。塚原さんはどのよ
うにお考えでしょうか︖
塚原︓いろんなスタイル、価値観、バックグ
ラウンド、属性を持った人がいる「ダイバー
シティ」と、その人たちをしっかりと受け入
れて、能力を 120% 開花させることができる
環境をつくる「インクルージョン」を両輪で
回すことは大切です。ただし、インクルージョ
ンは目に見えにくく定義が難しい。そこで私
たちが調査を行ったところ、2 つの大きな要
素があることが分かりました。
それが「組織に対しての帰属感」…この組織
に貢献していこうという想いです。そして、

自分らしさが花開く「ユニークネス」。この 2 

つが同時に存在して初めてインクルージョン
になるというのが、私たちの定義です。
さらに調査によって分かったことは、インク
ルージョンがある職場では個々のイノベー
ションが高まることです。
加えて、チームとしてのシチズンシップが高
まることも明らかになりました。このように
経営に対してプラスの効果があるということ
が分かっています。ただし、ダイバーシティ
& インクルージョンを実践しても、その効果
が即座に現れることは難しい。5 ～ 10 年で花
開いてくる例も多々ありますので、長くコミッ
トすることが必要かと思います。
守島︓今、お話にあった「ユニークネス」に
ついて、湯川さんは人事の立場からは、どの
ようにお考えでしょうか。

湯川︓チームでもよく話をするのですが、私
たち人事は常に「公平性」を優先してしまい
がちだと。しかし、働き方を変革するという
ことは、そもそも不公平を含んでいるわけで
す。そういった意味で、私たちも過去の常識
を捨て去ってしまわないといけないな、と強
く実感しています。
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定員数を上回るご登録をいただいた
本会は、神田 玲子 氏のご挨拶から
和やかにスタート。“ワークスタイ
ル・イノベーション” に対する各者
の熱意が会場に伝わり、盛況のうち
に幕を閉じました。当日の貴重な講
演およびパネルディスカッションの
内容をご紹介させていただきます。

「本日はお忙しい中ご参加いただきまして、あ
りがとうございます。マイクロソフトの創始
者ビル・ゲイツはかつて『自分が出したアイ
デアを少なくとも 1 回は人に笑われるようで
なければ、独創的な発想をしているとは言え
ない』と話しました。大胆な発想が生まれる
仕事の環境とはどのようなものなのでしょう
か。そんな言葉を思い起こしながら、本日の
議論を聞いていただきたいと思います」公益財団法人 NIRA 総合研究開発機構 理事

研究調査部長 神田 玲子 氏

守島 教授は、「働く人たちが、自分の労働時
間に対するコントロールを取り戻すことが重
要」だと強調します。

「働き方改革の議論では、4 つの項目が挙げら
れます。1 つ目は、労働人口減少への対応。2 

つ目は、ワークライフバランスの一層の進展。
3 つ目が、長時間労働慣行の改善。そして、4 

つ目が企業の生産性向上です。このどれもが
正しいのですが日本における働き方改革の核
心は、“働く人たちが、自分の人生をコントロ
ールすること” にあると思います。
これはヒューマニスティックな議論だけでは

なく、経済や産業の面から見ても重要な話で
す。たとえば、人々のアイデアやイノベーシ
ョンが戦略の中核を占める “知識集約産業” に
おいては、働く人が時間で縛られるのではな
く、一人一人が自由な発想に基づいて交感し、
議論し、休息もしっかりと取ることが大事な
のです。クリエイティビティを発揮するため
には、働き方のフレキシビリティは高い方が
いい。また私が思うに、サービス業も “知識
集約産業” なのです。IT 産業など特定の企業
だけが対象になる話ではありません。
この変革を実現するために必要な人事施策は、

次の 4 つです。1 つは、働く人を “人財” とし
て大切にすること。2 つ目は、労働時間と完
全に切り離された成果主義的評価を確立する
ことです。ここで求められるのが、目標管理
からの脱却です。
3 つ目は、働く時間と場所を自分で決められ
る仕組みを作ること。そのために ICT を戦略
的に活用することが望ましい。この 2 つ目と
3 つ目の項目は、同時に実践していかなけれ
ばなりません。
そして 4 つ目が、業務の無駄をそぎ落とし、
時間あたりの生産性を高めることです」
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それが「組織に対しての帰属感」…この組織
に貢献していこうという想いです。そして、

自分らしさが花開く「ユニークネス」。この 2 

つが同時に存在して初めてインクルージョン
になるというのが、私たちの定義です。
さらに調査によって分かったことは、インク
ルージョンがある職場では個々のイノベー
ションが高まることです。
加えて、チームとしてのシチズンシップが高
まることも明らかになりました。このように
経営に対してプラスの効果があるということ
が分かっています。ただし、ダイバーシティ
& インクルージョンを実践しても、その効果
が即座に現れることは難しい。5 ～ 10 年で花
開いてくる例も多々ありますので、長くコミッ
トすることが必要かと思います。
守島︓今、お話にあった「ユニークネス」に
ついて、湯川さんは人事の立場からは、どの
ようにお考えでしょうか。

湯川︓チームでもよく話をするのですが、私
たち人事は常に「公平性」を優先してしまい
がちだと。しかし、働き方を変革するという
ことは、そもそも不公平を含んでいるわけで
す。そういった意味で、私たちも過去の常識
を捨て去ってしまわないといけないな、と強
く実感しています。



自分でキャリアをデザインし
時間を意識した働き方へと変化

守島︓パネリストの方々、各社の状況によっ
て取り組み方も様々であると思いますが、「働
き方改革」を進める上で、一番最初に着手す
べき点、もっともプライオリティを高めるべ
き点というのは、どこになると思いますか︖
順番にお伺いしたいと思いますが、まずは、
非常に日本的な製造業であるキャタピラー
ジャパンの塚本さんからお聞きしたいと思い
ます。
塚本︓当社は、1963 年にキャタピラーと三菱
重工の合併会社として誕生し、2012 年に 100％ 

キャタピラー資本に変わり、社名もキャタピ
ラージャパンに改まったわけですが、社内の文
化は、いい意味でも日本の伝統的な製造業の色
が残っていると思います。社員比率は、男性が 

9  割で女性はわずか 1 割。管理職に至っては 

99％ が男性です。けれども女性は元気です。
製造の現場において上意下達な組織に慣れて
いる男性に比べ、働き方を変えるイノベーティ

ブな発想が出てきています。
守島︓やっぱり、私も含めて男性は保守的な
のですかね。ワークスタイル・イノベーショ
ンに際しては、上意下達ではなく、「自分で自
分のキャリアを作っていくんだ」とか、「自分
で自分の仕事をコントロールしているんだ」
というような感覚を醸成していくことが、ま
ず大切だということでしょうか。
塚本︓そうですね。私もそういう風に感じて
います。
守島︓村田さんには、先ほど前職であるパナ
ソニックにおける「シゴトダイエット」の事
例などご紹介いただきましたが、その経験も
踏まえてどこから改革を始めるべきだと思わ
れますか。
村田︓パナソニックにおいて、2001 年に社長
の強い発想で「女性かがやき本部」が作られ
た時に、男性管理職の中には “おじさんは輝
かなくてもいいということか” などと反発の
声も一部あったように聞いていますが、改革
の本質はそれまで当然と受け止められてきた
慣行を目に見える形で変えていくところにあ

当社は今、全館フリーアドレス化していまし
て、「自席」という概念がありません。つまり、
上司からすれば部下が社内のどこにいるか分
からないわけです。部下の方にも、上司に認
められたいという承認欲求がありますから、
ちゃんと対話できる機会が設けられているこ
とが安心して働けることにつながっています。
働き方を変革する手法はいろいろとあります
が「社内のコミュニケーション」を円滑化さ
せるベースがないままに、テレワークやフリー
アドレスなどの施策だけを導入しても、組織
や文化がドンドンと分裂してしまい、機能し
なくなってしまうと思います。
守島︓自律的な働き方が実践されるほど、上
司と部下のコミュニケーションが重要になる
のですね。
日本マイクロソフトでは、全社員が「いつでも、
どこでも」働ける環境を整備して、社員のワー
クライフバランス満足度が 40% 、事業生産性
が 26％ 向上するという成果を生んでいるとい
うことでしたが、これだけの変革はあまり例
がないと思いますが、どこから手を付けられ
たのでしょうか。
小柳津︓手を付けたいことは山のようにある
のですが、1 つだけ選ぶとしたら、「経営戦略
として考える」ということです。つまり、企
業にとって働き方改革というものは「儲かる
手段」だということを、経営者をはじめ中間
管理職、そして現場の人までしっかり認識し
ていただくことが大事だと思います。

特に日本企業においては、テレワークや働き
方改革というテーマが長年にわたって、福利
厚生的なニュアンスで語られてきましたので、

「出産・育児や介護といった条件を伴う人に対
する、特別処置である」という誤解が非常に
多い。しかし今日、私が紹介させていただい
た当社の事例は、「儲かるための経営戦略論」
なのです。
この経営戦略を実現させる上で特に重要にな
るのが、今、湯川さんもおっしゃられた「社
内のコミュニケーション」であり「コラボレー
ション」なのです。
社内の各所に存在する “人財” が、お互いの専
門的なスキルやナレッジを発揮して、自由か
つ速やかにコラボレーションすることができ
れば、組織の生産性は上がります。
こうしたコラボレーションが進むことで、“人
財” の経験・能力・情報が最大活用され、結
果として社員の満足度も上がります。
守島︓「コラボレーション」というのは、苦労
して日程調整して大勢を会議室に集めて話し
合うのではなく、いろんな IT ツールを使って
瞬間的に、地方であろうと海外であろうと人
と人がつながるということですね︖
小柳津︓おっしゃる通りです。ただ、誤解し
ていただきたくないのは、私たちも「フェイ
ス トゥ フェイス」のコミュニケーションを一
番大切にしている、ということです。
私たちの仕事の進め方は、実は皆さんの私生
活と変わらないのです。皆さん、たとえば、

「テレワーク」という言葉は、最近になってマ
スメディアに登場する機会も増え、一般にも
浸透するようになりましたが、その研究自体
は 90 年代から続けられてきたことを中山 氏
が説明すると、場内の一部からひそかに驚く
声も聞こえました。中山 氏は言います。

「なぜ今、テレワークが注目されているか︖　
その理由は数多くありますが、たとえば安倍
首相自らが議長を務める『働き方改革実現会
議』があります。この会議で設定された 9 つ
のテーマの中にテレワークが含まれており、
第 2 回会議  ( 2016 年 10 月 24 日 ) ではメイン

テーマとして議論され、首相よりテレワーク
普及に向けた企業向けガイドラインを見直す
よう指示がありました。こうした背景には、
少子高齢化による労働人口の減少という日本
の社会的な問題があります。この状況下で日
本の持続的成長を可能にするためには、『人財
の維持・確保』が重要になります。たとえば、
女性は今でも結婚して第 1 子が生まれると、
62% の方が勤め先を辞めているというデータ
があります。そして、高齢者や身体に障碍の
ある方に、あるいは、がんなど病気の治療中
でも “働ける” 方など『働きたくても働ける環

境がない』という方にも、働きやすい環境の
整備が求められております。
また、テレワークにより一人一人が成果を意
識して効率よく仕事ができるようになれば生
産性向上も実現できます。総務省の最新の調
査では企業におけるテレワーク導入率が 2015 

年には 16.2％ にまで増えています。これは、
2014 年に比べて 1.4 倍の数値です。それまで
しばらく 10％ 前後で推移していたことを考え
ると格段の変化です。テレワークはワークス
タイル変革の 1 つの方法論として、多くの企
業で注目されるようになってきています」

伊藤 氏の講演は、会場内に配布された「全部
説明すると 3 時間はかかってしまう」という
ほどに分厚い資料に沿って行われました。資
料内のアジェンダは、以下の 5 項目です。
　1. 「日本型雇用システム」再考
　2. 背景︓人口減少と急激な産業構造転換
　3. 働き方改革実現会議
　4. 人材育成の抜本強化
　5. トータルパッケージの必要性
伊藤 氏は、「働き方改革は、社会政策である
と同時に経済政策でもあります。しかも、成
長戦略の “一丁目一番地” であると言っていい
でしょう。人口減少と、急激な産業構造の変
化を背景にして、日本型雇用システムを見直
していくことが求められます。日本の組織の
大きな特徴として、職務の限定が非常にあい
まいであるために、長時間労働に陥りやすい
という傾向があります。その一方で、日本の『メ
ンバーシップ型雇用』には、欧米の『ジョブ
型雇用』とは異なるメリットもあります。で
すから、働き方改革というのは、欧米型のシ
ステムに変えるという乱暴な議論ではありま
せん」と前置きした上で、第 4 次産業革命と

いう劇的な変化を前に、縦割りの壁が強固な 

“蛸壺” 的な雇用から脱却することが重要であ
ることを強調。
さらに、「働き方改革」のアクションプランが
公表される予定の 2017 年 3 月末は、「労働基
準法、労働契約法、パート法など、20 ～ 30 

年来の労働法制の大改革というターニングポ
イント」になるとして、「よく新聞などで話題
になる、『同一労働 同一賃金』については、
まず同一労働 (equal work) の定義を行うため
に、現状の work の中身を分解する必要があ
ります。そのためには、各企業において、職
務や能力などを明確化す
る必要がある」と続けま
す。
話はさらに展開し、人口
減少が続く中で長時間労
働を是正するためには、
時間当たりの生産性向上
を図ることが必須であ
り、そのためには ICT の
戦略的活用が必須である
こと。そして、ICT を使

いこなせる人材の育成が将来の日本の鍵を握
ること。さらに、雇用における男女差の課題
解消に加え、優秀な外国人財の積極的採用な
どによるダイバーシティの実現が重要となる
ことが、豊富な資料と共に説明されました。

「ワークスタイル変革を促進するテレワーク」
一般社団法人 日本テレワーク協会 専務理事 中山 洋之 氏

「働き方改革と人材育成をめぐる最近の政策動向について」
経済産業省 産業人材政策室 参事官 伊藤 禎則 氏

集まれる友人と食事会や飲み会をしながら、
その場にいない友人にも SNS でコミュニケー
ションをとったりしていますよね。つまり、
ネットとリアルのコミュニケーションは共存
できるわけです。
人間同士の信頼関係を大切にしながら、その
場その場のコミュニケーションに最適な手段
を選択していく。それが、ワークスタイル・
イノベーションのポイントだと思います。

人財の個性が花開くことで
企業にも大きなメリットが

守島︓女性のキャリア推進と企業のビジネス
の発展をグローバルにリードする企業会員制
の非営利団体であるカタリスト・ジャパンの
塚原さんには、少し違う質問をしてみたいと
思います。先ほど「ダイバーシティ & インク
ルージョン」に力を入れられていると伺いま
したが、この取り組みがいかにして企業の成
果につながっていくのか。塚原さんはどのよ
うにお考えでしょうか︖
塚原︓いろんなスタイル、価値観、バックグ
ラウンド、属性を持った人がいる「ダイバー
シティ」と、その人たちをしっかりと受け入
れて、能力を 120% 開花させることができる
環境をつくる「インクルージョン」を両輪で
回すことは大切です。ただし、インクルージョ
ンは目に見えにくく定義が難しい。そこで私
たちが調査を行ったところ、2 つの大きな要
素があることが分かりました。
それが「組織に対しての帰属感」…この組織
に貢献していこうという想いです。そして、

自分らしさが花開く「ユニークネス」。この 2 

つが同時に存在して初めてインクルージョン
になるというのが、私たちの定義です。
さらに調査によって分かったことは、インク
ルージョンがある職場では個々のイノベー
ションが高まることです。
加えて、チームとしてのシチズンシップが高
まることも明らかになりました。このように
経営に対してプラスの効果があるということ
が分かっています。ただし、ダイバーシティ
& インクルージョンを実践しても、その効果
が即座に現れることは難しい。5 ～ 10 年で花
開いてくる例も多々ありますので、長くコミッ
トすることが必要かと思います。
守島︓今、お話にあった「ユニークネス」に
ついて、湯川さんは人事の立場からは、どの
ようにお考えでしょうか。

湯川︓チームでもよく話をするのですが、私
たち人事は常に「公平性」を優先してしまい
がちだと。しかし、働き方を変革するという
ことは、そもそも不公平を含んでいるわけで
す。そういった意味で、私たちも過去の常識
を捨て去ってしまわないといけないな、と強
く実感しています。
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守島 教授をファシリテーターに迎えたパネルディスカッションは、パネリストが関わっている各社における「ワークスタイル・
イノベーション」の実例を順番に紹介した後に開始されました。下記に、そのダイジェストをご紹介いたします。

自分でキャリアをデザインし
時間を意識した働き方へと変化

守島︓パネリストの方々、各社の状況によっ
て取り組み方も様々であると思いますが、「働
き方改革」を進める上で、一番最初に着手す
べき点、もっともプライオリティを高めるべ
き点というのは、どこになると思いますか︖
順番にお伺いしたいと思いますが、まずは、
非常に日本的な製造業であるキャタピラー
ジャパンの塚本さんからお聞きしたいと思い
ます。
塚本︓当社は、1963 年にキャタピラーと三菱
重工の合併会社として誕生し、2012 年に 100％ 

キャタピラー資本に変わり、社名もキャタピ
ラージャパンに改まったわけですが、社内の文
化は、いい意味でも日本の伝統的な製造業の色
が残っていると思います。社員比率は、男性が 

9  割で女性はわずか 1 割。管理職に至っては 

99％ が男性です。けれども女性は元気です。
製造の現場において上意下達な組織に慣れて
いる男性に比べ、働き方を変えるイノベーティ

ブな発想が出てきています。
守島︓やっぱり、私も含めて男性は保守的な
のですかね。ワークスタイル・イノベーショ
ンに際しては、上意下達ではなく、「自分で自
分のキャリアを作っていくんだ」とか、「自分
で自分の仕事をコントロールしているんだ」
というような感覚を醸成していくことが、ま
ず大切だということでしょうか。
塚本︓そうですね。私もそういう風に感じて
います。
守島︓村田さんには、先ほど前職であるパナ
ソニックにおける「シゴトダイエット」の事
例などご紹介いただきましたが、その経験も
踏まえてどこから改革を始めるべきだと思わ
れますか。
村田︓パナソニックにおいて、2001 年に社長
の強い発想で「女性かがやき本部」が作られ
た時に、男性管理職の中には “おじさんは輝
かなくてもいいということか” などと反発の
声も一部あったように聞いていますが、改革
の本質はそれまで当然と受け止められてきた
慣行を目に見える形で変えていくところにあ

るのではないでしょうか。
パナソニック電工が 2008 年から開始した「シ
ゴトダイエット」という取り組みはホワイト
カラーの働き方改革の一例ですが、その手法
は製造の現場で品質管理の一環として実践さ
れている QC サークルと同じ手順で、人事が
事務局を行い、各職場に責任者・担当者を設
置して、労働組合も巻き込んで行っている活
動です。
ホワイトカラーの生産性をどうやって測定し
て効率を上げていくかは、今どの企業にとっ
ても重要な視点ではないかと思います。
守島︓日本のホワイトカラーの生産性が欧米
に比べて非常に低いというデータもあります。
村田︓高度成長期においては、「モノを作れば
売れる」状態でしたから、工場の稼働を伸ばし、
長時間働くことが日本の競争力にも直結して
いたと思いますが、今は状況が異なります。
O E C D  ( O rg a n i s a t i o n  f o r  E c o n o m i c  C o -

operation and Development︓経済協力開発機
構) が発表しているデータでも、日本の「時間
当たりの労働生産性」が先進国の中ですごく低

当社は今、全館フリーアドレス化していまし
て、「自席」という概念がありません。つまり、
上司からすれば部下が社内のどこにいるか分
からないわけです。部下の方にも、上司に認
められたいという承認欲求がありますから、
ちゃんと対話できる機会が設けられているこ
とが安心して働けることにつながっています。
働き方を変革する手法はいろいろとあります
が「社内のコミュニケーション」を円滑化さ
せるベースがないままに、テレワークやフリー
アドレスなどの施策だけを導入しても、組織
や文化がドンドンと分裂してしまい、機能し
なくなってしまうと思います。
守島︓自律的な働き方が実践されるほど、上
司と部下のコミュニケーションが重要になる
のですね。
日本マイクロソフトでは、全社員が「いつでも、
どこでも」働ける環境を整備して、社員のワー
クライフバランス満足度が 40% 、事業生産性
が 26％ 向上するという成果を生んでいるとい
うことでしたが、これだけの変革はあまり例
がないと思いますが、どこから手を付けられ
たのでしょうか。
小柳津︓手を付けたいことは山のようにある
のですが、1 つだけ選ぶとしたら、「経営戦略
として考える」ということです。つまり、企
業にとって働き方改革というものは「儲かる
手段」だということを、経営者をはじめ中間
管理職、そして現場の人までしっかり認識し
ていただくことが大事だと思います。

特に日本企業においては、テレワークや働き
方改革というテーマが長年にわたって、福利
厚生的なニュアンスで語られてきましたので、

「出産・育児や介護といった条件を伴う人に対
する、特別処置である」という誤解が非常に
多い。しかし今日、私が紹介させていただい
た当社の事例は、「儲かるための経営戦略論」
なのです。
この経営戦略を実現させる上で特に重要にな
るのが、今、湯川さんもおっしゃられた「社
内のコミュニケーション」であり「コラボレー
ション」なのです。
社内の各所に存在する “人財” が、お互いの専
門的なスキルやナレッジを発揮して、自由か
つ速やかにコラボレーションすることができ
れば、組織の生産性は上がります。
こうしたコラボレーションが進むことで、“人
財” の経験・能力・情報が最大活用され、結
果として社員の満足度も上がります。
守島︓「コラボレーション」というのは、苦労
して日程調整して大勢を会議室に集めて話し
合うのではなく、いろんな IT ツールを使って
瞬間的に、地方であろうと海外であろうと人
と人がつながるということですね︖
小柳津︓おっしゃる通りです。ただ、誤解し
ていただきたくないのは、私たちも「フェイ
ス トゥ フェイス」のコミュニケーションを一
番大切にしている、ということです。
私たちの仕事の進め方は、実は皆さんの私生
活と変わらないのです。皆さん、たとえば、

集まれる友人と食事会や飲み会をしながら、
その場にいない友人にも SNS でコミュニケー
ションをとったりしていますよね。つまり、
ネットとリアルのコミュニケーションは共存
できるわけです。
人間同士の信頼関係を大切にしながら、その
場その場のコミュニケーションに最適な手段
を選択していく。それが、ワークスタイル・
イノベーションのポイントだと思います。

人財の個性が花開くことで
企業にも大きなメリットが

守島︓女性のキャリア推進と企業のビジネス
の発展をグローバルにリードする企業会員制
の非営利団体であるカタリスト・ジャパンの
塚原さんには、少し違う質問をしてみたいと
思います。先ほど「ダイバーシティ & インク
ルージョン」に力を入れられていると伺いま
したが、この取り組みがいかにして企業の成
果につながっていくのか。塚原さんはどのよ
うにお考えでしょうか︖
塚原︓いろんなスタイル、価値観、バックグ
ラウンド、属性を持った人がいる「ダイバー
シティ」と、その人たちをしっかりと受け入
れて、能力を 120% 開花させることができる
環境をつくる「インクルージョン」を両輪で
回すことは大切です。ただし、インクルージョ
ンは目に見えにくく定義が難しい。そこで私
たちが調査を行ったところ、2 つの大きな要
素があることが分かりました。
それが「組織に対しての帰属感」…この組織
に貢献していこうという想いです。そして、

自分らしさが花開く「ユニークネス」。この 2 

つが同時に存在して初めてインクルージョン
になるというのが、私たちの定義です。
さらに調査によって分かったことは、インク
ルージョンがある職場では個々のイノベー
ションが高まることです。
加えて、チームとしてのシチズンシップが高
まることも明らかになりました。このように
経営に対してプラスの効果があるということ
が分かっています。ただし、ダイバーシティ
& インクルージョンを実践しても、その効果
が即座に現れることは難しい。5 ～ 10 年で花
開いてくる例も多々ありますので、長くコミッ
トすることが必要かと思います。
守島︓今、お話にあった「ユニークネス」に
ついて、湯川さんは人事の立場からは、どの
ようにお考えでしょうか。

湯川︓チームでもよく話をするのですが、私
たち人事は常に「公平性」を優先してしまい
がちだと。しかし、働き方を変革するという
ことは、そもそも不公平を含んでいるわけで
す。そういった意味で、私たちも過去の常識
を捨て去ってしまわないといけないな、と強
く実感しています。



日本マイクロソフト株式会社の取り組みを紹介した資料の一
部。働く場所を問わないテレワークが、「一部社員の特権」では
なく、全社員の日常となっている

ヤフー株式会社の取り組みを紹介した資料の一部。スマート
フォンなど最新の利便性を活かした働き方も生産性の向上に
貢献している

自分でキャリアをデザインし
時間を意識した働き方へと変化

守島︓パネリストの方々、各社の状況によっ
て取り組み方も様々であると思いますが、「働
き方改革」を進める上で、一番最初に着手す
べき点、もっともプライオリティを高めるべ
き点というのは、どこになると思いますか︖
順番にお伺いしたいと思いますが、まずは、
非常に日本的な製造業であるキャタピラー
ジャパンの塚本さんからお聞きしたいと思い
ます。
塚本︓当社は、1963 年にキャタピラーと三菱
重工の合併会社として誕生し、2012 年に 100％ 

キャタピラー資本に変わり、社名もキャタピ
ラージャパンに改まったわけですが、社内の文
化は、いい意味でも日本の伝統的な製造業の色
が残っていると思います。社員比率は、男性が 

9  割で女性はわずか 1 割。管理職に至っては 

99％ が男性です。けれども女性は元気です。
製造の現場において上意下達な組織に慣れて
いる男性に比べ、働き方を変えるイノベーティ

ブな発想が出てきています。
守島︓やっぱり、私も含めて男性は保守的な
のですかね。ワークスタイル・イノベーショ
ンに際しては、上意下達ではなく、「自分で自
分のキャリアを作っていくんだ」とか、「自分
で自分の仕事をコントロールしているんだ」
というような感覚を醸成していくことが、ま
ず大切だということでしょうか。
塚本︓そうですね。私もそういう風に感じて
います。
守島︓村田さんには、先ほど前職であるパナ
ソニックにおける「シゴトダイエット」の事
例などご紹介いただきましたが、その経験も
踏まえてどこから改革を始めるべきだと思わ
れますか。
村田︓パナソニックにおいて、2001 年に社長
の強い発想で「女性かがやき本部」が作られ
た時に、男性管理職の中には “おじさんは輝
かなくてもいいということか” などと反発の
声も一部あったように聞いていますが、改革
の本質はそれまで当然と受け止められてきた
慣行を目に見える形で変えていくところにあ

い現状で、長時間残業しても生産性が低いこ
とを恥じるべきと思います。時間当たりの生
産性をあげるためには、「時間を意識する働き
方」にシフトしていくことが重要で、人事評
価も、短時間で成果を上げたことを評価する
仕組みに変えていく中で、仕事ができる人は
早く帰る、遅くまで残っている人は業務効率
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ファシリティや人事制度まで変革を行い、「会
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これは結果論なのですが、従前から「部下と上
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とが、変革を進める上で非常に有効でした。

当社は今、全館フリーアドレス化していまし
て、「自席」という概念がありません。つまり、
上司からすれば部下が社内のどこにいるか分
からないわけです。部下の方にも、上司に認
められたいという承認欲求がありますから、
ちゃんと対話できる機会が設けられているこ
とが安心して働けることにつながっています。
働き方を変革する手法はいろいろとあります
が「社内のコミュニケーション」を円滑化さ
せるベースがないままに、テレワークやフリー
アドレスなどの施策だけを導入しても、組織
や文化がドンドンと分裂してしまい、機能し
なくなってしまうと思います。
守島︓自律的な働き方が実践されるほど、上
司と部下のコミュニケーションが重要になる
のですね。
日本マイクロソフトでは、全社員が「いつでも、
どこでも」働ける環境を整備して、社員のワー
クライフバランス満足度が 40% 、事業生産性
が 26％ 向上するという成果を生んでいるとい
うことでしたが、これだけの変革はあまり例
がないと思いますが、どこから手を付けられ
たのでしょうか。
小柳津︓手を付けたいことは山のようにある
のですが、1 つだけ選ぶとしたら、「経営戦略
として考える」ということです。つまり、企
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人財の個性が花開くことで
企業にも大きなメリットが

守島︓女性のキャリア推進と企業のビジネス
の発展をグローバルにリードする企業会員制
の非営利団体であるカタリスト・ジャパンの
塚原さんには、少し違う質問をしてみたいと
思います。先ほど「ダイバーシティ & インク
ルージョン」に力を入れられていると伺いま
したが、この取り組みがいかにして企業の成
果につながっていくのか。塚原さんはどのよ
うにお考えでしょうか︖
塚原︓いろんなスタイル、価値観、バックグ
ラウンド、属性を持った人がいる「ダイバー
シティ」と、その人たちをしっかりと受け入
れて、能力を 120% 開花させることができる
環境をつくる「インクルージョン」を両輪で
回すことは大切です。ただし、インクルージョ
ンは目に見えにくく定義が難しい。そこで私
たちが調査を行ったところ、2 つの大きな要
素があることが分かりました。
それが「組織に対しての帰属感」…この組織
に貢献していこうという想いです。そして、

自分らしさが花開く「ユニークネス」。この 2 

つが同時に存在して初めてインクルージョン
になるというのが、私たちの定義です。
さらに調査によって分かったことは、インク
ルージョンがある職場では個々のイノベー
ションが高まることです。
加えて、チームとしてのシチズンシップが高
まることも明らかになりました。このように
経営に対してプラスの効果があるということ
が分かっています。ただし、ダイバーシティ
& インクルージョンを実践しても、その効果
が即座に現れることは難しい。5 ～ 10 年で花
開いてくる例も多々ありますので、長くコミッ
トすることが必要かと思います。
守島︓今、お話にあった「ユニークネス」に
ついて、湯川さんは人事の立場からは、どの
ようにお考えでしょうか。

湯川︓チームでもよく話をするのですが、私
たち人事は常に「公平性」を優先してしまい
がちだと。しかし、働き方を変革するという
ことは、そもそも不公平を含んでいるわけで
す。そういった意味で、私たちも過去の常識
を捨て去ってしまわないといけないな、と強
く実感しています。


