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本稿では、企業におけるワーク・ライフ・バラ
ンス（以下 WLB）推進策について、ドイツの事
例を通して考えてみたい。

1．ドイツ人の働き方
1－ 1　ドイツ人の生産性は高くWLBも実践

国際通貨基金（IMF）によると、2010 年の購買
力平価（PPP）で見たドイツの GDP（国内総生産）
は世界第 5 位であり、日本は第 3 位でドイツを上
回っているものの、国民一人当たりの GDP は、
ドイツが世界第 19 位、日本は第 24 位となってい
る。

また経済協力開発機構（OECD）によると、
2010 年の一人当たり平均年間総実労働時間は、ド
イツの 1,419 時間に対して日本は 1,733 時間であ

り、ドイツでは日本よりも 314 時間ほど労働時間
が少ない。（図表 1）

出所：IMF、OECD

図表 1　GDP と労働時間の日独比較
ドイツ 日本

総GDP（PPP）
（2010 年）（IMF）
単位：10億 USドル
国別の順位

2,940.434�

5 位

4,309.532�

3 位
一人当たりGDP（PPP）
（2010 年）（IMF）
単位：USドル
国別の順位

36,033.284�

19 位

33,804.757�

24 位

一人当たり
平均年間実労働時間
（2010 年）（OECD）
単位：時間

1,419� 1,733�

すなわち、ドイツ人は日本人より時間当たりの
生産性が 2 割ほど高く、数字の上では、ドイツは
日本よりも国民 1 人当たりの生産性が高いという
ことになる。
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一般的にドイツ人も日本人も比較的「勤勉な国
民」とされてきたが、この違いはどこにあるのだ
ろうか。

1－ 2　ドイツ人の働き方は特徴的
実は、ドイツ人はわれわれ日本人とは少々異な

る働き方をしており、職場に関する環境も日本と
は条件が異なっている。

①	朝から集中的に働き、プライベートライフの時間を

多く確保

ドイツ人の朝は早く、週当たりの労働時間も短
い 1。工場は午前 7 時、事務所も午前 8 時から始
まる［クライン：1998］。その分終業時間も早く、
特段何もなければ夕方には家路につく（公務員の
場合、7 時に始業し 15 時頃には帰宅することもあ
る［福田：2004］）。サマータイム導入時にはさら
に 1 時間前倒しとなる。労働時間そのものも、労
働協約によって週 40 時間を下回るため、金曜日
は夕方前に終業することも多い（もっとも管理職
には「風呂敷残業」もある）。

つまり、多くのドイツ人は始業時間が早く、集中
して仕事を片付けようとする分、夕方以降の時間を
プライベートにゆったりと使っている。こうしたドイ
ツ人の働きぶりは、「与えられた仕事を一定時間内に
こなすために、どの職務の場合でもかなりの緊張感
をもって仕事をしている。先にもふれたように、ドイ
ツ人にとってだらだらと長く仕事をすることは、人間
的な能力として評価されない。いかに限られた時間
内にいい仕事ができるかを示そうとするのが仕事へ
の基本的な姿勢となっている。その意味で、ドイツ
人にとって効率よく働くことは一つの誇りであり、充
実感を伴うものとなっている」という［田中：1994］。

②職場と自宅が割と近い

また、ドイツでは比較的「職住近接」が図られ

ている。ドイツは日本ほど大都市へ一極集中して
おらず、大規模・中規模の都市が散在しているた
め、通勤時間は 1 時間未満、平均では 30 分程度
であるという［岩村：1999］。ただし、中にはよ
り良い賃金・労働環境を求めて旧東ドイツ地域か
ら旧西ドイツ地域への長距離通勤や、通勤・退勤
時のラッシュのため長時間通勤となる人もいる。

③有給休暇を長期で取ってきっちり使い切る

そして日本との最も大きな違いは、ドイツ人の
休暇が長いことである。1963 年制定の連邦休暇法

（Bundesurlaubsgesetz）では、休暇は最低でも年間
24 労働日（ただし土曜日を含む日数）であること

（第 3 条）、また休暇は分割取得できるが、そのう
ち一度は最低でも 12 労働日連続で取得すべきこ
と（第 7 条 2 項）が規定されている。業種ごとの
企業横断的な労働組合と各企業との間で取り決め
る労働協約では、年間およそ 4 週間（労働日）以
上の有給休暇が認められており、これに土日を加
えるとおよそ 6 週間（40 労働日前後）となる。（図
表 2）

出所：労働政策研究・研修機構『データブック国際労働比較2011』

図表 2　休日数の日独比較
ドイツ 日本

週休日（土日） 104.0 104.0
週休日以外の休日 10.5 15.0
年次休暇付与日数
（2009 年）　単位：日

30.0
（労働協約平均） 17.9

年間休日数（2009 年）
単位：日 144.5 136.9

さらに注目すべきなのは、ドイツ人はこの有給
休暇をきっちりと「使い切る」点である。これと
は別に傷病時の有給休暇が別に認められているた
め、日本でのように「病気の時のために有給休暇
を残しておく」という必要がないからである。他
方、厚生労働省『平成 22 年就労条件総合調査』に
よれば、日本人の年次有給休暇取得日数は 8.5 日

1   ドイツの全就労者数はおよそ 3,900 万人で、うち 900 万人がパート（正社員時短勤務者。女性が 82%、男性は 18% に留まる）と
なっている。週平均労働時間は、男性が約 38 時間、女性が 28 時間（パート労働者が多いため）である。（『ドイツの実情』（2010）
136 頁）
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（47.1%）にとどまっており、その差は歴然として
いる。ドイツ人の多くは、計 6 週間の休暇のう
ち、2 ～ 4 週間を夏季に、1 ～ 2 週間を冬季に振
り向けている［呉羽：2000］。ドイツ人は「今年
の休暇が終わったら翌年の休暇の予定を立て始め
る」と言われるほどバカンスを待ち望んでいる。

この長期休暇中には、あらかじめ決めておいた
「代理人」が自分の職域をカバーするよう、互いに
調整している。数週間もの間、自分の職務を別人
に委ねるには、相応の引き継ぎが行われていなけ
ればならないが、ドイツではこれが当たり前にな
されるため、安心して長い間ゆっくりと仕事を離
れて「人生を楽しむ」ことができる 2。

以上のことから、ドイツ人はおおかた WLB を
図った働き方を行っていると考えることができ
る。しかも、GDP の順位を見ても分かる通り、ド
イツ企業は世界における競争力を保っている。

ただし、こうした働き方が可能なのは “制約”
のない人々に限られている。ドイツにおいても、
働く人々の中には家庭（家族）の事情という “制約”
を抱える者もおり、企業にはそうした人々の家庭
事情と仕事とを両立させるような「ファミリーフ
レンドリー」3 な施策が求められている。

2．ファミリーフレンドリー企業コンクール
そうした背景に鑑みて、ドイツ政府は、家族支

援に積極的な企業のモデルを提示し、それによっ
てファミリーフレンドリーな企業をドイツ全土に

増加させるという目的で、2005 年に “Erfolgsfaktor 
Familie 2005”（成功要因は家族 2005）という企業
コンクールを開催した。このコンクールには全部
で 366 の企業が応募し、2005 年 5 月 25 日に大企
業部門、中企業部門、小企業部門など、部門ごと
の優勝企業が表彰されている。

このコンクールはこれまでに 2 度開催されてお
り（2005 年と 2008 年）、2012 年にも開催が予定
されている。（図表 3）

出所：www.erfolgsfaktor-familie.deより筆者作成

図表 3　 企業コンクール "Erfolgsfaktor Familie" 
表彰企業

Erfolgsfaktor�Familie�
2005　（応募総数 366） 受賞企業・団体名

・大企業部門 Henkel�KGaA
・中企業部門 KOMSA�Kommunikation�Sachsen�AG
・小企業部門 Anton�Schönberger�Stahlbau�&�Metalltechnik
・特別賞 フォーラム「経済界における女性たち」
・イノベーション賞 Weleda�AG

Erfolgsfaktor�Familie�
2008　（応募総数 506） 受賞企業・団体名

・大企業部門総合優勝 Fraport�AG
・中企業部門総合優勝 Bau-Fritz�GmbH
・小企業部門総合優勝 promeos�GmbH
・特別賞「企業内託児所」（大企業）Heraeus�Holding�GmbH

（中企業）Klinik�Schweriner�See
（小企業）DKB�Immobilien�AG

・特別賞「職場復帰」 IBM�Deutschland�GmbH
・イノベーション賞 Aschenbrenner�Werkzeug-�und�Maschinenbau�GmbH

事例：KOMSAのファミリーフレンドリー施策
本稿では、ドイツ企業の中でもとりわけ従業員

の家庭事情に配慮している企業の 1 つとして、
2005 年のコンクールの中企業部門で優勝した
KOMSA AG（AG は株式会社の意）の事例をとり
あげる 4。

2   ただし、例外もある。筆者がドイツの連邦家族省のコンタクトパーソンに E メールで問い合わせをしたところ、待てど暮らせど
返事がなかった。渡独後、家族省に別人を訪ねてヒアリングに出向き、帰国して数日過ぎた頃に「休暇で不在でした」という “お
詫び” の E メールを受け取った。こうなってしまったのは、彼女の「代理人」が E メールをチェックしてくれなかったからであ
る。

3   ファミリーフレンドリー（Familienfreundlichkeit）は WLB の下位概念に相当する。WLB は家庭の事情という制約を抱える従業
員ばかりでなく、広く個々人の仕事と生活面の充実を追求する考え方である。ドイツでは WLB よりもまだ「ファミリーフレン
ドリー」の語が多く見られるが、それは前述のようにドイツ人が「人生を楽しむ」という働き方（生き方）を一定程度実践して
おり、WLB は「個人的」なものと考えているためで、より社会で考慮すべきはファミリーフレンドリーだと考えられているた
めと推察される。もっとも、WLB とファミリーフレンドリーを同義として扱う向きもある。

4  以下、特に断りのない限り KOMSA AG の事例については竹田（2008）を参照している。
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①KOMSAとは

KOMSA はドイツ東部のザクセン州ケムニッツ
（図表 4）近郊に本拠を構え、2011 年現在で 1,200
名以上の従業員を抱える ICT 関連企業である。
2005 年のコンクール応募時の従業員数は 500 名以
下であったが、今や 2.5 倍にまで達している。同
社ホームページ（www.komsa.com）を開くと、連邦
家族省作成のビデオが自動再生され、同社で半年
間の両親時間（育児休暇）を取りつつ週 30 時間労
働に従事した 5 父親社員の Denis Dobrig が、企業
のファミリーフレンドリー施策（特に裁量労働制）
の重要性を語っている。ビデオでは「特に若い管
理職は家族〔のための時間〕と仕事上の成功の両
方を望んでいる。そうした従業員を維持しまた獲
得するために、このことは KOMSA にとって決定
的に重要なのである」とのナレーションが流れる。

図表 4　ドイツ全土とケムニッツの位置

出所：ドイツ大使館ウェブサイト「ドイツの実情」（マーキングは筆者）

写真 1　 Dobrig がモデルの 
「家族を考慮した労働時間」ポスター 6

出所：KOMSA�AGウェブサイト（www.komsa.com）

②創業者に男女同権先進国スウェーデンの血

KOMSA は、スウェーデン生まれ・スウェーデ
ン育ちのドイツ人 Gunnar Grosse が 1992 年に現
在の地に創業して始まった。Grosse の両親は共に
ドイツ人だが、生後よりスウェーデンに住み、
KOMSA 創業まではスウェーデンの保険会社で重
役を務めていた。KOMSA のファミリーフレンド
リーな企業文化は、Grosse の導入した「スウェー
デン式」によるところが大きい。それというのも、
スウェーデンは男女同権が世界で最も進んでいる
国の 1 つだからである 7。KOMSA では 2005 年の
時点で女性管理職の割合が 41% にのぼっており、
1999 年には「ザクセン州における最も女性に優し
い会社」の 1 つにも選出されている。Grosse のポ
リシーを端的に表した言葉には、「ファミリーフレ
ンドリーは報われる」や「従業員志向」などがある。

5   ドイツでは、育児休暇に相当する「両親時間」中でも、週 30 時間未満なら従前の所得の 67%（上限月額 1,800 ユーロ）に相当
する育児給付金を受給しながら働くことが認められている。

6   Dobrig は連邦家族省とドイツ商工会議所（DIHK）の「家族を考慮した労働時間」運動のモチーフにもなっている。http://www.
erfolgsfaktor-familie.de/default.asp?id=514 [2011/7/28]

7  スウェーデンの公式ウェブサイト（http://www.sweden.se）
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③TEAM	IS	MONEY®で勤務を究極的に柔軟化

KOMSA でのファミリーフレンドリー施策（図
表 5）のうち特に重要な要素と見られるものが、
同社における裁量労働制 8 とチーム制である。

（注）企業内幼保施設以外は会社設立当初（1992年）から存在する
出所：竹田（2008）を基に再構成

図表 5　 KOMSA のファミリーフレンドリー施策
（抜粋）

・�柔軟な労働時間
・�両親の利害を考慮したチーム志向の管理手法
・�家族志向の会議時間・引き継ぎ時間
・�パートタイム勤務でも出世できる
・�在宅勤務可
・�現代的な超過勤務の調整法
・�サバティカルの取得可
・�介護を必要とする従業員の家族構成員に対する制度
・�０歳児より受け入れ可能な企業内幼保施設

KOMSA では、労働時間はチーム制の勤務形態
と密接な関係がある。フルタイムの全従業員には
裁量労働制が適用されており、在宅勤務も可能で、
その柔軟な運用は彼らが属するチームに任されて
いる。すなわち労働時間をチーム内で調整してい
るため、会議等の予定を含め、メンバーの家庭事
情が相互にきちんと考慮される仕組みとなってい
るのである。言わば「チーム単位での裁量労働制」
であり、個人単位の裁量労働制よりも融通の余地
が格段に大きい。まさに「信じて任せる」といっ
たチーム志向の経営メソッドを、KOMSA では
“TEAM IS MONEY®” というキャッチコピーに
よって表現している。

こうした個々人の裁量労働制とチーム制のコン
ビネーションにより、従業員は男女問わずおのお
のの WLB を図ることが容易となっている。前出
の Denis Dobrig も、生産部長でありながら裁量労
働と在宅勤務を組み合わせ、共働きの妻とともに
3 児の子育てをしながら働いている。こうした自
由度の高い働き方が従業員の高いモチベーション

の源泉となっていることを Grosse も認めてい
る。ただし当然ながら、成果主義のプレッシャー
は常にあり、この「自由度の高い働き方」は決し
て “甘え” を許すものではない 9。ここに、会社と
従業員との真の Win-Win 関係を追求する KOMSA
の哲学を見ることができる。

3．ドイツの事例からわれわれが学ぶべきこと
ポイント1　時間の価値を見つめ直すこと

これまで見てきたような、ドイツ人の働き方や
KOMSA のような働かせ方を取り入れて即実行す
るのは、日本の労働者や企業にとって容易ではな
いだろう。しかしながら両者のいずれも、根底に
あるのは「時間の価値に対する正しい評価」であ
る。仕事は勤務時間中に集中して片付け、「ライフ」
の時間の確保を優先させるという働き方は、まさ
に WLB の王道である。人生は 1 度きり。ミヒャ
エル・エンデ『モモ』を引くまでもなく、時間は
有限であり、一瞬一瞬に無限の価値がある。

そもそも WLB とは、個々人のレベルにて判断
し行動すべきものである。すなわち、有限な時間
資源の「最適配分」を決定するのは、あくまでも
個人の価値観に委ねられている。テキパキと仕事
をこなして「仕事以外も目いっぱい生きる」のも、
ダラダラと終わりの見えない働き方で「人生の楽
しみ」を自ら狭めるのも、個人の選択である。

ポイント2　WLBの制度と風土を育むこと
とはいえ、企業や社会などの外部条件が、家庭

事情などの “制約” を考慮せず、各自の時間の「最
適配分」が妨げられれば、本人の不満から仕事へ
のモチベーションが低下し、企業や労働市場から
有能かつ貴重な人材が流出（喪失）しかねない。

育児や介護など、すべてを他人の手に委ねるこ

8   Vertrauensarbeitszeit. 直訳すると「信頼労働時間」となり、英訳では trust-based working hours や self-managed working hours
などとなる。

9   管理職のシングルファーザー Sven Mohaupt は、「ただ業績だけが求められます。そしてそれはまたどうにか達成することができ
ます。〔確かに〕すべての背後には厳しい仕事がひそんでいますが、必要なときに助けが得られることを知っていれば、仕事は
一層大きな楽しみともなるのです」と語っている。

ワーク・ライフ・バランス
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とができず、あるいはそうしたことに本人が自ら
関わりたいと望む場合に、それを可能にする制度
が企業に用意されていれば、従業員はいきいきと
モチベーションが高く働くことができ、企業もそ
の対価を得て Win-Win の関係となることができ
る。

ただし「制度」だけで従業員の真の WLB を図
るのは難しい 1 面もある。個人の利害は往々にし
て他人のそれと衝突する。これを調整する仕組み
として、KOMSA におけるチーム制のような “お
互いさま” “思いやり” といった「風土づくり」も
不可欠な要素であることを銘記したい。

今年は日独交流 150 周年であるという。この機
会に、ドイツの事例を参考とし、われわれの「働
き方」と「働かせ方」を見直してみてはいかがだ
ろうか。
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