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女性が働くことの難しさ
女性活躍推進法の施行に伴う情報開示の必要性に

限らず、多くの企業にとって避けて通れない“女性
活躍推進”。積極的な取り組みにより成功事例もあ
る一方、制度・環境面での整備や積極登用を進めて
も期待効果が得られず、推進に苦労している企業や
頑張っているのに上手くいかないと悩む女性は数多
い。経営コンサルタントである筆者も、出産を機に、
女性が働くことの難しさに直面した。しかし、試行
錯誤の末、独自のワークスタイル確立により生産性
を大幅に向上し、現在は1日4時間しか働かない。

女性活躍推進のキー
さて、女性活躍といっても、仕事上での立場や実

績、目指すキャリア、配偶者や子供、介護など、対
象となる女性や取り巻く状況は様々である。とりわ
け、女性管理職や育児や介護をしながら働き活躍し
たいと願う女性と、活躍を期待し様々な取り組みを
進める企業は、両者の目的は一致しているにも関わ
らず、なぜか進まない。

最大の要因は、企業も女性も“従来のワークスタ
イル”を前提にしているからではないだろうか。例
えば、育児や介護をしながら働く女性は、労働に割
ける時間・体力・気力が半分以下に激減する。管理
職登用された女性は、ロールモデルがいない中で、
これまでと大きく異なる役割や責任、仕事内容で成
果を出さなければならない。このように労働環境や
内容に大きな制約や変化がある状況で、従来のワー
クスタイルを続ければ、成果が出難くなるのは当然
である。

この状況で成果を出すには、女性がワークスタイ
ルを変えて、生産性（知的生産性）を上げるしかな
い。そして企業はその取り組みをサポートし、実現
可能な環境や制度を整備する。このように女性と企
業が対となって、“ワークスタイルの変革”に取り組
めば、女性活躍は推進できる。では、なぜ生産性向
上にワークスタイル変革が必要なのか、基本的な4
つのワークスタイルと共にご紹介したい。

ワークスタイル変革による生産性向上
１：休みは確保し、自分を何よりも大切にする

まずは休息に関するワークスタイルである。具体
的には、睡眠は1日8時間、予定は最低限のみ、ラ
ンチや90分毎の休息は必ず確保、仕事は定時内、
残業や休日出勤・徹夜はしない、など。『予定はい
つもギッシリ、休むより仕事』というワークスタイ
ルでは、能力が低下するため、生産性は低い。

第1に睡眠。ハーバード医学大学院のツァイス
ラー教授によれば、18時間以上起き続けていると、
反応速度、記憶力、集中力、判断力、計算処理、認
識速度、方向感覚など全ての認知能力が低下し始め
る。そして睡眠時間が平均4時間の日が5日間続く
と、認知能力は24時間起きているのと同じくらい
低くなる。これは、酒酔いと法的に判断されるのと
同じレベル。この状態が続けば、認知能力はさらに
低下するそうだ。一方、十分な睡眠は脳の機能を高
める。認知能力を最高レベルで維持する能力は、直
近数日間の睡眠量と関係しており、毎晩最低8時間
の睡眠をとれば、集中力を維持できるという1。別
の研究によると、8時間ゆっくり眠れるグループと
何度も睡眠の邪魔をされるグループが起床後、難解
な数字クイズを解いたところ、前者グループの正答
率は後者グループの2倍だったという。これは、睡
眠中に脳は膨大な情報の整理と再構築を行ってお
り、起きた時には神経の新たな繋がりができ、より
多様な解決策を見つけることが可能になるためだと
いう2。

残念ながら私がこれらを知ったのは、独自に生産
性を上げた後であり、産後の仕事復帰当初は睡眠時
間を削って夜中に仕事をしたり、週末だけ長時間働
く方法なども試みた。しかしこの様な働き方は、生
産性は低いのに疲労が溜まり、育児する気力や体力
まで減少するという散々な結果であった。最終的に、
もう労働時間は関係ない！と半ば諦めモードで息子
と共に20時半に寝るようになってから驚くほど生
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産性が上がり、それ以降8時間睡眠を確保してい
る。

第2に休憩。良い成果を出すには完全な集中が必
要だが、実は意識を集中し続けると、脳の燃料であ
るグルコース（ブドウ糖）を使い切ってしまい、脳
は消耗していく。気が散ったり、イライラしたり、
疲労感を覚えたり、仕事をしなくてはならないのに
インターネットをチェックしたりするのは、脳が燃
料切れを起こしている兆候だ。脳がエネルギーを使
い切ってしまうと認知能力が低下する3。これは専
門家であっても例外はなく、休息を取らないと、能
力だけでなく判断と意思決定の質までも低下するこ
とが明らかになっている4。レム睡眠のクレイトマ
ンの研究によると、脳は睡眠中だけでなく、覚醒時
も90分ごとに活動と休止のサイクルを繰り返して
いる。人間は起きている時も90分ごとに脳を充電
するための休息を取る必要があるのだ5,6。

この通り、休みが不足するだけで、能力低下を引
き起こす。能力が低下した状態では当然、成果は低
く、時間をかけても上がらない。しかも能力は体調
や気分と違い、把握が難しい。よって能力を最高の
状態で維持するには、しっかり休むしかない。

2：集中する時は、オフラインにする
次は仕事環境に関するワークスタイル。具体的に

は、仕事中でも電話や声掛けを遮断する時がある、
メールやインターネットなどは決めた時間に確認、
休憩中にデジタル機器は利用しない、電話やメール
など簡単なことでもマルチタスク（同時にいくつか
の仕事をすること）はしない、など。『常時オンラ
インで連絡も取れる』というワークスタイルでは、
能力が低下する上に、多くの資源を無駄にするた
め、生産性は低い。

常時オンラインの状態で集中するのが極めて困難
なのは、言うまでもない。昼夜を問わず、PC、タ
ブレット、スマートフォンからメッセージやアラー
トが舞い込み、仕事に集中したくても不可能であ 
る6。ある研究では、人は仕事中にメールや電話によ 
って邪魔される時、IQ（思考力）が10も下がると
いう。このIQ低下は徹夜明けの時と同等である7。
しかもメールや電話に限らず、ある仕事から別の仕
事に切り替える際に、＋αのムダな時間が発生する6。
常時オンラインでは、幾度となく仕事の切り替えが
発生し、本来不要な時間をムダに使っているという

ことだ。仕事の切り替えに余分にかかる時間は、そ
の仕事の複雑さによって変わる。単純な仕事では
25%かそれ以下の時間の増加で済むが、複雑な仕
事では100％かそれ以上の増加になるという8。し
かも、その仕事が重要であればあるほど、中断が入
れば脱線が大きくなり、完了さえ難しくなるという
のだ9。

私も、仕事復帰後しばらくは常時オンラインであ
った。顧客からの連絡は、いつでも取るべきだと思
っていたからである。しかし産後の課題検討中に何
度か電話対応をした際、検討再開前に内容確認して
いると気付き、午前中はオフラインにするという
ルールを決めた。時間制限なく働けていた頃は、こ
の代償をさほど気に留めず、それが結果的に長時間
労働に繋がっていたと感じる。労働時間の制約があ
るからこそ、このムダに気付き、何にも邪魔されず
に、静かに仕事に集中できる貴重な時間を確保でき
たのだ。

常に膨大な情報が飛び交い続ける現代では、仕事
に集中する環境は自ら確保しなければならない、と
いうことだ。そうしなければ、仕事にかかる時間が
ムダに増えるだけでなく、能力低下も引き起こし、
生産性は著しく低下する。だからこそ、集中する時
はオフラインにすることを強く推奨する。

3：最も重要なことだけに取り組む
3つ目は仕事の選択に関するワークスタイル。具

体的には、最も重要な問題だけを解決する、最も重
要な解決策のみ実施する、最重要プロジェクトのみ
を遂行する、など1点集中するということだ。『良
いと思うことは、全て行う』というワークスタイル
では、最も重要なことに資源をフル活用できないた
め、生産性は低い。

理由は単純で、仕事に使える資源が同じ場合、よ
り重要な仕事に、より多くの資源を投入した方が良
い成果を得られる可能性が高いからである2,8。仕事
にも重要なものと重要ではないものがあり、仕事に
投入できる資源が有限である以上、この資源配分は
避けて通れない。前述のワークスタイルを実践して
能力を最大限に保ち、集中できる環境で仕事をした
としても、ここを間違えると致命的だ。生産性は絶
対に上がらない。着手する仕事を増やせば、何か1
つは上手くいくと思うかもしれないが、逆である。
各仕事のタスクや問題などすべきことが増え、多く
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の仕事が中途半端になる。これを長時間労働で回避
しようとしても無意味なことは前述の通り。1点集
中できれば、不要な仕事が減り、十分な休息も確保
でき、生産性は一気に向上する。

私も、産後は、より厳しく仕事を選定する様にな
った。目先の利益に捉われずに、重要なものだけに
集中するのは覚悟のいる決断だが、多くが中途半端
になるよりリスクは低い。また1点集中は、間違い
や上手くいかない時にすぐに把握できるが、多くに
着手すると、様々なことが関連し合って複雑化し、
現状把握の難易度が上がる。手を広げすぎたが故に、
多くのことが手に負えなくなってしまうのだ。解決
策はただ1つ、最も重要なこと以外は着手しないこ
とだ。

4：自ら考え判断してから行動する
では“最も重要なこと”を見極めるにはどうすれば

良いのか。これが4つ目の仕事の進め方に関する
ワークスタイルだ。具体的には、何らかの問題や機
会を認識した際に、目的と現状を把握し、最善の手
段を考え選択してから行動する、ということだ。つ
まり“主体的に仕事をする”のだ。『考えるよりもま
ず行動』というワークスタイルでは、資源のムダ使
いが増え、目的達成からも遠のくため、生産性は低
い。

行動は非常に重要だ。ただし、考えてから行動と
いう順に行うべきである。最も重要なことは、思い
付きでは当たらないので、考えるしかない。80対
20の法則（パレートの法則）にある通り、大多数
にはあまり価値がなく、ごく少数に莫大な価値があ
る2,8。仕事上の様々な問題や機会においても当ては
まる。多くの問題に着手するより、いま本当に答え
を出すべき問題を見極めることが、何よりも重要な
のだ10。

また、考えずに行動するケースは、手段が目的化
し、本来の目的を見失い易い。基本的に全ての行動

（仕事）は、会社のビジョンや目的を達成するため
の手段であるが、手段（行動）自体が目的化しがち
なのだ。結果、目的達成に無関係もしくは重要では
ない沢山の仕事までも抱えることになり、資源が不
足し、目的達成が遠のく。私の経験上、これは特に
女性に多く、何のために行うのかを尋ねても、目的
が言えない人は多い。目的達成に向けて、限りある
資源を有効に使うには、考えてから行動するしかな
い。

女性活躍推進から全社的な取り組みへ
“ワークスタイル変革”の必要性をご理解いただけ

ただろうか。この変革は、女性の努力のみならず、
企業の全面的なサポートなくして実現困難であるこ
とも改めて強調しておく。知的生産性の向上には、
“考えるワークスタイルの変革”も必要なのだが、ま
ずはこの基本の理解と実践を推奨する。また、知的
生産を担う方であれば、女性に限らず男性でも実践
可能である。しかし、実際に変えるとなると、長年
の習慣が立塞がり、言うほど簡単ではない。実現に
は、労働時間の制約や仕事内容の大きな変化、深刻
な体調不良など、本人にとってワークスタイルを見
直す“大きなキッカケ”が欠かせない。そういう意味
で、女性はキッカケを得やすい。私も産後は、“仕
事上で女性は絶対に不利だ、なぜ男性は何の制約も
ないのか”と強く思っていた。しかしワークスタイ
ルを変え、仕事と生活を“対峙”ではなく“調和”でき
た今となっては、出産による労働環境の変化は貴重
な機会だったと思う。

働きたいと願う1人でも多くの女性が、労働環境
の変化というピンチをチャンスに変え、真に活躍す
るために、企業と共にワークスタイルを考える一助
となれば幸いである。そして、女性活躍推進を通じ
た女性のワークスタイル変革が試金石となって、い
ずれは全社的な取り組みへと広がり、日本のワーク
スタイルが変わるキッカケとなれば幸いである。
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