
1．手厚い公共政策に民間が「上乗せ」する

スウェーデン

今回は、官民が協働している「欧州大陸型

WLB」について述べたい。前回、述べたように

「ワーク軸」が強い英米型に対して、欧州大陸型

は「ライフ軸」が強い。すなわち、ライフステー

ジの段階に応じて休暇を取るなど、きめ細やかに

ライフを充実させる、という視点がある。

筆者は、5 年前に内閣府からの委託を受けて

「スウェーデン企業におけるワークライフバラン

ス調査」を行った。500 社の企業アンケート、

1,500 人の従業員アンケートで得た知見を踏まえ

て、述べたい。

OECD の「WLB 総合指標」をみると、調査対

象国 18 カ国中、スウェーデンがトップ、日本は

ギリシャに次いで下から 2番目だった。かつて筆

者が英国のWLB に関する行政担当者、企業経営

者にヒアリングした際に、二言目には「スウェー

デンと比べて」という言葉が出てきた。

逆に、スウェーデンでヒアリングをした際には、

「自分たちは世界に率先してシンクタンク的な機

能を果たしたい」と行政担当者は話していた。ま

た、スウェーデンを代表する企業の一つであるエ

リクソンでは、「欧州の各国における男女共同参

画の良い取り組みをわが社が表彰する制度を設け

ている」と語っていた（現在、表彰制度は休止中）。

スウェーデンは小国であるがゆえに、たえず先

進的な取り組みを提示することで、国際社会にお

ける自国の存在価値をアピールし、それが安全保

障につながる、という国家戦略上の意図がある。

わが国は、そういった戦略的視点が弱い。日本の

社会保障制度は、アジアに共通する社会文化的な

背景を踏まえて構築されている。他のアジア諸国

の見本となるべく施策をアピールするという戦略

的視点があってしかるべきであろう。

よく知られているように、北欧諸国は「男女共

同参画型」で、男性も子育てに積極的に参加する。

スウェーデンでは 1974 年に世界で初めて男女と
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Point
1 官民が協働している「欧州大陸型WLB」の例として、スウェーデン、フランス、ドイツ、オラン

ダにおけるWLBの取り組みを取り上げた。
2 欧州大陸型WLBの企業では「暗黙知をできるだけオープンにして共有する仕組み」作りが重要で

あり、日本企業が学ぶ点は多い。
3 「ジョブディスクリプション（職務記述書）」を明確にするとともに、各人の仕事をリアルタイムで

共有し、生産性を測定する仕組みを作るとともに、「人事評価システム」の再構築が重要だ。
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もに取得できる「両親休暇制度」が導入された。

現在、休暇期間は 480 日、勤務時間短縮制度は 8

歳まで利用できる。期間中の所得保障は 80 ％

（日本は 50 ％）。また、きめ細かく、多様な保育

サービスも提供されている。

わが国でも育児介護休業法が改正された。今回

の改正の大きなポイントは、「企業に対する短時

間勤務制度の導入義務化」と「父親に対する育休

促進策」の二つだ。「パパママ育休プラス」と呼

ばれる制度が導入され、取得できる育児休業期間

が伸びた。

現行制度では、父母がともに育児休暇を取得す

る場合、取れる期間は原則 1年間で、父母が交代

でとるしかない。その理由は、乳幼児を保育する

人がいないため、仕事を休むという趣旨だからだ。

今後は、父母が同時に取得でき、それぞれ最大 1

年間、合計で最大 1歳 2カ月育児休業を取得する

ことが可能となった。また、産後 8週間以内に育

児休業を取得した父親は 1歳 2カ月までに、もう

一度取得することができる。

さらに、専業主婦の配偶者である夫については、

これまで乳幼児を保育する人がいると言う理由か

ら育児休業がとれないように社内規定で決めるこ

とができた。しかし、出産直後は妻の負担も大き

いことから男性が積極的にサポートするよう、今

回の改正で専業主婦の配偶者である夫であっても

休業取得が可能となった。

今回の法改正が参考にしたのは、北欧諸国で

1990 年代に導入され、一定の成果を上げた「パ

パ・クオータ制」という制度だ。クオータ

（QUOTA）とは、「割り当て」という意味で、父

親だけが育休を取得できる期間を割り当てるとい

う考え方だ。ノルウェーでは、夫婦で最長 54 週

の育休を取得できるが、うち 6週が父親のみに割

り当てられている。その結果、父親も 8割が育休

を取得している。

ただし、日本でこの制度を導入した場合、同じ

ように成功するのは難しいと思われる。北欧は、

第二次世界大戦後、共働き、育児の分担制が確立

されたが、日本は、片働きが主流という社会モデ

ルでいったん大きな成功をおさめた。実は、すで

に 20年前から、片働き世帯の数よりも共働き世帯

の数の方が多くなっているのだが、かつての強烈

な成功体験がかえって足かせとなってしまい、共

働きでの分担制への理解がなかなか進んでいない。

今回の法律改正を実のあるものとするために

は、企業の努力は必須だ。「スウェーデンは高福

祉・高負担なので、企業は何もしていないのでは

ないか？」という仮説は、まったく外れた。中堅

規模以上の企業では、両親休暇中の所得保障を上

乗せしている。

また、両親休暇の取得は一般的であり、女性は

9 割近く、男性は 8 割が取得している。さらに驚

いたのは、役員の取得率の高さだ。現在の役員世

代は、両親休暇制度の恩恵を受けることができ、

取得率は男女ともに一般社員よりもむしろ高い。

つまり、育休を取得し、なおかつ出世している。

これはなぜか。スウェーデンの企業経営者の多く

は「WLB の体験は、時間当たりの生産性が格段

に高まるなど、従業員の質を向上させる」と指摘

する。

筆者は日本企業の現状を説明して、「WLBをコ

ストと考えたことはないか？」とスウェーデン企

業の経営者たちに尋ねたところ、返ってきたのは

「コストではない。投資だ。しかもハイリターンが

約束されている投資だ」、「経験豊富な女性の多く

が辞めてしまう方がずっと大きなコストではない

か。日本の優秀な経営者がどうしてそんなことに

気づかないのか」といった辛らつな言葉であった。

このように、スウェーデンでは官民挙げて多様

な試みが講じられている。スウェーデンから、わ

が国が学ぶことは少なくない。

2．積極的に出生促進を図るフランス

欧州大陸型の特徴は、ライフステージに応じて、

きめ細かくライフを充実させる、という点だ。特

に、フランスでは子育てを含む家庭生活に対する

手厚い経済的支援とともに、週 35 時間労働制で



平日のWLBを推進している。

フランスもかつて、日本同様、合計特殊出生率

が低下した時期があった。1994 年には 1.65 まで

落ち込むが、その後は 2.0 を超える水準まで V字

回復している。片や日本は 1.3 台を推移している。

実は、1984 年に、日本とフランスの出生率はと

もに 1.81 だった。興味深いのは、当時の日本が

出生率の水準に「満足」、今後の方針は「介入し

ない」と回答したのに対して、フランス政府は

「不満」「介入する」と回答した点だ（国連調査）。

以来、両国は大きく明暗を分けた。3 年前に筆

者がフランス政府高官にヒアリングした際、「子

どもを持ちたいとの国民の基本的な生活ニーズを

満たすのが政府の役割」と断言していた。国民が

望んでいる子どもの人数が 2.8 人だから、出生率

が二を超えたとしても「不満足だ」という。積極

的に出生促進を図るフランスの考え方は、日本と

は大きく異なる。

フランスでは、出生率を向上させるために、さ

まざまな施策が講じられている。

まず、多様かつ手厚い「家族給付」がある。

「子どもが 3 人成人するまでに、家庭が受け取る

給付総額」は約 1,300 万円にのぼる。これは、日

本の給付額の 3.7 倍に相当する高水準だ。

次に、3 歳児以降になると小学校就学前教育に

ほぼ全入する。いわば 3歳から小学校があるよう

なものだ。したがって、0 歳から 2 歳にいたる子

どもの数、すなわち約 240 万人分の居場所の確保

が最重要課題となっている。

フランスでは、ベビーシッターを家庭で雇う

「認定保育ママ」制度が普及し、保育サービスの

約 7割を担っている。そして、企業内保育所を含

む保育所に預けられている子どもも 25 万人いる。

フランス政府は、5 年で保育所の定員を 5 万人増

やす計画を立てている。このうち、1 万人を企業

内保育所で賄う方針だ。このためフランス政府は、

企業内保育所の建設費用の 8 割、運営費用の約 4

割を助成する制度を 2003 年度から導入した。

さらに、フランスではベビーシッターや家事代

行サービスにかかる費用の半額が個人の所得税か

ら控除される。さらに、企業がそれらのサービス

に利用できるバウチャー（利用券）を従業員向け

に発行した場合も、その経費の 4割程度が法人税

から税控除される。

すなわち、企業が積極的に子育て支援をするよ

うにインセンティブ（誘因）を引き出すとともに、

バウチャーを介在した市場原理により民間保育

サービスが競い合う仕組みを作っているのである。

フランスでは、女性の労働力率も高い。その背

景には、①産前 6 週間、産後 10 週間の休暇が取

得でき、その間、賃金の 84 ％が保障される、②

育児休業は 3歳まで認められ、分割して取得でき

る、③育児中は短時間労働も選択できるなど、柔

軟な働き方を可能としている制度がある。

一方で、フランスでは長らく子育ては女性の役

割という意識が強かった。しかし、2000 年の

「週 35 時間労働法」施行により労働時間の短縮が

実現されてからは、男性の育児参加が進んでいる。

この点は、筆者もフランス訪問時に、大きな変化

を感じている。

朝夕、保育所や小学校に子どもの送迎をしてい

るのは母親より父親のほうが多いように感じる。

フランスで最大規模（定員 60 人）の企業内保育

所を持つ石油会社トタルでヒアリングをした際に

も、「男性従業員のほうが女性従業員よりもずっ

と多く利用している」「企業内保育所があること

が決め手となって、トタルに転職してきた男性社

員が何人もいる」という話を聞いた。

平日の午後 4時～ 5時頃、子どもの迎えをして

いる男性たちに話を聞くと、「乳幼児の送迎は体

力が必要」だし、「小学生の送迎は防犯目的」な

ので、「父親が担う方が合理的」と語っていた。

このように、「週 35 時間労働」が平日のWLB を

推進しており、父親は家庭生活において一定の役

割を果たすことに寄与している。

3．ドイツのWLBは家族政策の重要な柱

わが国とドイツは社会経済環境や取り組み内容
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が非常によく似ており、かつてはWLB への取り

組みが最も遅れた国の一つだったが、最近は官

民・地域が連携して注力している。

フランスでは積極的に出生促進を図る意識が強

いと述べたが、隣国のドイツでも人口減少への危

機感は強い。というのも、2050 年までの世界の

人口動向をみると、英米仏等では人口が増え続け

るのに対して、ドイツは日本と同様に、2005 年

をピークに人口は減少の一途をたどると見込まれ

るからだ（国連人口統計 2006 年版）。

ドイツでは、日本やイタリアと同様に、第二次

世界大戦中の人口促進政策に対する根強いアレル

ギーがあり、長らく人口政策に消極的だった。し

かし、最近では政府の広報用パンフレットの中で

も、国民が希望する子ども数と実際の子ども数の

ギャップを踏まえて、家族に優しい環境づくりが

「ドイツの将来性にとっては最も重要な要素」と

記載されるなど、WLB は家族政策の重要な柱と

なっている。

2003 年に「家族のための同盟」を結成し、国、

地方において様々な施策を展開している。国レベ

ルでは、産業界、関連団体、研究者、政治家など

が連携し「家族に優しい」国となるための施策を

展開している。また、地方分権が進んでいる特徴

を生かし、「地域同盟」が市町村に設置され、商

工会議所、産業界、社会的団体などが連携してい

る。

第一に、WLB 先進企業における取り組みの好

事例とともに、企業単位でのコスト・ベネフィッ

ト分析を紹介している。第二に、WLB の取り組

みによる社会全体への経済的効果を明示し、成長

の原動力になるという結論を提示している。例え

ば、WLB 施策により女性の出生率が回復するこ

とにより 2020 年まで人口規模は維持され、2006

～ 2020 年の間に GDP が大幅に上昇する、と

いった具合である。第三に、企業コンクールを実

施し、小企業、中企業、大企業に 1社ずつを最優

秀賞として選出した（賞金 1万ユーロ）。第四に、

地域レベルで産官学の関係者を集め、地域での

「家族に優しい環境づくり」にかかわる課題につ

いて議論し、保育サービスの拡充や情報提供など、

具体的な取り組みを進めている。連邦政府は、地

域連携を促進するためのコンサルティングを無料

で提供したり、地域連携のための好事例やハンド

ブックをWEB 上で公開している。こうした積極

的な後押しが奏功し、2007 年時点で約 400 の地

域連携ができている。

筆者はこれまで、わが国の全都道府県・政令指

定都市等を歩きまわり、少子化対策やWLB 施策

をヒアリングしてきたが、地域によってかなり濃

淡がある。担当者が熱心な自治体では国の施策よ

りも先行している一方で、消極的な自治体も少な

くない。

WLB施策と一口にいっても大企業と中小企業、

都市と地方ではモデルが異なる。地域連携を促進

するためのコンサルティングなど、きめ細やかな

ドイツから、日本は学ぶ余地があるだろう。

4．パートタイム労働との待遇格差がない

オランダ

オランダの特徴は、①「パートタイム」労働が

普及し、フルタイムとの待遇格差がない点、②高

失業率対策として労働時間短縮を実施してきたと

いう点、③ライフステージに合わせて労働時間を

変更できるので、WLB しやすいといった点、で

ある。

オランダでパートタイム労働が普及した契機

は、1970 ～ 1980 年代までさかのぼる。高失業率

に悩んだ同国は、1982 年に政労使 3 者で失業者

削減のための労働時間短縮に合意した（ワッセ

ナー合意）。すなわち、パートタイム労働を増や

すことでワークシェアリングを図り、失業者を減

らそうとしたのである。その後、パートタイム・

フルタイム間の賃金格差等、雇用条件の差別は禁

止され、両者の「均等待遇」が実現した。パート

タイムも正社員である。

2000 年の「労働時間調整法」により、労働者

は労働時間の増減を使用者に要請でき、原則とし



て使用者はそれを受け入れることになった。ただ

し、適用除外となるケースもある。要請が労働時

間の短縮であれば、第一に代替要員確保が難しい

ケース、第二に労働者の技術力低下が懸念される

ケース、第三にローテーションを組むのが難しく

なるケースがある。

こういった一連の施策が功を奏し、失業率は大

幅に低下するとともに、オランダは OECD の中

で最もパートタイム労働者の割合が高い国となっ

た。

翻ってわが国でも、パートタイム正社員の普及

策が模索されている。仮に、法制度を整備し、オ

ランダモデルを導入しても、わが国独特の職場慣

行が変わらない限り、うまく機能しない可能性が

高い。というのも欧米では「ジョブディスクリプ

ション（職務記述書）」が普及しているのに対し

て、わが国では職務内容は曖昧だ。これまで海外

企業 100 社をヒアリングし、実際に職場体験もさ

せてもらった。日本の職場と最も異なるのは従業

員の仕事の中身がオープンになっており、共有化

されている点だ。

この点、わが国の従業員は仕事を抱え込む傾向

が強く、特に同僚と比べた自分の強みは暗黙知と

して蓄積しがちで、共有したがらない。さらに、

ここ十数年、職場のOA化が急速に進み、パソコ

ンと向き合う仕事が増えたため、仕事の「ブラッ

クボックス化」に拍車がかかっている。一人一人

が今、何の仕事をやっているのかが見えにくい。

筆者がWLB に取り組む企業のコンサルティン

グをしている中で、「ジョブディスクリプション

（職務記述書）」を明確にするとともに、各人の仕

事をリアルタイムで共有し、生産性を測定する仕

組みを作った企業で、最後に残る難関は「人事評

価システム」の再構築だ。従業員別に「時間あた

りの生産性」を測定すると、格差が 5～ 6倍もあ

る職場が大半だ。

最も生産性が高いのは、時間制約があるワーキ

ングマザーというケースは非常に多いが、労働時

間が短いという理由で、人事評価では冷遇されて

いる。逆に、「ダラダラ長時間労働」の同僚男性

は「深夜遅くまで頑張っている」と高評価をもら

う矛盾にメスを入れないといけない。

これには、「長時間労働が美徳」と考える管理

職の意識を変革する必要があり、かなり時間がか

かる。日本とオランダの彼我の差は、非常に大き

いと感じている。

経営センサー　2010.4
44
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