
『余暇学研究』第 8号(2005年 3月)投稿論文 

 

  我が国におけるバカンスの不可能性…失業と過労死の間で 

 

                         実践女子短大  薗田碩哉 

はじめに 

 日本の勤労者の余暇は、先進諸国の中で依然として低水準にある。長期不況の中、失業

率がジリジリと高くなるにもかかわらず、仕事の分かち合い（ワークシェアリング）は進

行せず、他方では働きすぎて心身の不調を来たし、鬱状態に陥って自殺を選ぶ「過労死」

が後を絶たない。日本人はなぜ、長時間労働を克服できないのか、まとまった余暇（バカ

ンス）を確立できないのか、その理由を考察し、今後の施策を模索したい。 

 

１．労働時間の現実 

 はじめに日本の勤労者の労働時間の現実を確認しておこう。 

1) 年間労働時間はどれくらいか 

わが国勤労者の総労働時間は年々減少して、2003 年には所定内労働時間 1706 時間、所

定外 147時間、総実労働時間 1853時間であるという。ただしこの数字は必ずしも現状を正

確に反映しているとは言いがたい。1 つには数字の基礎になっている「毎月労働調査」の

集計が雇用者側からの報告をもとにしたものであるので、どちらかといえば数字が低めに

現れること、また、悪名高い「サービス残業」の存在がこの数字をほとんど無意味にして

いることによる。職場に居残って仕事を続けても、一定の時間以降は残業代を支払っても

らえない、あるいはみずから申告をあきらめ雇用主に奉仕するという「美風」はわが国の

職場に広く行き渡っている。最近は明らかな「不払い労働」に対しての訴訟が提起され、

裁判所が支払いを命ずるという事例も見受けられるが、それは氷山の一角に過ぎない。職

場に自発的に居残るばかりでなく、自宅へ仕事を持ち帰って、生活時間を犠牲にしても仕

事をやり遂げるというけなげな社員も少なくないという（これは「フロシキ残業」と言わ

れている）。いったい、日本人の真の総労働時間はどのくらいなのだろう。ＮＨＫの生活時

間調査によって勤労者の労働時間をチェックしてみると 2000 時間を優に越えるという見

方もできるようだ。 

 

2) 労働時間短縮に向けて 

労働時間の削減は日本においても大きな政策目標になっている。政府は「労働時間短縮

推進計画」を打ち出し、年間総労働時間 1800時間を目標に掲げている。生産性を高めて労

働時間を削減すれば、勤労者の健康の維持や自己開発の機会を増やすことになり、家庭生

活を充実させ、地域社会の活性化にもつながる。また、拡大したレジャーに対するサービ



スが産業化されれば、ＧＮＰの拡大にも資するはずである。いいことづくめのはずの「時

短」が実際にはなかなか進まない。それはいったいなぜなのだろうか。 

労働時間の削減を計るには第 1に一日の労働時間を削減することである。そのために各

国は所定の労働時間を短縮すると同時に、所定外の労働時間の発生を厳しく制限する政策

をとって来た。ところがわが国の場合は、労働基準法第 36条の規定によって、労使が協定

を結べば、せっかく 32条に週４０時間、１日８時間を超えてはならないとしている限度基

準を超えて労働時間を延長できるという悪名高い措置が取られている（俗に言うサブロク

協定）。1919年のＩＬＯ第 1号条約(8時間労働制)の締結以来、労使の攻防を土台に営々と

して積み上げられてきた労働時間を制限するルールは、勤労者の文化的生活を守る砦であ

るといえよう。憲法とともに戦後の民主的改革の重要なアイテムの 1つであった労働基準

法は、戦前にははるかに手の届かなかった 8時間労働制の原則を謳いあげた。しかしこの

進歩的な法律も、こと労働時間に関する限り 36条によって全くのザル法にされてしまった。

労働組合があればそれと、なければ「労働者の過半数を代表する者」（これはいったい誰で

あろう）との書面による協定を結べば、そして 25％の割増賃金を払いさえすれば、ほとん

ど無制限に労働時間を延長することができる。 

事実上、労働時間が柔軟に伸縮できるということは、終身雇用制が一般で雇用調整のし

にくいわが国では、景気不景気の変動に対する安全弁になってきた。仕事が増えれば残業

を増やし、不景気になればそれを減らせばよい。勤労者の方からも残業は給与の一部と認

識されていて、賃金さえ増えれば余暇の減少を気にかけることは少なかった。残業すれば

割増賃金がもらえるのである。企業は賃率の増加が負担だと思えば、その先には｢サービス

残業｣という奥の手がある。サービス残業の蔓延は、勤労者の忠誠心や職場の連帯感の高さ

という背景があるにしろ、労働時間を延長することへの歯止めの弱さが根本の要因になっ

ていると思われる。 

 まがりなりにも「労働時間短縮推進計画」を掲げ、年間総労働時間 1800時間を目標とす

る政府は、残業規制が進展しない一因として、36条に関わる労使協定でいうところの「特

別な事情の生じた場合に限り労働時間を延長できる」という規定のあいまいさに問題を感

じ取り、2003年 10月に「特別な事情とは臨時的なものに限る」という告示の改正を行い、

04年 4月から実施している。しかしこれとて「臨時的」をどう見るのかという点で裁量の

幅は大きく、ほとんど規制の意味を持っていないと言わざるを得ない。本気で規制するな

ら欧米のように時間外労働の限度を数字で示す他はないはずである。 

時間短縮の第 2のポイントは、週単位の時間短縮、端的には完全週休２日制を徹底する

ことである。官庁や大企業ではおおむね 100%の普及を見せる完全週休２日制も中小零細企

業ではやっと半数というところであり、いまだ道は遠い。特にわが国の場合、デパートや

小売業が土曜日、日曜日に営業するのは当然のことであり（日曜日にはレジャーサービス

以外は休業が一般的な欧米との違い）、コンビニエンスストアのように年中無休を掲げる事

業所も少なくない。日曜日は聖なる日＝Holy Day だから働いてはならないというキリス



ト教に基づく伝統的意識のないわが国では、休日に働くことへの抵抗感が少ない。土曜日

になると抵抗感はほとんどなく、公立学校の場合、せっかく休みになった土曜日を学力の

低下を理由に見直そうという動きさえある。企業の場合、週休 2日制を採用していても、

土日に出勤した勤労者が平日に代休を完全に保障されているのかどうかという危惧もある。

サービス残業が横行する職場の風土のもとでは、多忙を理由に代休日返上して「サービス

出勤」させられることもありそうに思われるからである。 

 

3)有給休暇と長期休暇の貧弱さ 

時短を考えるときの第 3のポイントは、まとまった休暇、それも「支払われる休暇」の

確立である。労働基準法は当然のことだが、有給休暇の制度を定め、現在のわが国の勤労

者は 1人平均 18.2日の権利としての休暇を手にしている。ところがそのうち実際に取得で

きているのは 8.8日であり、その活用率は 48.1%と半分に満たない。しかも、ここ 10年ほ

どほぼ 55%程度で推移して有休消化率が、この１，２年で低下して 50%を割り込む事態とな

ってしまった。不況によるリストラの圧力があるとしても、権利として保障された休暇を

簡単に手放してよいものだろうか。日本人の余暇は、圧力がかかればいくらでも縮んでし

まうやわな風船のごときものである。余暇に圧力を跳ね返す抵抗力がないことは、余暇へ

の権利意識が未成熟であることを意味し、後述するように過労死を生む風土を生み出して

いる。諸外国での有給休暇の消化率はどれくらいだろうか。欧米ではこれは間違いなく

100%だと見てよい。そもそも各国の統計に有給休暇の消化率という項目は見当たらない。

有給休暇は取るのが当然だし、取らなくてはならない。フランスでは有休を個人が勝手に

放棄すると健康保険の給付を受ける権利を失う。有休が勤労者の心身の健康生活の維持に

欠かせないものとして制度化された以上、それを放棄した者が病気になっても面倒は見切

れないという趣旨であろう。 

有給休暇が未消化であるとともに、その休暇が分断されて長期休暇が取りにくいという

のも大きな問題である。日本の労基法は有給休暇を 1日単位に分割することを当然のよう

に認めているが、ＩＬＯで有休が立法化された趣旨は、勤労者の福利のために「連続する

休暇」を与えるということであった。ＩＬＯ第**号条約は、有休を分割する際には、少な

くとも 1週間の連続した休暇を含むことを義務づけている。  

勤労者にとって余暇生活が一定の存在感を持つためには「まとまり余暇」の獲得が欠か

せぬ条件である。1 日単位の余暇は疲労からの元気回復が主要な機能であり、週末の１，

２日の余暇も労働生活を前提としたバランスの回復というところに大きな意味があるであ

ろう。余暇が労働から自立してそれ自身の価値観を確立するには、数日から数週間にわた

る連続する休暇を体験することが必要である。余暇が「まとまり余暇」となるためには何

日以上の連続が必要かについては議論があろうが、１週間の半分を超える、すなわち４日

以上の連続休暇ならばその名に値すると考えて、それを「バカンス」と名づけよう。事実、

バカンス先進国･フランスでのバカンスの定義は「４日以上の連続する休暇」である。 



欧米諸国をはじめ、世界の多くの国で夏期を中心に３ないし６週間に及ぶバカンスが常

態になっていることは周知の事実である。バカンスはドイツやフランスではおおむね４週

間、イギリス、アメリカではやや短くて２－３週間、北欧諸国では６週間に及ぶ。これに

対して日本の勤労者の「バカンス」は何処にあるだろうか。むろんワーカーホリックの国

にもバカンスがない訳ではない。正月休みが５日から１週間、５月のゴールデンウィーク

が１週間から、暦の関係が上手くいけば９日間、夏のお盆休みが長ければ１週間という具

合で、合計すれば欧米に遜色ないバカンスが存在するように見える。だが、欧米人のバカ

ンスが個人の有給休暇に立脚しているのに比べてわが国は大きな違いがある。正月は生活

習慣として「みんなが休む日」であり、５月や夏休みも一斉休暇として与えられる場合が

多い。｢みんなで休めば怖くない｣から休むだけのことで、それも全ての勤労者に均しく与

えられるわけではなく相当な格差が存在している。 

ここで重要なことは、休みたいときに休む権利を行使できるかということである。他の

人が働いているときに(社会が労働モードにあるときに)「私」の休みをとって社会から一

時的に切り離される機会を持ちうるかどうか、これこそ私的時間の保障としての休暇権の

本質である。しかも、その休暇が 1 日、2 日の元気回復型(換言すれば労働従属型)の余暇

ではなく、自立的な余暇としての「バカンス」たりえているかということが問題である。

前述したようにわが国の有給取得日数はわずか 8.8日であり、これは１日、２日とばらば

らに取得されたものの合計であって、この中で４日以上連続する休みを取るというのは例

外に属するというべきだろう。 

日本人のバカンスの貧弱さを端的に示すデータを一つあげておこう。観光旅行における

一人当たりの年間宿泊日数を比較してみると、イギリス 20.2泊、ドイツ 20.1泊、フラン

ス 15.8泊に対して日本はわずか 3.5泊に過ぎない。この数字は旅行に行く回数と泊数とを

掛け合わせたものだが、日本は平均 1.8泊の旅行に年間 1.9回行っているのみだが、イギ

リスは 5.2泊に 3.9回、ドイツは 10.0泊に 2.0回、フランスは 5.6泊に 2.8回ということ

になる。イギリス人は比較的短い旅に回数多く出かけ、ドイツは回数は少ないが長旅を好

んでいるということになる。日本の現状は近郊の温泉での 1，2泊の旅がせいぜいという感

じで、いまだバカンス以前というほかはない。 

 

4)失業と過労死の狭間で 

 長期化した不況は失業率をじりじりと押し上げ、完全雇用を豪語した時期は遠い昔の話

となってしまった。92年までは２％前後で推移してきた失業率は、93年から上昇に転じ、

98年に４％を突破、2001年には５．５％となって５％の危険水準を越えた。その後、やや

好転の兆しもあるようだが、300 万人を越える失業者が巷に溢れている。ハローワークに

は連日、職を求める人々が詰め掛けるが、再就職の機会は限られている。失業は個人の能

力を社会から排除するばかりか、家庭生活を崩壊させ、社会不安を広げる。失業者の中に

は家を失い、ホームレス生活を余儀なくされる人々も少なくない。ホームレスといえば働



く気のない怠惰な人々というイメージが広がっているが、公園の片隅のダンボール小屋に

住みながらも、昼間はネクタイを締めスーツを着て職探しに奔走する｢スーツホームレス｣

と呼ばれる人々も少なくないという。 

 その一方で、人減らしによる仕事の増加が残された勤労者の過労を生んでいる。定時に

帰宅できる勤労者などは稀で、常態化した残業、その先のサービス残業、それでも終わら

ずに仕事を持ち帰り、数時間の睡眠を取るか取らぬかで再び早朝から出勤せざるを得ない

というような生活を続ければ、過労による疾病、脳梗塞による突然死、うつ病に陥った挙

句の自殺などの結果が生まれるのも当然であろう。過労死は働きすぎ日本人を象徴する出

来事として海外にまで知られるようになり、ｋａｒｏｓｉは英語の辞書にも登録されたと

いう。 

 失業率の増大と過労死の増加が並立する事態は明らかに異常である。一方で強制された

余暇の中に追い込まれ、することもなく生きざるを得ない人々がある反面、自由な時間は

おろか、生存に欠かせない生命力再生産の時間さえ奪われてしまいかねない多くの勤労者

が存在するのは理不尽というほかはない。一方から他方へ、あり余る余暇とあり過ぎる仕

事とを交換し、それぞれが適度な仕事ないし余暇を獲得することができるようにするため

の仕事の分かち合い（ワークシェアリング）が模索されていいはずである。ヨーロッパの

労働時間短縮が進んだのは、1 人の勤労者の労働時間を厳しく制限して雇用を創出するこ

とを目途に行われてきたからである。バカンスの進展に代表される余暇の拡大は、その裏

側で雇用を増大させ、失業を減らす効果を伴ってきた。さらに余暇マーケットの拡大は余

暇サービス産業を発展させ、そこからも雇用が生まれる。ヨーロッパでも特に目覚しい成

功を得たといわれるオランダのワークシェアリングは日本でも注目され、遅まきながら日

本的ワークシェアリングの模索も始まった。 

 02年 3月に政府は日経連(当時)、連合との合意を得、12月には｢多様な働き方とワーク

シェアリングに関する政労使合意｣が成り、オランダなどの先進事例が紹介され、研究され

た。だが、その後の進展ははかばかしいとは言えない。その理由のひとつは、日本の場合、

ワークシェアリングは雇用の確保に名を借りた賃下げに過ぎないという見方が広がってし

まったからではないか。確かに労働時間の削減は所得の減少をもたらす。しかし、所得の

確保という視点のみが前に出て、余暇の確保という視点が強く打ち出されないと、ワーク

シェアリングの意義を正しく捉えることができない。余暇を奪うことのできない生活実態

として確保する発想を土台にしないと、労働時間の延長に抵抗して仕事をシェア(分かち合

う)する方向に勤労者を動かすことができない。仕事を分ければ所得が減る、そんなマイナ

スには耐え難い、という捉え方が前に出てしまい、仕事を分ければ余暇が増える、それに

よってさまざまな「善きもの」を獲得できるとは考えないのである。だが、仕事をシェア

できなければ、失業と過労死のジレンマから抜け出せず、仕事の状況はますます悪くなる。

余暇を重視することが、逆説的だが仕事を確保することにつながるという発想が生まれて

こない。余暇に価値を置かない日本の社会は、結果的に仕事の尊厳を守ることもできなく



なっていると言うべきであろう。 

３．長期休暇を不可能にする要因群 

 

 ここでこうした日本の勤労者の「余暇貧乏」のよって来るところを探ってみたい。 

1) 国民の意識･･･ヒマはカネにするためにある 

一番の原因は、われわれはいまだに働くこと＝善という近代化の呪縛から解放されてい

ないということにある。このテーゼの裏側には、働かないこと＝ヒマ＝悪という認識が張

りついている。われわれの間には「ヒマかカネか」という選択の思想は存在していない。

ヒマとカネを比較して、どちらかといえばヒマ（カネ）というのではなくて、ヒマがある

ならカネにしなくてはならないという思想なのである。資本主義勃興期の｢時は金なり｣｢寸

暇を惜しんで働く｣という古臭い標語をいまだに金科玉条にして、ミヒャエル・エンデの『モ

モ』の灰色の男たちのように、他人の時間を盗みまくってあたふたと駆け回り、葉巻の煙

のように消えていく人生を追い続けているのである。 

余暇をカネにするという発想は余暇にも浸透している。日本人のレジャー産業の王座は

売り上げから見れば圧倒的に｢パチンコ｣で約 20兆円、全レジャー消費の 3分の 1近くを占

めているが、パチンコが好まれる理由は、小さなヒマをカネにする(可能性のある)装置だ

からである。いかにも手軽な暇つぶしにしかすぎないパチンコだが、あわよくば小遣い稼

ぎができるかもしれない(実際はできないことがはるかに多いが)という思いが日本の勤労

者をパチンコに引き寄せる。パチンコこそは｢ヒマをカネに｣思想を象徴する活動に違いな

い。 

2) 職場の風土･･･「する」ことよりも「いる」ことを重視 

今、文科省は「子供の居場所づくり」に懸命に取り組んでいるが、日本の職場は勤労者

の居場所である。それは仕事をする場所としての機能的空間というよりも、職場の一員で

ある私という人間が存在する全人的空間である。したがって重要なのは職場で何をするか、

どんな仕事に、どのように取り組むかということではなくて、まず「そこにいる」という

こと、存在感を発揮して居続けるということである。機能的空間なら問われるのはその人

の能力や実績だが、全人的空間では人柄や他者への配慮である。職場のコミュニケーショ

ンと和を大切に、協調的に、一丸となって仕事に取り組むスタイルが尊重される。こうし

て日本的集団主義が日本の職場文化として根づいてきた。 

これは余りにも図式的な見方であり、現状はすでにそこからの脱却が進んでいるという

意見もあろう。若い世代の間には職場の和を振り切っても個の時間の価値を主張する姿勢

も出てくるようになった。しかし、数字を見る限り「周囲に気兼ねして」「上司ににらまれ

ないように」休暇の申請をあきらめる勤労者はまだまだ少なくないことがわかる。「いる」

ことより「する」ことで人を評価する風土を育てない限り、日本のバカンスは不可能であ

る。   

  



3)勤労者の意識･･･仕事と余暇のホーリスティックな捉え方の陥穽 

 仕事と余暇を峻別して捉えるか（セグメンタリズム）、融合的なものと捉えるか（ホーリ

ズム）という仕事-余暇観の違いを見ることも重要である。日本の勤労者は欧米に比べてホ

ーリステッィクな捉え方が強いように思われる。勤勉こそ人間のあるべき姿と考えた日本

人は「仕事を好きになる」ことに努めてきた。どんな仕事も、それに意味を見出し情熱を

かけて取り組めば、苦役ではなくなって喜びとなり、生きがいとなる。日本の勤労道徳の

の底に流れる主低音は、二宮尊徳以来「働くことを楽しめ」というメッセージを演奏して

きたのではなかったか。働くことはいいことであり、まして楽しいことなのだから、それ

がいかほど長くなっても苦にする必要はない。ワーカーホリックにはアルコールに負けな

い甘美な味があり、これが長時間労働の悲惨な実態から人々の目を背けさせる作用を及ぼ

してきたのである。  

 

4)制度の不備 

 こうした風土や意識に支えられ、またそれらを再生産してきたのが現実の制度の不備で

ある。野放しに近い残業、放棄される有給休暇に対して、現在の法体系は歯止めの役割を

全く果たしてこなかった。残業規制のためには労基法 36条の見直しが不可避だが、これは

いまだに手がつけられていない。そのためにわが国はＩＬＯの出発点となる第 1号条約を

いまだに批准できないでいる。1 号条約は世界の勤労者の長年の要求である 8 時間労働制

を承認したものだが、その規定は厳格で、36条のような骨抜き規定を許さない。１号条約

から 75年を経過しても、「8時間の労働、8時間の休息、8時間の教育」という人間世界の

常識を達成できないわが国はいったいどういう国であろうか。 

 有休休暇制度は厳然としてある。にもかかわらざず、法が保障する休暇が取れないとい

うのは、法を執行するためのルール作りに不備があるとしか思えない。時短促進のための

法律はとっくに作られている（平成 4年 7月）が内容は微温的なものであり、実があがっ

たとは言えそうもない。有休の消化を監視する仕組みやこれを妨げる就業規則を見直させ

る休暇オンブズマンが必要なのである。 

 外勤者など非定型業務の勤労者に適用される裁量労働制（いわゆる「見なし労働」）も長

時間労働の温床となっている。この場合、労働時間は勤労者の裁量に委ねられるとは言っ

ても、労働量を測る目安としての労働時間という物差しがそもそもないのだから、ノルマ

を果たすまでは働き続けるほかはなく、わが国のように余暇欲求の抵抗力が弱い風土では、

限度一杯の 1日 10時間労働制と同じことにならざるを得まい。 

 

5)労働組合の怠慢 

 こうした事態を招き寄せた一因として労働組合の取り組み不足を挙げざるを得ない。賃

金闘争にばかり力点を置いて、それと裏腹にある労働時間問題には力が入っていたとは言

えまい。余暇問題を勤労者の生活（福祉）課題の中心に置くという発想が求められるが、



かつての春闘のテーマとして、時短の徹底やバカンスの確立が正面から打ち出されたとい

う記憶はあまりない。それでも「連合」が誕生した 1988年の秋に「ゆとり宣言」が提唱さ

れたことは重要であった。「週に二日は手を休め、ときどき長い休みを楽しみ、日に団欒の

ある暮らしを、みんなでつくりましょう」と、わかりやすく打ち出したゆとり宣言の実現

に、今こそ連合は本気を見せてほしいものである。 

 

終わりに･･･日本人の「余暇権」とバカンス拡大運動 

 

この隘路から脱却する方向はどこにもとめるべきだろうか。第１に重要なのは「余暇権」

の考え方を確立することである。ポール・ラファルグの「怠ける権利」の提起以来、西欧

社会には根を下ろしたこの発想を日本社会に定着させるには、江戸期に花開いた日本的余

暇文化に注目し、これを余暇権の淵源として位置づけることが必要だと考える。 

第２に、国民の「まとまり余暇」に対する意識を変えるために、余暇における「量から

質」への転換を図らなくてはならない。バカンスの価値を説き、バカンス拡大運動を提唱

したい。そのための当面の目標値として、有休消化率８割、まとまり余暇１０日間を掲げ

たいと思う。 

第３に、余暇と労働がセットになっていることを強調してワークシェアリングの推進を

進める必要がある。特に、働く人一人一人の人生設計と結びつく<個人選択型>ワークシェ

アが重要になる。 

第４に、この運動を進める主体としての労働組合との協働を欠くことはできない。労働

組合の体質改善を迫り、「賃金と雇用」から「余暇と雇用」への戦略の転換を求めたい。 

 第５に日本余暇学会の課題であるが、長期休暇問題の提起と検討の場を設定し、労組な

ど関連団体とのネットワークを推進しなくてはならない。 

 

 

 

 

 

 

                      


