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巻頭言

元来は先方に出向いて年賀の挨拶をし
ていたものが、挨拶に行けない人には
手紙を送るようになり、やがて現在のよ
うな年賀状を送る習慣となった。情報技
術の進展で、メールでの新年の挨拶も
増えているし、私たちの回りには情報が
あふれている。情報過多の時代だから
こそ、自分自身との対話も必要だろう。
今年の年賀状には、「よく耳を澄ますと、
これまで聞こえなかったことも・・・。
それが新しい自分を発見してくれるかも
しれない」と書き添えた。
　その年賀状、今年もたくさんの方から
いただいた。ただ、歳を重ねたことから、
喪中の知らせも多くなり、これまでは祖
父・祖母や父・母であったものが、配偶
者や本人の喪中が増えている。また、諸
先輩からの“年賀状によるご挨拶は今年
限りとさせていただきたい”との添え書
きも、寂しいが致し方ないことだろう。
そんな年賀状の中から、心に残る言葉
をいくつか紹介したい。
　『まもなく平成が終わる。元号を使う
国は世界の中で日本だけ。645年の「大
化」に始まり、「平成」で247番目だそう
だ。「今日まで残り香を漂わせてきた“昭
和”という時代が完全に終わることを意
味する」とは作家の半藤一利さん。良く
も悪しくも強烈だった「昭和」の後ゆえ 

「平らかに成る」との願いを込めて選ば
れた「平成」。これを受け入れてきたこ
の時代の精神をつないでいくことが、2
つの時代を生きてきた私たちの、次の世
代に対する責任ではなかろうか』
　『アイルランド出身の詩人・作家のオス
カー・ワイルドは「老年の悲劇は、彼が
老いているかどうかではなく、まだ若い
と思っていることである」と言っている。
一方では、アメリカの実業家・詩人のサ
ミュエル・ウルマンの「青春の詩」の一
部には、「歳を重ねただけで人は老いな
い。理想を失うときに初めて老いが来る」
と。私も「老い」を認めながらも「夢と
気合」をもち続けながら、これからの人
生時間を、ゆっくりとでも前に向かって
歩んで生きたい』

大通りから少し入ったところにある、閑
散とした落ち着いた一画の中である。
昨年12月帰省した時に、承天寺を訪れ
てみた。承天寺は鎌倉時代に臨済宗
の僧・円爾（えんに）が中国（宋）か
ら帰国後、上陸した博多で過ごした時
に開山した。円爾は、その後京都五山
の一つである東福寺を開山している。
　承天寺への訪問は、ある雑誌がきっ
かけとなった。それは、江戸時代から
定着されたといわれる大晦日に食べる

「年越し蕎麦」の由来が書かれた記事
である。そこには、もちろんこの種のこ
とは諸説あるが、例えば、細く切れや
すいことから、「今年一年の災い・厄を
断ち切る」や、蕎麦の麺が細く長いこ
とから「健康長寿」、また蕎麦にはビタ
ミン、ミネラル、たんぱく質など健康の
維持に重要な成分が豊富に含まれてい
ることから「健康祈願」など。そして、
鎌倉時代に博多の承天寺で年の瀬を
越せない貧しい人たちに「世直しそば」
と称して、蕎麦餅を振舞ったところ、
翌年から食べた人たちの運が上向いて
きたことから、年越し蕎麦の習慣が生
まれたとの説が記載されていたからだ。
円爾が中国から持ち帰った製粉技術
で、饂飩（うどん）・蕎麦・饅頭が日本
にもたらされ、博多はこれらの発祥の
地という説もあるそうだ。確かに、承
天寺の境内には左に「饂飩（うどん）・
蕎麦発祥之地の碑」、右に「御饅頭所
の碑」が建立されていた。
　日本の正月は、元旦には「年神様（と
しがみさま）」という新年の神様が、1
年の幸福をもたらすために各家庭に降
臨すると言われている。年越し蕎麦だ
けでなく、大掃除、門松、しめ縄・し
め飾り、鏡餅、除夜の鐘、おせち、お
とそ、雑煮、若水、書き初め、鏡開き
などは、その年神様を迎え入れ、お送
りするための様 な々行事や風習であり、
日本の伝統文化となっている。
　そして、年頭に祝賀を交わすために、

岡・博多駅から10分も歩けば、
承天寺に着く。ビルが立ち並ぶ 福
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　 視　点

昭和30年代生まれの筆者には、「平成」への「改元」

が衝撃的なものだったことを記憶している。生まれて

から、学生時代を過ごし、就職をした時代がすべて「昭

和」の時代であった。また、両親などから経験は聞い

たものの、「戦争の時代」といわれた昭和20年までの時

代は「遠い過去」のように思われていた。だから、私

は「昭和」を「長く終わらない時代」のように思って

いた。しかし、1989年、「平成」の時代が始まった。

この年末年始に、多くのマスメディアが「平成の30

年間を振り返る」という特集を組んでいた。「バブル崩

壊以降の失われた時代」、「大規模災害が相次いだ時代」

あるいは「安心・安全神話が崩壊した時代」などさま

ざまな視点で振り返りがなされていた。

今回、特集のテーマを「『平成』の30年は何を残し

たのか」として、３つの視点から、この「平成」を振

り返ることを目的に寄稿をいただいた。

藤村博之法政大学経営大学院教授には、雇用の分野

に加えて、2019年は「連合」結成30年となる節目の年

であることから、ナショナルセンターとしての「連合」

のみならず「労働組合」に対する叱咤激励をいただき

たいと寄稿をお願いした。藤村教授は、「平成の30年間

は、雇用労働者にとって幸せな時代ではなかった」と

冒頭から述べられている。その判断根拠を「22年間に

わたって賃金は低下傾向」、「正社員の割合が減少し、

有期雇用が増加」、「『いざなぎ景気』を超える『好景気』

なのに個人所得は伸びず」、そして「好景気の『果実』

は企業と株主」に優しく、労働者には厳しく使われた

と指摘する。さらに「バブル期の大量採用の禍根」では、

その後の人事管理への影響も踏まえて、その責任につ

いて、労働組合にも厳しい指摘を向けている。「労使交

渉において、労働組合は、経営に対して90度に座る」

ことをしてきたかと問いかけている。つまり、「経営者

と同じ側に座って、同じ方向を見て考えていたのでは

ないだろうか」ということである。さらに、「グローバル・

スタンダード」や「金融ビッグバン」などについて、

その意味することを理解し、政府や経営者に対して議

論を挑んだだろうかと。これらの見識にどれだけの労

働組合リーダーが反論できるだろうか。

齋藤潤国際基督教大学教養学部客員教授からは、経

済分野から論じていただいた。平成期の景気推移をみ

ると、二度の長期の景気拡張局面を実現している。し

かも、そのうち2012年２月からの景気拡大局面は、「戦

後最長」のものとなる可能性がある。しかし、このよ

うな景気拡大局面があったとしても、国民生活からす

ると実感を伴ったものではない。要因の１つとして、「Ｇ

ＤＰデフレーター」の推移の分析から平成期は「デフ

レ基調」にあったとことも明確に指摘されている。こ

れらの分析をふまえて「平成後に託された政策課題」

として、労働生産性の向上や労働参加率を上昇させる

とともに、「グローバリゼーション・イノベーション」、

「平等社会」および「小さな政府」という、すべてを同

時に成立させることができない「インポッシブル・ト

リニティー」から、私たちがどの「政策目標」を選択し、

持続的経済成長をめざすかという課題に対応しなけれ

ばならないと提起をいただいた。

吉田徹北海道大学法学研究科教授からは、現状の「安

倍一強」の源流をたどることにより、平成期を政治分

野から論じていただいた。そこには、「冷戦・中選挙 

区･派閥政治」という「三位一体」の崩壊と「政治･行

政改革」の流れがもたらしたものがあるという。「55年

体制」時の「妥協と取引」が「小選挙区制の導入」に

より、「政党本位」の戦いとなり、相手を貶めることに

よる「敵対の政治」に変わった。また、行政改革は中

央省庁の再編だけではなく内閣府や経済財政諮問会議

などの関係閣僚・専門家会議、さらに内閣人事局など

の設置によって、「首相官邸」を頂点とする「決断の政

治」を実現させることになった。これらの「政治改革」

と「行政改革」という「遺産（レガシー）」のうえに安

倍政権ができあがっていると指摘している。そして、

現状の野党勢の分裂状態では自民党に代わる選択肢に

はなりえないこと、だからこそ野党を包摂できる「理

念・政策的パッケージ」の構想が求められること、ま

た「決断の政治」による執政府に対して、立法府の機

能強化により、国会を「行政府と立法府の緊張ある対

立の場」とすることの必要性を提起している。

諸説はあるが、「世代」の「世」という漢字の字形は、

「十」を３つ組み合わせた時間の単位を表す「会意文字」

である。そして、自分の子へ継ぐまでの期間として「約

30年」を意味しているともいわれている。今回の特集が、

「平成」の30年間（一世代）が、皆さんに、あるいは次

の世代に、「何を残したか」を問うことに役立てば幸甚

である。

（連合総研　主任研究員　萩原文隆）

「平成」の30年は何を残したのか
〈特集解題〉

平成元年
（1989）
平成２年
（1990）
平成３年
（1991）
平成４年
（1992）
平成５年
（1993）
平成６年
（1994）
平成７年
（1995）
平成８年
（1996）
平成９年
（1997）
平成10年
（1998）
平成11年
（1999）
平成12年
（2000）
平成13年
（2001）
平成14年
（2002）
平成15年
（2003）
平成16年
（2004）
平成17年
（2005）
平成18年
（2006）
平成19年
（2007）
平成20年
（2008）
平成21年
（2009）
平成22年
（2010）
平成23年
（2011）
平成24年
（2012）
平成25年
（2013）
平成26年
（2014）
平成27年
（2015）
平成28年
（2016）
平成29年
（2017）
平成30年
（2018）
平成31年
（2019）
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平
成
』の
30
年
は
何
を
残
し
た
の
か
」

はじめに
　平成の30年間は、雇用労働者にとって幸せ
な時代ではなかった。所得は伸び悩み、正社
員雇用は減少し、将来に対する希望が持ちに
くい時代であった。この小論では、雇用労働
者がどのような状態に置かれてきたのかを概
観した上で、なぜそのような難しい状態にな
ってしまったのかを検討し、労働組合は何を
する必要があったのかを考えてみたい。そし
て、労働組合はこれから何をすべきかという
点について提言したい。

１． 平成は雇用労働者にとって厳しい時代だ
った

　（独）労働政策研究･研修機構（JILPT）は、
ホームページで「早わかり グラフで見る長
期労働統計」を提供している。ここで用いる
データは、主としてJILPTのホームページに
載っているものである。

（1）所得は増えない
　1989年（平成元年）の常用労働者１人平均
月間現金給与額は35万7000円であった。この
金額は、1997年（平成９年）まで順調に増加
し、42万1000円になった。しかし、そこから
減少が始まった。対前年で若干上昇した年も
あったが、2009年（平成21年）に35万5000円
に低下した。その後は、低位安定と言える状
態で推移し、2017年（平成29年）に36万3000
円になっている。平成の30年間は、賃金上昇
が８年間続いたあとで、22年間にわたって低
下傾向にあったと言える。

（2）不安定雇用の増大
　雇用形態で見ると、平成の30年間は正社員

の割合が減少し、有期雇用の人たちが増加し
た時期であった。1989年の雇用労働者に占め
る正社員の割合は、男女計で80.9％、男性
91.3％、女性64.0％だったが、2017年には、そ
れぞれ62.8％、78.2％、44.5％になった。正社
員の雇用が約20ポイント減少したのが平成時
代であった。

（3）戦後最高の失業率
　完全失業率も、平成の時代にそれまでには
なかった高さを経験した。1989年の完全失業
率は2.3％で、90年、91年と2.1％に低下したが、
その後は上昇し、2002年（平成14年）に5.4％
と失業統計を取り始めてから最高の水準に達
した。それから2007年にかけて低下して3.9％
になったが、2009年と10年には再び５％を超
える水準（5.1％）に上昇した。そして、2017
年には2.8％になっている。

（4）共働き世帯が主流になる
　共働き世帯の数が専業主婦世帯の数を上
回るようになったのも平成の時代である。
1992年（平成４年）に初めて、共働き世帯数

（914万世帯）が専業主婦世帯（908万世帯）
を上回った。その後、1995年と96年は専業主
婦世帯の方が多くなったが、それは一時的で、
1997年（平成９年）以降、共働き世帯が一貫
して専業主婦世帯を上回ってきた。2017年の
世帯数は、前者が1188万、後者が641万であっ
た。

（5）「いざなぎ景気」を超えたと言うけれど…
　読者もご存じのように、平成はバブル景気
とともに始まり、バブル崩壊による長期の不

労働組合は本来の役割を
見失っていないか？
藤村　博之

（法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科　教授）
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況、1997年の金融危機、2000年のITバブル
の崩壊、2008年のいわゆるリーマンショック
など、経済面では暗いニュースが多い時代だ
った。実質GDPの状況を見ると、対前年でマ
イナスになったのは、1993年、1998年、2001年、
2008年、2009年の５回だった。
　他方で、経済統計上は、 2002年１月から
2008年２月までの73 ヵ月間、「好景気」が続
いたことにより、「いざなぎ景気を超えた」
と言われた。そして、2012年12月から現在ま
で「好景気」が続いていることにより、再び

「いざなぎ景気を超えた」と言われている。
しかし、先に指摘したように、個人所得がほ
とんど増えなかったため、働く人たちにはま
ったく実感できない「好景気」になっている。

（6）企業と株主に優しく、労働者に厳しかった
　好景気の果実は、どこに行っているのだろ
うか。財務省の「法人企業統計」によると、
従業員給与の合計は1997年の146兆8545億円
が2016年に152兆6926億円と20年間で約４％
増加した。他方、配当額の合計は、1997年の
４兆2306億円から2016年には20兆802億円に
なった。実に4.7倍の増加であった。また、内
閣府が発表している「国民経済計算」で民間
企業法人所得を見ると、2005年の73.3兆円が
2017年には95.7兆円になった。12年間に30.6％
増加したことになる。
　これらのデータから、平成の時代は、雇用
労働者に厳しく、企業と株主に優しい経営が
行われたと言える。
　では、なぜこのようになったのだろうか。

２．バブル期の大量採用が禍根を残した
　バブルは過ぎてみなければわからないと言
われる。1990年前後の日本経済は、後から考
えると異常だったが、その当時は「景気がと
てもいい」という程度の認識だった。多くの
日本企業はマネーゲームに走り、「儲かるの
がわかっているのに一歩踏み出さない企業は
時代遅れだ」とまで言われた。また、「近い
将来、猛烈な人手不足になる」というマスコ
ミや一部の学者の意見を真に受けて、大量採
用が行われた。
　その頃、労働組合は何をしていたのだろう
か。筆者は、労使の交渉において、労働組合
は経営に対して90度の角度に座るのが望まし
いと言ってきた。別の表現をすれば、経営者
からの提案に是々非々の態度で臨むことが労

働組合には求められてきた。経営側が見えて
いないところを指摘し、より質の高い意思決
定をしてもらうのが労働組合の役割である。
　バブル期に経営側が例年の２～３倍の人員
を採用しようとしたとき、労働組合は異を唱
えなかったのだろうか。景気は、良くなった
り悪くなったりする。好景気がずっと続くこ
とはあり得ない。しかし、当時の経営者は、
永遠に景気拡大が続くかのように錯覚して、
様々な意思決定を行っていた。それに対して、
労働組合は「おかしいぞ！」とは言わなかっ
たのだろうか。
　筆者が尊敬する労働組合の委員長（当時）
は、経営側の採用計画に猛然と異を唱えた。
これは、ご本人から聞いた話である。経営側
が例年の２倍の人員を採用する計画を労使協
議会の場に持ってきた。彼は「こんなにたく
さん採ったら景気が悪くなったときに困るで
はないか。経営者は何を考えているんだ」と
質問した。人事担当の取締役は「日本経済は
新しいステージに入ったのだから、いま採用
しておかないと将来困ることになる。他社も
同様のことをしている」と答えた。当時の経
済紙に書いてあったことをそのまま述べたそ
うである。
　何度かの意見の応酬があり、最後に委員長
は言った。「経営側がそこまで言うのなら採
用すればいい。ただし、将来、景気が悪くな
って人が余る状況になっても、人を減らすと
いう交渉には一切応じないから、そのつもり
でいて欲しい。」経営側は「結構です」と答
えて、通常の２倍の人員を３年にわたって採
用した。数年後、バブルが崩壊し、不況にな
り、余剰人員が発生したが、経営側は口が裂
けても「人を減らしたい」と言うことはでき
なかった。
　バブルの時代に大量採用したことが、その
後の人事管理に大きな影響を与えたと言わざ
るを得ない。当時の労働組合の多くは、90度
の角度に座るのではなく、経営者と同じ側に
座って、同じ方向を見て考えていたのではな
いだろうか。これが後々、禍根を残すことに
なった。経営者は、正社員をできるだけ増や
さず、景気の変動には有期雇用社員で対応す
るという行動をとるようになり、近年問題に
なっている長時間労働の温床になったからで
ある。
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３． グローバル･スタンダードとはアメリカ
ン･スタンダード

　1996年11月、当時の橋本政権は「金融ビッ
グバン」と称する金融改革を提唱し、1998年
の「金融システム改革法」によって、本格的
に実行に移された。「遅れた日本の金融シス
テムをグローバル･スタンダードに合わせる」
という表現が使われ、株式市場の仕組みが大
きく変わった。
　私たちは、しばしば「グローバル･スタン
ダード」という言葉を聞かされる。「グロー
バル･スタンダードに合わない」と言われる
と、すぐにでも変えなければならないという
強迫観念にとらわれる。そもそも「グローバ
ル･スタンダード」とは何だろうか。
　イギリスの友人に「君がふだん読んでいる
英語の文章の中にglobal standardという表現
は出てくるか」と尋ねたことがある。彼は「ほ
とんど見たことがない」と答えてくれた。「グ
ローバル･スタンダード」は和製英語だと言
っても過言ではないようである。日本で使わ
れているグローバル･スタンダードという言
葉を裏返してみると、たいていの場合、アメ
リカン･スタンダードである。金融ビッグバ
ンは、日本の金融の仕組みをアメリカのよう
にすることを意味していた。
　政府が「金融ビッグバンだ」と言い出した
とき、労働組合はどう反応しただろうか。競
争力の基盤に「ものづくり」を置いている日
本にとって、金融システムをアメリカ型にす
ることが本当に必要なのかという問題を提起
し、政府や経営者に対して議論を挑んだだろ
うか。四半期決算は、金融の分野では意味が
あるのだろうが、数年から10年の単位で製品
開発をしているものづくりの分野にはかえっ
て邪魔になるのではないだろうか。私たちは

「グローバル･スタンダード」という言葉に惑
わされて、違和感を持ちながらも「金融ビッ
グバン」を受け入れてしまった。
　1997年から98年にかけて、日本経済は金融
危機に見舞われた。山一証券の自主廃業、北
海道拓殖銀行や日本長期信用銀行、日本債
券信用銀行の相次ぐ破綻など、つぶれるはず
のない金融機関が次々に倒れていった。日本
全体が自信を失っていたとき、「アメリカを
見習え！」という大合唱が起こった。アメリ
カ経済は1980年代に低迷したが、90年代にな
って復活し、高い実績をあげていた。アメリ
カと同じような制度を入れれば、日本経済も

立ち直れるのではないかと考えた人たちが、
日本の株式市場にアメリカの仕組みを取り入
れた。それが先に述べた「株主に優しい経営」
につながっていくのである。
 
４．国によって大切にするものが異なる
　国には歴史があり、文化がある。経済の制
度も人々が持っている行動規範との整合性を
求められる。国が違えば制度が違うのは当然
であり、無理矢理合わせようとすると齟齬が
生じる。日本は、長期の視点を大切にしてき
た国である。顧客と長期の関係を築き、実績
をあげてきた。他方、アメリカは、どちらか
というと短期の視点で行動することを良しと
しているようである。両国の差が如実に表れ
たのが、災害時の小売業者の行動であった。
　2005年８月、大型のハリケーン、カトリー
ナがアメリカの南東部を襲い、多くの人が被
災し、死者･行方不明者の数は2,000人を超え
た。水や食料が不足し、被災者が困っていた
とき、通常は１ドルで売られている水を100
ドルで売り出す小売店があった。アメリカの
人たちは、そのような小売店の行動に違和感
を持つことはなかったそうである。価格は需
要と供給のバランスで決まるのだから、100
ドルでも買うという人がいればそれでいいで
はないかというのが、彼らの考え方であった。
　他方、日本では、被災して手持ちの現金が
ない人たちに「どうぞ、持って行って下さい。
お金はいりませんから」と無料で水や食料を
配るのが当たり前になっている。「お互い様
だから」と小売業者は行動し、消費者はその
恩義を忘れない。もし、アメリカと同じよう
に、100円の水を１万円で売ったらどうなる
だろうか。生活が再建されたとき、誰もその
店で買い物をしなくなるだろう。
　このように、アメリカとは全く異なる行動
規範を持っている日本の制度を、アメリカと
同じようにしたらどうなるだろうか。木に竹
を接ぐという表現があるが、うまく機能しな
いのは予測できたはずである。しかし、一部
の「有識者」の見解を政治家が取り入れ、金
融市場のアメリカ化が断行された。

５． 労働組合の責務は問題の本質をとらえ
ること

　問題が発生したとき、その原因を特定して
対処することが求められる。病気になって熱
が出たとき、発熱の本当の原因を解明するこ
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となく解熱という対症療法をとると、かえっ
て状況を悪化させてしまうことがあると言わ
れる。私たちは、しばしばこの過ちを犯して
きた。バブル崩壊後の不況の中で人件費を引
き下げるために導入された成果主義的な人事
制度、短期の業績を重視する株式市場への
転向、過度なコンプライアンス重視の制度な
ど、日本の本当の良さを毀損してしまうよう
な制度改変が行われてきた。
　アメリカの経営学者ジェフリー･フェファ
ーは、ロバート･サットンとの共著『事実に
基づいた経営』の中で、医学の世界では病気
の本当の原因を明らかにすることなく処方箋
を出すことはあり得ないのに、ビジネスの世
界ではそれが横行していると述べている。具
体的には、「他社でうまくいった制度を御社
でも実施してみませんか」というコンサルタ
ントの提案を十分吟味することなく受け入れ
ていることである。その制度がうまく機能し
た会社と自社では、問題の発生原因や背景が
違うのに、自社でもうまくいくと信じてしま
うというのだ。日本もこの愚を犯してきたし、
今も犯しているのではないだろうか。
　政府や経営者が誤った方向に舵を切ろうと
しているとき、労働組合は、ただ指をくわえ
て見ていてはならない。真っ向から異議を唱
え、過ちを正すことが求められる。その制度
改正は、本当に日本のため、働く人のために
なるのか、問題の真の原因を解決することに
つながるのか、厳しく問うていく姿勢が必要
である。
　ヨーロッパの労働組合リーダーたちの発言
を聞いていると、社会の仕組みをどうつくっ
ていくかという意識を強く持っているのを感
じる。より良い状態を実現するために制度を
変える必要があるのなら、制度を変えればい
いではないか、そのために労働組合は行動す
るのだという気概を持っている。日本の労働
組合リーダーたちは、そのような気概を持っ
て行動しているだろうか。
　日本は、与えられた枠組みの中での最適を
めざすことに長けているが、枠組み自体をつ
くり出すことに影響力を持てていないと言わ
れる。そのいい例がスポーツのルール改変で
ある。スキーのジャンプ競技で日本人が勝ち
始めると、日本人が勝てないような方向にル
ールが変更になる。日本人選手は、変更され
たルールの下で最善の結果を得ようと努力
し、再び勝ち始める。すると、またルールが

変わる。スポーツの世界でも政治力が必要と
される。いかに自国の選手に有利なルールを
実現するかという領域で各国の役員はしのぎ
を削っているのである。

６． おかしいことは「おかしい！」と言い続
ける

　日本社会は、たくさんの問題を抱えている。
それらを解決するために、安易な対症療法に
走ってはならない。問題の本質を見極め、本
当の原因を解明して対処しなければ、角を矯
めて牛を殺すことになりかねない。経営者は、
アメリカ型の株式市場の影響を受けて、短期
志向になりがちである。短期志向は、対症療
法に向かいやすい。それに対して、労働組合
は、中長期の視点で物事をとらえることがで
きる組織である。５年後、10年後の日本を見
据えて判断することが求められている。
　将来のことは誰にもわからない。わからな
いからこそ、様々な視点から議論することが
必要である。経営者は「ダイバシティが大事
だ」と言うが、ダイバシティはとても面倒な
ことがわかっていないように見える。「右向
け右！」と号令をかけたとき、「どうして右
なんですか」「左じゃいけないんですか」と
言い出す人がいるのがダイバシティである。
異なる意見を言う人が出てきたとき、その人
の言い分を聞いて、じっくり議論するのがダ
イバシティである。時間と手間がかかるのが
ダイバシティである。
　労働組合は、昔からダイバシティを大切に
してきた。ダイバシティというカタカナを使
わず、組合内民主主義と表現してきた。とこ
とん議論した上で、意見の違いを乗り越えて
行動してきた。筆者は、平成の30年間で、こ
の基本原則が弱くなってきたのではないかと
危惧している。
　経営者に対して、おかしいと思ったことは
素直に「おかしい！」と言おう。よく考えら
れていない提案が出てきたら、「もっと真剣
に考えてくれ」と言おう。政府が日本企業の
良さを損なうような制度改正をしようとした
ら「ちょっと待ってくれ。それでは日本はダ
メになる」と言おう。疑問を持ったときに声
をあげ続けることが、労働組合の大切な役割
である。平成の次の時代になっても、この重
要性は変わらない。労働組合役員には、気概
と自信を持って行動することを求めたい。
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　本稿の目的は、「平成期」の30年間の経験 
を、経済分野の視点から評価することにある。
そのため、以下では、まず「平成期」におけ
る経済パフォーマンスを振り返り、その問題
点を整理する。その上で、その問題点の背景
を検討し、最後に「平成後」に託された課題
について述べることとしたい。

１．平成期の経済パフォーマンス
（1） 度重なるショックと２度にわたる長期の

景気拡張局面
　まず景気循環の側面から見た平成期の特
徴を、景気の方向性や強弱を表す景気動向指
数を参考にしながら整理してみよう（第１図）。
　第１の特徴は、平成期が度重なるショック
に見舞われ続け、その結果として５度にわた
る景気後退を経験していることである。
　平成はバブル最盛期の1989年１月に始まっ

た。しかし、その直後にバブルが崩壊し、
1991年２月以降、景気は一転して後退局面に
移行することになった。それ以降の約10年間、
日本経済は不良債権問題と格闘することにな
る。
　1997年４月には消費税率の引き上げが行わ
れたが、その直後の７月にはアジア危機が起
こり、11月からは金融システム不安も顕在化
した。こうした一連のショックのために、
1997年５月を景気の山として、景気は悪化し
ていくことになった。
　2000年代に入った直後も、米国におけるIT
バブルの崩壊の影響を受けて景気が落ち込む
と、景気の悪化とデフレが並進して、デフレ・
スパイラルの瀬戸際に立つことになった。
　さらに、米国でサブプライム住宅ローン問
題が顕在化し、それが原油や穀物価格の上
昇をもたらすと、景気は2008年２月に山を迎

齋藤　潤
（国際基督教大学教養学部　客員教授）

人口減少下での経済成長に
向けて
−迫られる政策選択−

第 1 図　景気動向指数（ＣⅠ：一致指数）

（データ出所）内閣府
（注）シャドー部分は景気後退局面、それ以外は景気拡張局面。

平成期
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えた。その後の景気後退は当初は緩やかであ
ったが、同年９月にリーマンショックが起き、
世界的な金融・経済危機に発展すると、日本
は、それまでに経験したことのないような急
速で大幅な景気悪化に見舞われることになっ
た。
　そして2010年代になると、2011年３月に東
日本大震災が起きた。この時は景気後退には
至らなかったが、その前後に深刻化した欧州
政府債務危機の影響で、2012年３月からは短
期間ながらも景気後退に陥ることになった。
　第２の特徴は、以上にもかかわらず、平成
期には２度にわたる長期の景気拡張局面を実
現し、戦後最長記録を相次いで更新すること
になったことである。
　一度目は、2002年２月からのいわゆる「い
ざなみ景気」である。世界経済の好調にも支
えられ、73 ヵ月にわたる景気拡張局面となっ
た。米国でサブプライム住宅ローン問題が顕
在化しなければもっと続いた可能性もある
が、それでも、それまでの最長記録であった
1965年10月からの「いざなぎ景気」を抜いて
戦後最長となった。
　二度目は、2012年11月を景気の谷とする景
気拡張局面である。これは「アベノミクス景
気」とも言えるが、本稿執筆時の2019年１月
時点でもまだ続いているとすれば、景気拡張
局面は74 ヵ月続いたことになり、「アベノミ
クス景気」は「いざなみ景気」を抜いて戦後
最長となる。

（2）GDP成長率の鈍化とデフレの定着
　このように平成期には２度にわたる長期の

景気拡張局面を実現したが、国民にとっては
決して実感を伴ったものではなかった。その
理由としては、平成期の経済成長が、それま
で経験したことのないような低成長に止まっ
たことが挙げられる。
　1950年代半ばから1970年代初めにかけての
高度成長期においては、名目GDPの年平均成
長率は約15％増、実質GDPのそれは約10％増
の高水準にあった。しかし、平成期（ここで
は暦年ベースで実績値のとれる1989年～
2017年）においては、バブル崩壊後の成長鈍
化が著しく、名目GDPの年平均成長率は
1.1％増、実質GDPの年平均成長率も1.3％増
に止まっている（第２図）。

（3）潜在成長率の継続的な低下
　こうしたマクロ経済動向の背後には、日本
経済の長期的な成長能力の継続的な低下もあ
った。
　これを潜在GDP成長率でみると、平成期に
入って大幅な下落を示している（第３図）。潜
在GDP成長率は、1989年１～３月期には4.5％
増程度あったが、その後は次第に低下し、
2008年10 ～ 12月期には－0.1％減となった。
その後は若干の回復を見せているが、2018年
７～９月期時点においてもまだ1.0％増程度に
止まっている。
　成長能力鈍化の理由を要因別で見てみる
と、1989年１～３月期から2008年10 ～ 12月
期にかけては、全要素生産性の寄与が2.4％
ポイント増から0.5％ポイント増、資本投入の
寄与が1.8％ポイント増から－0.1％減、労働
投入の寄与が0.3％増から－0.5％ポイントに

第 2 図　GDP と GDP デフレーター 

（データ出所）内閣府

平成期
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低下していることが大きい（その後、資本投
入とともに労働投入の寄与がプラスに戻って
いるが、これについては後述する）。
　このような潜在GDP成長率の低下はなぜ
起きているのか。以下ではこの点を、日本の
経済システムが前提としていた条件の変化
と、その新しい前提条件に適合しなくなった
経済システムの変容、という二つの視点から
説明しよう。

２．経済システムの前提条件の変化
（1）高齢化・人口減少の進行
　1980年代までの日本の人口は増加を続けて
おり、人口の年齢構成も若かった。そのため、
重化学工業中心の経済成長を支える若い労
働力を豊富に供給することが可能であった。
しかし、平成期に入るとこれは大きく変化し

ていく。
　1974年以降、合計特殊出生率は2.1を下回
り続けているため、生産年齢人口（15 ～ 64歳）
は1995年にピークを迎えて減少に転じ、総人
口も2008年をピークに減少に転じていった。
このままだと、今後100年は人口減少が続く
ものと予想されている（第４図）。
　また、平均寿命の延伸が続くなかで、高齢
化も進行している。高齢化率（65歳以上人口
の全人口に対する割合）で見ると、1970年に
高齢化社会の目途である７％を超えた後、
1994年には高齢社会の目途である14％を、さ
らに2007年には超高齢社会の目途である21％
も超えた。
　このような高齢化・人口減少は、労働力人
口を減少させ、潜在成長率に影響するだけで
なく、企業にとっての人件費負担も増加させ

第 3 図　潜在 GDP 成長率

（データ出所）内閣府

平成期

第 4 図　総人口（実績及び将来推計）

（データ出所）国立社会保障・人口問題研究所
（注）�日本の将来推計人口（平成29年推計）における「出生中位、死亡中位」のケース。2016年から2065年までは推計値、

2066年から2115年までは長期参考推計値。

平成期
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ることになった。

（2）競争環境の激化
　高度成長期における企業にとっては、国内
の同業他社との競争（過当競争）が主体であ
った。また、外国企業との競争も、欧米の先
進国企業との競争であった。このため、価格
競争だけでなく品質や機能での競争も可能で
あった。
　しかし、発展途上国の経済発展が進んでき
た。また、1991年12月のソ連崩壊に伴って、
多くの体制移行国が登場してきた。さらに、
中国も改革開放路線に転換し、2001年12月に
はWTOにも加盟することで、本格的に国際
市場に参入してきた。この結果、日本企業に
とって、人件費の低廉な新興国や発展途上国
の企業との価格競争が激化することになっ
た。これは、企業に対して人件費を含むコス
トの削減を求める圧力となった。

（3）イノベーションの内容変化
　高度成長期までの日本は技術面では後進国
であり、最新技術は輸入に依存していた。ま
た、自前のイノベーションの場合も、与えら
れた製品を無駄なく、安く作るためのプロセ
ス・イノベーションが中心であった。そこで
は、生産ラインで働く優秀な従業員の改善力
や提案力が威力を発揮した。
　しかし、1980年代に入って、日本自身が技
術のフロンティアに立つと、輸入に依存する
ことはできなくなった。企業には自ら新しい
製品やサービス、ビジネスモデルを開発する
プロダクト・イノベーションが求められた。
そこで重要なのは、自社の生産ラインの力で
はなかった。特にITやバイオ・テクノロジー
の分野では、ベンチャーがイノベーションの
中心となっており、日本でもベンチャーの育
成が喫緊の課題となってきた。

３． 前提条件と適合しなくなった経済システム
　経済システムは、それが前提とする条件に
うまく適合していれば、経済成長に大きく寄
与する。高度成長期に成立し、高度成長を支
えることになったこれまでの日本の経済シス
テムはその例である。その特徴は、雇用シス
テムであれば終身雇用制、年功賃金制、企業
内訓練であり、金融やコーポレート・ガバナ
ンスのシステムであればメインバンク制であ
る。

　しかし、先述のように、人口減少・高齢化
が進展してくると、終身雇用と年功賃金のも
とで企業の人件費が大きな圧迫要因になって
きた。また、競争環境の激化は人件費の圧縮
を強く求めてくることになった。さらに、イ
ノベーションの中心が新プロダクト創出に移
行していくと、これまでの強みであった生産
ラインのイノベーション上の役割を低下させ
た。
　こうしたことを背景に、平成期に入って、
人件費負担を軽減できる非正規労働者の雇用
が増加していくことになった。1989年に
19.1％であった非正規雇用比率は、2017年に
は37.3％にまで上昇している。これは日本に
おける不平等度の拡大をもたらす要因の一つ
ともなった。18歳～25歳層の相対的貧困率（中
位所得者の所得の半分以下の所得しか得て
いない人の当該年齢層人口に占める比率）を
見ると、上昇傾向を示している（第５図）。
　これに比較すると、現役世代の中心となる
26歳～ 65歳層の相対的貧困率は、緩やかに
上昇してはいるものの、その水準は他の年齢
層に比してまだ低い。これは、日本ではグロ
ーバリゼーションが偏った形でしか進められ
てこなかったことを反映している。
　グローバリゼーションは、比較優位のない
産業を外国に移譲し、比較優位のある産業に
特化することでより豊かになることに寄与す
るが、資源の円滑な移動が可能でないと、低
賃金労働や失業をもたらすことになる。また、
グローバリゼーションは、イノベーションを
促進するが、新しい技術の導入によって雇用
の機会を奪われる可能性も出てくる。
　こうしたことから、日本は海外に出ていく

「外向きのグローバリゼ―ション」は積極的
に進めてきた。輸出を拡大し、対外直接投資
も進め、海外移民も奨励してきた。しかし、
海外から日本に入れるという意味での「内向
きのグローバリゼーション」には消極的であ
った。輸入では農産物において高い障壁を設
け、対内直接投資も少なく、外国人労働者の
受入れは限定的である。
　このような偏ったグローバリゼーション
は、労働力の流動性が低く、労働再配分を専
ら内部労働市場で行うことを基本とする雇用
システムとは整合的なものであった。また、
輸出主導の経済成長を遂げながら、国内の不
平等度の拡大を抑制することも可能とした。
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４． 平成後に託された政策課題
　高齢化・人口減少といった前提条件の変化
の下でも経済成長を持続させるためにはどう
すれば良いのか。平成後に託された政策課題
としては、高齢化・人口減少への対応と、経
済システムの改革という二つが挙げられる。
最後に、この点を検討しよう。

（1）高齢化・人口減少への対応
　高齢化・人口減少への対応としては、四つ
の方策が考えられる。
　第１に、労働生産性を引き上げることであ
る。人口が減少しても、一人ひとりの労働者
が生産できる付加価値を高めることができれ
ば、マクロのGDPを増加させることができる。
そのためには、新しい技術の創造、イノベー
ションが大切となる。人口減少・高齢化の下
では、人手不足を補うためのロボットなど、
ニーズは大きい。
　第２に、労働参加率の上昇である。人口が
減少しても、働きたいと思う人が増えれば、
それによって労働投入が増加し、経済成長は
支えられる。特に女性の場合は労働参加率が
平均して低く、しかも30歳台にいったん落ち
込む「M字カーブ」が存在する。また、高齢
者においても、平均寿命が伸びる中で、もっ
と働きたいという意欲が強まっている。した
がって、働きたいと思っている女性や高齢者
が働けるようにすることは重要である。実際
に「女性活躍」が推進され、女性の労働参加
率が上昇している（潜在GDP成長率への寄
与で労働投入が最近プラスとなっているのは

このためである）。
　第３に合計特殊出生率の引上げである。
2017年の合計特殊出生率は1.43であるが、こ
れを少なくとも2.1まで引き上げなければ人口
減少は止まらない。その際に問題になるのは、
男性でも女性でも晩婚化、非婚化が進んでい
ることである。その背後にあるのは、結婚資
金が賄えないという経済的理由だけでなく、

「適当な相手にめぐり合っていない」「結婚す
る必要性を感じない」「独身の気楽さを失い
たくない」といった個人の選択の問題でもあ
る。したがって、非正規労働者の賃金格差を
改めることだけでなく、より広範囲な政策を
採る必要があるところに難しさがある。
　第４に、外国人労働者の受入れを増加させ
ることである。これまで、日本は高いスキル
を持った外国人の受入れには積極的であった
が、非熟練の外国人労働者は、正式には受け
入れてこなかった。しかし、当面の人口減少
に対応するためには、スキルのない外国人労
働者も含めて受入れを増加させていく必要が
ある。そのためには、外国人を受け入れるた
めの環境も整える必要がある。
　平成期には、こうした方策を並行して進め
ることが求められている。

（2）経済システムの改革
　高齢化・人口減少の進行、あるいはそれへ
の対応策をとっていくということは、現在の
高度成長期型経済システムの改革を強く迫る
ことにもなる。
　現在の経済システムが前提条件の変化に

第 5 図　年齢階層別の相対的貧困率（所得再分配後）

（データ出所）OECD

平成期
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対応できていないことは前述の通りである。
そのために、様々な問題が顕在化している。
雇用システムの面では、男女間の処遇格差、
正規・非正規間の処遇格差、長期間労働の
慢性化といった問題が深刻化している。これ
らは、労働生産性の低下をもたらし、経済成
長の持続を妨げている。
　また金融やコーポレート・ガバナンスの面
を見ると、大企業を中心に銀行離れが進んで
おり、メインバンクの役割が低下している。
しかも、家計はこれまで通り金融資産を銀行
預金中心に貯蓄しており、リスク資産保有を
増加させているわけではない。そのため、ベ
ンチャーなどにリスクマネーが回りにくい状
況が続いている。また、メインバンクが担っ
てきたガバナンス上の役割を代わりに担う機
関投資家等もまだ育っていない。これが、最
近顕著になっている一部企業の不祥事にも現
れている。
　経済成長を持続させるためには、こうした
問題点を惹起することになった現在の経済シ
ステムを改革し、変化した前提条件に適合し
た新しい経済システムを構築することが必要
である。
　その際には、外国人労働者の受入れを含め、
グローバリゼーションを進めることが不可欠
である。今後とも経済成長を遂げていくため
には、輸入を通じた外国企業からの競争圧力
によって生産性を上げ、対内直接投資によっ
て不足する国内貯蓄を外国貯蓄で補い、外国
人労働者によって人口減少による労働投入を
補うことが必要となってくる。
　しかし、グローバリゼーションは様々な問

題を惹起する可能性がある。なかでも懸念さ
れるのは、それがもたらす不平等度の拡大で
あろう。このため、日本では、これまで「内
向きのグローバリゼーション」には消極的で
あったことは既に述べたとおりである。そう
であれば、不平等度の拡大圧力に対してどう
対応するかという問題が焦点となってくる。
　この問題の難しさについては、「グローバ
リゼーション・イノベーション」と「平等社
会」、「小さな政府」という三つの政策目標の
間の関係として理解できる。この三つの間に
は、全てを同時には実現しえないという「イ
ンポッシブル・トリニティー」の関係がある
と考えられる（第６図）。
　これまでの日本は、「グローバリゼーショ
ン・イノベーション」を犠牲にして、「平等
社会」と「小さな政府」を追求してきた。実
際、日本の税・社会保障負担率は低い。これ
に対して、例えば米国は、「平等社会」を犠
牲にして、「グローバリゼーション・イノベ
ーション」と「小さな政府」を選択してきた。
　では、日本が「グローバリゼーション・イ
ノベーション」を選択せざるを得ないとした
ら、もう一つはどちらを選ぶべきか。「小さ
な政府」を選ぶとしたら、米国と同じ道を選
ぶことになる。それに対して、「平等社会」
を選ぶとしたら、「小さな政府」を放棄する
ことにならざるを得ない。それは北欧のよう
な所得分配重視型の大きな政府への移行で
ある。
　日本が経済成長を持続させるためにどのよ
うな政策選択をするのか。これは平成後に託
された大きな課題である。

第 6 図　グローバリゼーションを巡るインポッシブル・トリニティー
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　平成を通じて日本政治の変遷を眺めた時、
その起点は世界史上の転換点と符号する。
1989年の冷戦終結とベルリンの壁崩壊という
事件があり、日本では55年体制の動揺と自民
党一党支配の終焉が訪れた。政治学者の北
岡伸一は、戦後日本政治は「冷戦・中選挙区
制・派閥政治」の三つに規定されていたと説
いたが1、この三位一体崩壊と政治・行政改
革を通じた新たなる方程式の模索こそが、平
成という時代の特徴でもあった。
　それまで国内の保革対立のあり方を規定し
ていた冷戦構造は、自民党と社会党の2政党
間の争点を憲法改正に集中させ、候補者複数
の当選を可能にする中選挙区制は、野党にも
一程度の議席を与えることを可能として、社
会党が改憲阻止のための存在に留まることを
許容した。他方で中選挙区は、自民党組織内
の派閥政治の活性化にも寄与した。「55年体
制」とは1964年に政治学者・枡味準之助が用
いて人口に膾炙した言葉だが、それはまた彼
が指摘したとおり、両党のイデオロギーは違
えども、議会での妥協と取引を旨とするもの
でもあった2。
　本稿は、「妥協」と「取引」を可能にせし
めていたこの55年体制が崩壊した後に模索さ
れた90年代の２つの改革、すなわち政治改革
と行政改革が、その後の「敵対」と「決断」
の政治を用意し、それが長期政権となった現
在の「安倍一強」に帰結する経緯を描く。結
論を先取りすれば、平成を超えて存続するこ
とになった安倍自民党政権は、ポスト55年体
制時に結実した諸改革から生まれた「鬼子」
であり、この時代の新たな制度的条件に適応し

たからこそ、長期政権となり得たのである3。

１．「ポスト55年体制」のはじまり
　55年体制の崩壊の予兆は早くからあった。
昭和天皇崩御から約半年後に行われた７月の
参院選で自民党は敗退、「マドンナ・ブーム」
に乗った社会党が第１会派となり、ここに戦
後初めてとなる「ねじれ国会」が生まれた。「ね
じれ国会」はその後４回に亘って2013年まで
生じるが、とりわけ2007年参院選後のねじれ
は、民主党が第一次安倍内閣、次いで福田内
閣を退陣に追い込むなど、野党攻勢の基盤を
提供することになる。
　89年以前から、リクルート事件や竹下内閣
による消費税導入、宇野宗佑首相の女性スキ
ャンダルなどもあり、自民党は逆風に立たさ
れていた。さらに翌90年に東京株式市場の暴
落がバブル崩壊の合図となり、その後も今度
は佐川急便事件が起きたことで、自民党のヘ
ゲモニーは決定的に揺らぐことになる。与野
党幹部を巻き込んだ一連の汚職事件は、世論
とマスコミからの強い批判を招き、政治改革
を求める勢いを後押しした。ここで問題とさ
れたのが、どぶ板選挙とそのための派閥から
提供される選挙資金が必要とされる中選挙区
制であり、代わりに求められたのは「妥協」
と「取引」ではなく、政策による選挙を可能
にする制度変革だった。
　もっとも、宇野内閣以降の海部内閣（89年
８月～ 91年10月）、宮澤内閣（同11月～ 93年
７月）は、ともに政治改革を約束しながらも、
党内の「守旧派」の反対から政治改革を断念
せざるを得なかった。後の小泉首相（2001年

吉田　徹
（北海道大学法学研究科政治学講座　教授）

「改革」の平成が生んだもの
−「安倍一強」の源流−
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４月～ 2006年９月）は、郵政民営化に際し
て自党の反対派を「抵抗勢力」と呼称したが、
自民党の改革政党としての自己規定は、この
時の反省に基づく。政治学者・菅原琢が実証
したように、2000年代半ばの民主党が改革を
打ち上げ、第一次安倍、福田、麻生内閣が支
持率が伸び悩み、低下したのも、こうした有
権者の改革志向からの転回があったからだっ
た4。
　93年７月の解散総選挙では、「新党さきが
け」と「新生党（小沢新党）」による分派も
あって、すでに自民党は過半数割れに追い込
まれ、７党１会派からなる細川連立政権が発
足する。ここに自民党の一党支配体制と、そ
れを裏から支えた万年野党・社会党とによる
戦後の「１. ５党体制」は終焉を迎える。
　自らを「政治改革政権」と位置づける細川
政権は、自民党政権下で実現されなかった政
治改革に着手する。自民党と社会党の守旧派
の反対を押し切って衆議院での小選挙区導入
と政党交付金制度を中心とする「政治改革関
連4法案」 が臨時国会に提出され、細川首相
と河野自民党総裁による超党派のトップ会談
による合意でもって可決に至る。

２．小選挙区制による「敵対の政治」
　選挙制度の変更は、政党間競争のあり方を
大きく変えていった。議席定数は小選挙区
300、比例代表は全国11ブロック200に割り振
られた。中選挙区制と異なり１名しか当選し
ない小選挙区制は、当選可能性を高めたい候
補者と、死票を嫌う有権者とによって二大政
党制を招く傾向があることは、これを実証し
た公法学者の名から「デュヴェルジェの法則」
として知られる。実際、新たな選挙制度のも
と戦われた1996年の衆院選以降、政党数と候
補者数は減少傾向にあり、代わって上位二党
の合計得票率は増加していった5。つまり、小
選挙区制を基盤とする選挙制度は、巨大与党
を作り上げることを可能にする制度であり、

「政権交代のある民主主義」を謳う政治改革
が目指したものでもあった。例えば、2014年
の衆院選で自民党は小選挙区の得票率は48％
に留まったが、議席上は75％を獲得している。
　また、複数候補者の擁立と互いの競争から
成り立っていた自民党の派閥政治は衰退して

いくことになり、これは小泉内閣以降、派閥
均衡内閣という慣例を無視することを可能に
した。これは、時の政権の純化路線を促し、
組織の多元性と政策的多様性を減じさせるこ
とになることは、総裁選で安倍首相に伍する
ライバルがいないといった状況を作り出す。
　選挙にあっては後援会に支えられた候補者
同士ではなく、政党候補者間の競争となるた
め、公認権も大きな意味を持つ。党執行部か
ら配分される政党助成金が導入されたことも
あって、政党はトップダウン型の組織へと変
容していくことになる。2005年の「郵政解散」
で「刺客候補」と呼ばれた政党候補が立てら
れ、その後、「小泉チルドレン」、「小沢チル
ドレン」、「安倍チルドレン」と呼ばれる議員
が大量に生まれたのも、こうした制度変更に
よるものだった。
　選挙が政党本位で戦われるようになったこ
とで、体系的な選挙公約は2000年代に「マニ
フェスト」と呼ばれることになるが、ここか
ら選挙や国会で、党の政治的主張や政策の優
位性を一方的に謳い、相手のそれを貶める「敵
対の政治」も定着していくことになった。こ
れは「ポスト55年体制」になって「取引」と

「妥協」（それに付随した「対話」と「買収」）
がもはや通用しない新しい政治文化が定着し
ていくことを意味した。

３．行政改革による「決断の政治」
　先の細川連立内閣はしかし、政党間の協議
不足を理由とする「国民福祉税構想」の反発、
首相自身の佐川急便スキャンダルでもって、
８ヶ月で退陣する。後継の羽田内閣が不信任
案で総辞職（94年６月）した後、与党となっ
たのは自民党と社会党、新党さきがけによる
自社さ政権だった。社会党党首を首班とする
村山内閣は、従軍慰安婦補償や原爆被爆者
救済、さらに侵略行為の反省を表明する「村
山談話（『戦後50周年の終戦記念日にあたっ
て』）」など社会党カラーも打ち出されたが、
消費税引き上げや減税の決定など、経済・財
政政策ではそれまでの改革路線を逸脱するも
のではなかった。
　村山首相の辞任を受けて首班指名を受けた
橋本龍太郎は、そのまま96年10月衆院選で比
較第一党の座を確保する。首相は施政方針演
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説で「21世紀に相応しい新しいシステム」を
謳い、「行政改革」「経済構造改革」「金融シ
ステム改革」「社会保障構造改革」「財政構造
改革」「教育改革」の６つを掲げた。
　中でも、行政改革は野党再編の結果生まれ
た新進党が積極的だったこともあって、政治
主導を可能にする改革へとつながっていっ
た。橋本行革は、一府二二省からなる中央省
庁を一府一二省体制としたことで知られてい
るが、他方で、首相および内閣の権限強化と
いった改革も実行した。
　同改革は、閣議での首相の発議権や経済
財政諮問会議を始めとする関係閣僚・専門家
会議の設置、首相官邸スタッフ増員など、
2001年に実現する内閣府創設を含め、内閣の
補佐機能を拡充するものだった。橋本行革の
進め方もまた、首相自身が審議会の議長とな
り、メンバーに担当大臣、労使代表、学識者
などを迎え、事務方トップにはそれまでのよ
うに官僚ではなく、政治家（水野清）を据え、
事務局も官民双方からの出向者で占められ
た。こうした政治主導による改革や政策実現、
さらに政策領域に応じた組織配置と指揮系統
は、その後、小泉政権下で活用される経済財
政諮問会議の原型となり、現政権下ではこれ
に加えNSC（国家安全保障会議）といった外
交安全保障の領域にまで拡張されている。
　橋本内閣が1998年７月の参院選敗北の責
任を取って退陣した後の小渕政権は自由党と
公明党との連立政権となったが、副大臣制度
や国会の政府委員制度廃止、党首討論の実
施など、小沢・自由党首が主張する政治主導
の形を引き継いでいくことになる。こうした
政治家が前面に立ち、他方で省庁・国会の調
整機能を形骸化している状況は、現下でも観
察される。
　内閣官房のスタッフ数をみても、1989年に
は248人に過ぎなかったのが、行革以降には
590人、さらに2018年時点では1,049人にまで
膨れ上がっている6。2014年に安倍内閣は、
内閣人事局を設置して人事権を強化したが、
これによって日本でも首相、内閣府、担当省
庁からなる政策ネットワークを指す「執政府

（core executive）」が完成する。これはまた
その後の「政高党低」、すなわち首相官邸を
頂点とする政策形成と実効を可能にして、 

「決断の政治」を実現せしめた改革の結果で
もあった7。

４．改革の遺
レガシー

産
　2000年代前半の小泉政治と後半に実現し
た民主党による政権交代は、政治改革と行政
改革という、以上の制度的条件によるものだ
った。
　「敵対の政治」を準備した選挙制度改革は、
その後の小泉首相による郵政解散（2005年）
と民主党による政権交代（2009年）につなが
る。小選挙区制は、政策の一貫性と争点の単
純化を要請し、さらに民意のスウィングによ
って巨大与党を作り出す。2009年の民主党の
獲得議席（308議席）は史上最高の議席率を
記録している。
　二大政党制へのドライブは、野党勢力の結
集をうながし、とりわけ2003年の「民由合併」
と続く政権交代を可能にした。新進党は96年
の（旧）民主党の躍進を許したゆえに政権を
とり逃しており、政党の凝集性こそ政権交代
のための条件であることが学習されたためだ
った。
　「決断の政治」によって実現した政治主導
とそれを可能にする執政府強化は、小泉政権
下の経済財政諮問会議による「聖域なき構造
改革」、郵政・道路公団の民営化や地方の行
財政改革、派遣労働の拡大などにつながる。
多くの反対がありながらも、こうした改革が
なし得たのは、政治主導を可能にする選挙制
度に加え、首相個人の政策イニシアティブを
具体化する資源が行革によって与えられたか
らだ。小泉政権以上の行財政改革を訴えてい
た民主党もまた、2009年選挙で「政治主導」
をマニフェストで謳い、政策決定の一元化

（『国家戦略局』の創設）や官邸主導など、執
政府の強化をマニフェストで訴えるに至る。
　言うまでもなく、政策内容は違えども、現
在の安倍政権は、こうした平成の二大改革の
遺
レガシー

産の上にある。党執行部の優位は、党内の
組織的・政策的多様性を縮減し、イデオロギ
ー的な純化路線を許すとともに、その都度の
争点設定を可能にして、選挙での優位性を確
保する。さらに、官邸主導のもと、集団的自
衛権（平和安保法制）など世論の強い反対が
あってもトップダウンによる政策実行が行わ
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れる。もちろん、こうした特徴には、安倍政
治に代わる党内のオルターナティブの表出を
妨げ、国会審議の形骸化、首相個人周辺で
の不透明な利益供与など、副作用が伴ってい
るのも確かである。

５．おわりに――政治再生の条件とは
　もっとも、その安倍政権も最長で2021年ま
でと、すでにレームダック期が見えつつある。
平成が終わった後のポスト安倍時代の日本政
治はどのように構想されるべきか。
　まず、「敵対の政治」を要請する選挙制度
のもとでは野党勢が分裂していては、自民党
に代わり選択肢とはなり得ない。ポスト55年
体制に突入してから、野党（非自民勢力）は、
社会党や共産党、さらに旧民主党といった福
祉を重視する「社民主義の極」と、みんなの
党、維新の会（党）、希望の党など改革志向
の「新自由主義の極」とに分裂してきた。他
方、過去２回（2014年、2017年）の衆院選の
得票率を見る限り、野党系得票率はほぼ半分

（それぞれ47.6％、42.9％）に迫っている。巨
大与党を作り上げる小選挙区制であるにも係
らず政権交代が起きないのは、最悪の組み合
わせといえる。そのため、野党同士の競争で
はなく、巨大与党にどのように互すことがで
きるのか、そのために「社民主義」と「新自
由主義」それぞれの極を包摂できる理念・政
策的パッケージの構想が求められる。
　もともと議員内閣制は、立法府と行政府の
融合から成り立つため、政権に対するチェッ
クアンドバランスが成り立ちにくい政治制度
である。さらに日本のように司法による違憲
立法審査権が確立していない国では、１強政
治に対する歯止めが利きにくい。時の政権に
代わる選択肢を提示するとともに、法案と政
策を不断にチェックする野党が求められる。
　次に、「決断の政治」を可能にしている執
政府に対して、立法府の機能強化が目指され
るべきだろう。日本の国会は、内閣の提出法
案がほとんどである一方、法案修正の権限や
審議日程に関与できず、これが法案の実質的
審議や修正を難しくしている。国会を与野党
対決の場ではなく、行政府と立法府との緊張
ある対立の場へ変えるためには、政権に国会
運営の責任を負わすような制度へと変更する

とともに、各委員会での逐条審議や会期不継
続原則の見直しなど、国会機能を高めるよう
な改革が必要となる8。すなわち、平成を通
じて強くなった執政府に対応する、強い立法
府の形成が意識されるべきだろう。
　民主主義とは、「敵対」と「決断」からな
る「決定」の仕組みであると同時に、「妥協」
や「取引」からなる「熟議」のための手段で
もある。平成が日本政治を後者から前者へと
向かわせた時代なのであれば、その改革の果
実を活かしつつ、いかにバランスを取り戻す
かが、次の時代の課題となるだろう。歴史家
のE.Hカーは「過去と未来の間には、絶えず、
作用があり、また相互作用がある」と指摘す
る9。過去から未来の架け橋をいかにかける
のかが、ますます問われる局面が訪れている。
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報 告
2018年度主要研究テーマ

　本研究委員会は、日本の経済・社会情勢を分析し、生活

のゆとり・豊かさ、社会的公正の視点に立ち、経済・社会政

策の提言を行うことを目的として、連合総研の発足以来、常

設の委員会として活動を続けている。

　2017年度においては、委員からマクロ経済情勢や雇用・

働き方に関する報告を受け、意見交換を行った。本委員会の

助言を得て連合総研がとりまとめを行う「2018～ 2019年

度経済情勢報告」において、第Ⅰ部では、人手不足感の一

層の高まりや企業収益の拡大にもかかわらず、実質賃金が伸

び悩み、勤労者世帯の可処分所得が増加しないことから、家

計消費が伸び悩んでいる状況を分析し、継続的な賃金上昇

によって可処分所得を増加させることの重要性について分析

した。第Ⅱ部では、「多様で柔軟な働き方」について、近年、

広がりつつある、働く「時間」と「場所」の弾力化や、個人

請負型就業者やクラウドワーカーといった「雇用関係によら

ない働き方」、兼業・副業を取り上げ、労働者にとって、その

メリットだけでなく、デメリットやリスクについても分析する

とともに、今後、労働者の働き方が多様化していく中で、あ

るべき人材育成・能力開発についての検討を行った。

　2018年度においても、次回の経済情勢報告の作成に向け、

継続的な賃上げによる適正な分配によって暮らしを底上げて

いくための課題を丁寧に分析するとともに、全員参加型の経

済成長によって社会的公平を実現するための検討を行う。ま

＜1＞
経済社会研究委員会【常設】

た、昨年度に続き、本委員会の下に賃金データ分析ワーキン

グ・グループを設置し、賃上げに関するミクロ・マクロの実

態を明らかにするべく、春闘賃上げのデータ等を精査し報告

書をまとめる。

（研究期間：2018年10月～2019年9月）

　

　本調査研究では、景気、家計消費、雇用などの状況や生活・

労働問題に対する勤労者の認識について、首都圏・関西圏で

働く2,000人のwebモニターを対象に調査を行う「勤労者短

観」（勤労者の仕事と暮らしのアンケート調査）を年２回（10

月、４月）実施して分析を行い、勤労者の生活の改善に向け

た政策課題を検討するための基礎資料とすべく、報告書とし

て取りまとめ、公表してきてきた。第35回調査（2018年４月

調査）では、首都圏・関西圏の2,000サンプルを維持した上で、

調査の対象地域を全国に拡大するとともに、調査人数の拡大

を行った（計4,384サンプル）。2017年度には、トピックス調

査として、「勤務時間外の拘束・持ち帰り残業の実態」「職場

でのストレスとメンタルヘルスケア」「ＡＩが働くことに及ぼ

す影響に関する意識」「暮らしに関する将来不安」「職業能力

開発・教育訓練」などについて調査を行った。

　2018年度は、調査対象地域・調査人数の拡大の結果等に

＜2＞
勤労者短観調査研究委員会【常設】

（所内プロジェクト）

1. 常設・継続して
実施する調査研究

　連合総研の2018年度事業計画にもとづき、次のとおりのテーマで調査研究を進める。実施に当たっては、連合をはじめ関係

労働組合等との連携や共同作業をいっそう強化するとともに、成果物の公表と調査データ等の提供など、より情報発信の向上

に勤める。
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ついての検証を行うとともに、「経済情勢報告」など、他の

調査研究への一層の活用を進めていく。

（研究期間：2018年10月～2019年９月）

　この十数年間に、CSR（企業の社会的責任）やESG投資（環

境・社会・ガバナンスを考慮した投資）への関心がますます

高まっている。東京証券取引所がすべての上場会社に対して

運用を開始したコーポレートガバナンス・コードでは、会社

の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的に、基本

原則のひとつとして「株主以外のステークホルダーとの適切

な協働」を掲げている。このように、従業員は重要なステー

クホルダーであり、中長期的な企業価値の向上を実現するに

は労働組合と会社の対話が不可欠となる。形式的ではなく実

効性のあるコーポレートガバナンスを実現するために、従業

員および労働組合との協働に焦点をしぼり深く追究する必要

がある。さらにいえば、最近でも企業不祥事や法令違反が頻

繁に発生し、結果的に雇用・労働問題にも影響している。そ

のため、労働組合の関与の強化により、本来のコーポレート

ガバナンスを機能させることがますます重要な課題となって

いる。

　本研究委員会では、コーポレートガバナンス、とりわけ経

営権とされている事項への労働組合の関与の実態を調査し、

今後の課題と取り組みについて検討することを目的とする。

実際に企業不祥事・法令違反が発生したケースを中心に、

企業再生に向けて労働組合がコーポレートガバナンスのあり

方にどのように関与したのか、その関与の仕方、プロセスを

ヒアリング調査から明らかにする。組合員が不祥事・法令違

反をどう捉えたかなど、組合員の声をきちんと捉えているか

という点も含め、労働組合の本来の役割を検証することを課

題とし、収集した事例および労働組合への示唆・提言を報告

書としてまとめる。

（研究期間：2017年10月～2019年9月）

＜3＞
コーポレートガバナンスと労働
組合の役割に関する調査研究
（主査：呉　学殊　労働政策研究・研修機構副統括研究員）

　政府の働き方改革実行計画では、長時間労働に対する上

限規制、「同一労働同一賃金」の2つが大きな柱であるが、「単

線型のキャリアパスを変える」という「キャリア構築」も１つ

のテーマになっている。具体的には、「女性のリカレント教育

など個人の学び直しへの支援などの充実」等で「一人ひとり

がライフステージに合った仕事を選択しやすくする」とされ

ている。

　しかし、企業内での能力開発、キャリア形成のあり方、特

にキャリアパスの一環として行われている転勤、配転の問題

などは、ワークライフバランスや女性活躍の大きな障害となっ

ているにも関わらず、これらについては何ら触れられていない。

　このことから、本研究会では2017年度は、能力開発の機会、

転勤などを含めキャリア形成に関わる労働者の意思反映や職

場組織（労働組合等）の関与について、聞き取り調査を中心

に、現在の職場の実態把握に努めてきた。

　2018年度は、聞き取り調査の結果もふまえたアンケート調

査を通じて、能力開発の機会、配置転換、転勤等を含めたキャ

リア形成への労働者の意思反映（自己決定）、及び集団的労

使関係の関与のあり方について調査研究を行う。

（研究期間：2017年10月～2019年9月）

　連合総研は、2001年5月に報告書『労働組合の未来をさ

ぐる－変革と停滞との90年をこえて－』（労働組合の未来研

究員会：主査　中村圭介教授）を発行している。同報告書

では、①労働組合の経営参加、労使協議制の現状と課題、

②産別組織・ナショナルセンターの組織と機能などについて

の現状と課題等について取りまとめている。また、2016年4

＜4＞
キャリア形成への労働者及び職場組
織の関与のあり方に関する調査研究

( 主査：佐藤　厚　法政大学教授）

＜5＞
産業別労働組合の機能・役割の
現状と課題に関する調査研究

( 主査 ： 中村　圭介　法政大学教授）
（連合との共同調査）
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　平成30年４月１日より障がい者雇用義務の対象として精神

障がい者が加わり、あわせて民間企業の法定雇用率が2.2％

へと引き上げられた。そして法定雇用率は3年以内には2.3%

へのさらなる引き上げが予定されている。厚生労働省の統計

によれば平成29年時点での障がい者雇用率は1.97%となり

過去最高を記録するなど、障がい者の就労意欲の高まりや企

業による障がい者雇用に対する理解の浸透などを背景にその

状況は過去と比べると改善しつつある。　　

　このように「障がい者が社会の一員として共に働き暮らす」

ことを当たり前にすることが求められ環境が整いつつある一

方で、法定雇用率を達成している企業は約半数に及んでいな

いことや、障がい者の職場定着に困難を抱えるなどの課題も

多い。少子高齢化と人材不足解消に向けた政府の議論にお

いても女性や高齢者のさらなる雇用促進についての議論は活

発に行われているが、障がい者の雇用促進に関する議論は進

んでいない。障がい者が無理なく働くことのできる労働環境

は、子育てや家族の介護、など何らかの制限がある健常者に

とっても働きやすい環境となると考えられ、誰もが働くことが

できて成果を出すことができる労働環境は長時間労働からの

脱却とワークライフバランスの確保も期待できる。

　本研究では、新技術の進展と障がい者雇用の促進の状況

把握や、職場での合理的配慮の提供事例の聞き取り調査等

を通じ、企業における障がい者雇用の実態から障がい者の更

なる雇用促進と職場定着に向けての課題を明らかにするため

＜6＞
障がい者の更なる雇用促進と職場
定着に向けた課題と方策に関する
調査研究

月には、職場の基礎的単位組織（一企業単位組合、事業場

単位組合、支部、エリア分会等）の実態と課題等を分析した

「労働組合の基礎的な活動実態に関する調査研究」（主査：

仁田道夫教授）報告書を発行している。

　今回、産業別労働組合の機能・役割に焦点をあて、2001

年の報告書『労働組合の未来をさぐる』で指摘された課題等

が、現在、どのように活かされているか等を検証する。

　さらに、現在、労働組合を取り巻く環境は、非正規労働者

と低賃金・不安定雇用の増大、個人請負型やクラウドワーク

等の就労者の増加、組合組織率の低下、少子・人口減少（労

働力減少）の進行、デジタル化の進展や産業構造など大きく

変化している。このような環境変化を踏まえ、改めて、連合

との共同研究として、産業別労働組合に対するヒアリングや

アンケート調査を通じて活動の実態を把握し、これからの産

別組織の機能・役割についての課題整理を行う。

（研究期間：2017年10月～2019年9月）

2. 新たに実施する
調査研究

調査研究を行う。

（研究期間：2018年10月～2020年9月）

　

　近年、わが国において外国人労働者が急増している。外国

人雇用の届出数（厚生労働省）によると、外国人労働者数は

2017年10月末現在で1,278,670人となっており（前年同期

比18.0％の増加）、届出が義務化されて以来の過去最高を更

新した。

　わが国の外国人労働者政策の基本的な考え方は、専門的・

技術的分野の外国人は「受け入れを積極的に推進」、それ以

外の分野の労働者は「原則的に受け入れない」というもので

あるが、政府は人手不足との産業界の要請を受け、新たな在

留資格を設け、いわゆる単純労働にも外国人労働者の受け入

れへと舵を切っている。人手不足職種への対応として外国人

の安易な活用は、賃金水準が低いままでの低賃金労働の固

定化等が危惧される。また、生活者としての外国人労働者に

ついて、社会保障や言語、公共サービスや多文化理解など

の環境整備を行うことが重要であるが、現状の外国人労働者

を受け入れ拡大のペースに環境整備が追いついていないこと

が指摘されている。

　本研究では、労働者である外国人労働者の権利保護や、

生活者としての日本語教育や社会保障など社会インフラを利

用する権利の保障、社会的統合のコスト負担のあり方等を中

心に調査研究を行う。

＜7＞
外国人労働者の受け入れと社会的
包摂のあり方に関する調査研究
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　近年、日本では、女性活躍の推進のため、法改正や各種

施策が実施されつつあり、また、さまざまな分野で女性活躍

の推進が目標として掲げられるようになっている。しかしなが

ら、世界経済フォーラムによるジェンダー・ギャップ指数

（2017年）によれば、日本の順位は144か国中114位と、特に

政治分野と経済分野における男女間格差が大きく、極めて低

い順位にある。この背景には、女性活躍の推進の重要性が、

諸外国では広く認識され、積極的かつ意欲的な取り組みが進

められてきたのに対して、日本での取り組みが諸外国に大き

く遅れていることがある。

　最近数年間の動きとして、日本では、すべての年齢層にお

ける女性の就業率が上昇し、就業者に占める女性の割合は

欧米諸国並みの水準となっている。しかし、女性の雇用者の

半数以上が非正規雇用者であり、また、管理職に占める女性

の割合は、欧米諸国のみならず、シンガポールやフィリピン

といったアジア諸国と比べてもかなり低い。男女間の賃金格

差も依然として大きいままである。

　本研究では、女性の職場における地位・役割・業務内容

等についての最近の変化とともに、今後、「第四次産業革命」

によって進むと想定される仕事の質の変化等を踏まえた上で、

諸外国における先進的な取り組みも参考にしつつ、日本にお

いて、女性が能力を十分に発揮でき、かつ、女性が発揮した

能力を正当に評価されるためには、どのような取り組みを進

めるべきか、また、こうした取り組みを進める上で、労働組

合がより多くの働く女性のニーズに応え、女性活躍や男女間

格差是正の推進役としての役割を果たしていくためのあり方

や活動内容について検討する。

（研究期間：2018年10月～2020年9月）

　いわゆる「人生100年時代」ともいわれる超長寿社会にお

いて、人々が安心活力をもった生き方・暮ら方をしていくた

めには、経済・社会システムはどうあるべきなのか。超長寿

社会における新しいロールモデルが求められている。

　今後、継続雇用や定年延長を導入する企業の増加に伴い

＜9＞
女性活躍の推進・男女間格差の是正に
向けた労働組合の役割に関する調査研究

（連合との共同調査）

＜10＞
「人生100年時代」長寿社会における新
たな生き方・暮らし方に関する調査研究

（研究期間：2018年10月～2020年9月）

　

　現行の労働時間規制は、賃金決定要素としての時間を意

味する「賃金時間」と肉体的精神的負荷のかかる時間を意味

する「負荷時間」を「労働時間」と捉えてきた。これらの意

味を持つ労働時間の裏側には、労働時間から解放された時間

が存在する。そして、労働から解放された自由時間には、労

働者が家庭生活や社会生活に関わる生活時間を含むものだ

が、労働基準法上の規制はこうした時間の存在をこれまで意

識してこなかった経緯がある。

　しかし、在宅ワーカーに代表されるような、必ずしも企業

組織に包摂されない新しい働き方が増えていく今日、企業組

織に包摂される者を対象とし、負荷時間や賃金時間に着目し

た労働時間規制では対応しきれないという問題が生じている。

そのため、工場法に由来する工場労働モデルを基盤とした労

働時間規制に変わる新たなアプローチを示すことが今後の大

きな課題となる。

　こうした新しい働き方の登場に伴う問題解決策の一つとし

て「生活時間アプローチ」という考え方ある。このアプロー

チによれば、新しい労働時間法は、労働時間以外の時間を単

に自由時間とするのではなく、家庭生活や社会生活を含む生

活時間と捉え、その確保（1日の最長時間規制、時間主権、

時間外労働の時間清算原則）を基軸とする。

　また、ここでは負荷時間、賃金時間、生活時間といった労

働時間がもつ、多面的性格を視野に入れた総合的な法的規

制を行うことが提言されている。すなわち、労働基準法にお

ける罰則による公法的規制だけではなく、労働時間規制が適

用除外とされている管理監督者を含めた労働時間管理義務

や生活時間確保義務、労働者が家庭生活や地域生活に関与

する場合の生活時間配慮義務を使用者に課すなど私法的規

制を含めた単独立法を志向している。

　管理監督者についても私法上の労働時間管理義務を使用

者に課す「総合的労働時間法」は、現行の労働時間規制の

免脱を意図する高度プロフェッショナル制度への対抗軸にな

ることも期待される。以上のことをふまえ、本研究においては、

総合的労働時間法案の立法提言および社会的モニタリング

に関する地方連合会及び地域協議会が果たす役割等につい

て調査研究を行う。

（研究期間：2018年10月～2020年9月）

＜8＞
今後の労働時間法制のあり方を
考える調査研究

2018年度主要研究テーマ
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60歳以上の就業率の上昇が予想される。起業家に占める60

歳以上の割合も増加している。他方、家族形態に目を向けれ

ば、共稼ぎ世帯の増加、少子化、未婚率や離婚率の上昇によっ

て、単身世帯の増加など家族形態も大きく変化しつつある。

　日本において、現在の60歳以上世代の生活は、10年前、

20年前と比べ大きく変化し、将来のシニア世代は、就業期

間の長期化のみならず、家族形態の多様化も加わり、親世代

と比べて暮らし方が大きく変化することが予想される。

　こうした構造変化は、これまでの世代が経験したことのな

いものであり、将来に対する多くの人の不安要素にもなって

いる。シニア世代の暮らし方、とりわけ、60歳代～70歳代

の期間を中心としたシニア世代の今後の暮らし方を展望する

とともに、60歳以降の継続雇用、65歳以降の就業のあり方、

公的年金・介護・医療など社会保障制度との関係、60歳以

降も見通した「社会における人的投資のあり方」、「個々人の

意欲に基づく自己啓発投資のあり方」等を通じて、働き続け

ることや学び続けることが強制される社会ではなく、「生涯に

わたって働き続けたいと思え、学び続けたいと思える社会」

の構築、65歳以降の働く場の構想などを検討し、こうした構

造変化の中で、よりよく暮らせるための制度・環境整備につ

いて調査研究を行う。

（研究期間：2018年10月～2020年9月）

　今後、わが国においては労働力人口の減少は避けられない

事実であり、また、働き方改革の促進において、総労働時間

の規制も強化されていくことが想定される。労働力人口の減

少と一人当たり労働時間の減少により、労働投入量が乗数的

に減少していくことが想定される。一方、労働時間が減少し

て成果が上がっても、労働者にとっては、長時間労働の是正

によって残業代が減少し、給与総額の減少を招くとの懸念を

持つことも少なくない。

　労働時間の縮減によって給与総額が減少しないようにする

ためには、所定内給与の引き上げの実現等が不可欠であるが、

同時に、持続的な所定内給与の引き上げには生産性の向上

が重要となる。

　日本の労働市場や職場の年齢構成は、少子高齢化が進む

中で、人口動態を反映し構造的に大きく変化している。こう

した年齢構成の構造的変化をふまえ、本研究では、労働力人

口の減少や一人当たり労働時間の減少に伴う労働投入量の

減少を補い生産性の向上を図るため、生産年齢（15歳～65

＜11＞
労働力人口減少下における持続可
能な経済社会と働き方（公正分配
と多様性）に関する調査研究

歳）を主たる対象として、効率的な資本の投入と共に、減少

する労働力人口への人的投資の質の向上、女性、高齢者、

外国人などの多様な人材の活用による労働投入量の拡大と

労働生産性向上への寄与、その成果配分としての公正な分

配に向けた方策について調査研究を行う。

（研究期間：2018年10月～2020年9月）

　これまでの日本の発展は「ものづくり」に支えられてきた

ともいえる。その中で、中小企業の果たしてきた役割は大きく、

今後も大切に守り育てていく必要がある。

　しかし昨今見られる「黒字廃業」は、経営上の問題とは違

う要因で事業をたたまざるを得ない企業が散見されており、

これは日本の産業やその企業が立地する地域社会にとって大

きな損失であり、そこで働く労働者にとっては雇用や生活に

かかわる重大な問題である。

　この「黒字廃業」の背景には、①ものづくり産業とそこで

の労働についての「3K」的なイメージによる人手不足、②中

小企業と大企業の賃金や福利厚生の格差などによる「中小

企業敬遠」を背景とする人材確保難、③グローバル化への

対応力と将来展望の困難さ、④人材育成と技術開発上の問

題などが考えられる。しかし、これらに対する対応策を検討

するためには、その実態を把握する必要がある。

　本研究では、日本のものづくりを支える中小企業と、そこ

で働く労働者の存続と発展の観点からどのような課題がある

のか。「黒字廃業」はどのような理由で起きたのか、またその

背景は何か。経営側や労組は、企業の持続と発展に向けた

課題をどのように考えているのか。一方、成功している企業は、

何に取り組みそこではどのような労働があり人材育成がある

のか。等について、ヒアリングやアンケート調査を通じ実態

と対応策などの提言に向け調査研究を行う。

（研究期間：2018年10月～2020年9月）

　　2014年以降、５年間連続で「賃上げ」が復活してきた。

＜12＞
持続可能な発展に向けた事業承継を
はじめとする中小企業の発展と労働者
の労働条件向上に関する調査研究

＜13＞
－成果主義・賃金決定の個別化－　
賃金制度改革と集団的労使関係に関
する調査研究
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　本調査は、1975年以来、アジア社会問題研究所が実施し

てきた「労働組合費調査」を継承して、第14回調査（2003年）

から連合による連合総研への委託調査としてほぼ隔年で行っ

てきた。

　第１７回調査（2012年）からは、連合と連合総研による共

同調査として３年毎に実施しており、前回（第18回）は2015

年に実施された。

　本調査は、日本の労働組合費の現状とその支出状況など

について定期的に観察したデータとしては唯一のものであり、

日本の労働組合運動の今後の発展のためにも、この調査を

継続していくことが重要であることから、前回に引き続き連

合との共同研究として、各単組と産別構成組織を対象に労動

組合費調査を実施する。

（研究期間：2018年10月～2019年9月）

＜14＞

労働組合費に関する調査
（連合との共同研究）

　しかし、一方で、1990年代以降、成果主義や賃金表によ

らない賃金決定の個別化など、個別企業における賃金制度

の改定により、賃金表の書き換えによる「一律的」な賃金の

引き上げ、いわゆる「ベース・アップ」とならない状況も見

られる。

　具体的には、個人の「職責」、「役割」そして「成果」に基

づく「査定」の結果要素を重視するもので、賃金表によらず

に賃金が決定される労働者が組合員層にも増えてきている現

実がある。このような成果主義や「賃金決定の個人化」は、

労働者が集団として賃金決定に関与できない実態が広がって

いることへの懸念がある。

　本研究では、いわゆる「成果主義」や賃金決定の個別化

による新たな賃金制度の拡がりを検証し、これらが日本の賃

金構造にどのような影響を与えてきたのかを検討する。その

上で労働組合は集団的労使関係の中でこれらの改定にどのよ

うに対応してきているのか、さらには賃金制度に不可欠な制

度運用（「評価制度・基準」の明確化、「源資確認」および「苦

情処理」制度の確立など）や「成果主義」に対してどのよう

に向かい合っていくべきか等、今後の対応に向けた課題につ

いて調査研究を行う。

（研究期間：2018年10月～2020年9月）

2018年度主要研究テーマ

　連合総研の活動目標に合致し、かつ勤労者の生活改善・労

働条件の向上等に資する課題について、労働組合および関係

団体等からの委託研究、及び共同研究、また行政機関等の各

種研究助成の活用等に積極的に取り組む。

　中長期的な視点から国際社会における日本の立ち位置を多

面的に問い直し思考する場として、また連合総研の「知」を

発信する機会・場所として、継続的に議論できる場を設け、

外交、貿易、環境、ポピュリズムと民主主義、少子高齢社会

などのテーマについて、有識者とのディスカッションを行う。

4. 調査研究の受託、
共同研究等の取り組み

3. その他の調査研究活動
（連合総研「日本の未来塾」（仮称）の創設）
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この原稿を執筆しているのは1月中旬。年明けは、各所で

の新春の集いに出席させていただき、多くの皆さまの年頭

のご挨拶を拝聴させていただきました。

今秋に予定される消費税の10%への引上げなどもありま

すが、やはり4月１日に公表される新しい元号への関心が高

そうです。当然ですが、昭和から平成への移行は唐突でした。

個人的には、楽しみにしていた花園ラグビー場で開催予定

の高校ラグビー決勝戦が中止となり、両校優勝となったこ

とを覚えています。

Ｍ（明治）、Ｔ（大正）、Ｓ（昭和）、Ｈ（平成）ときて、

次はどのような元号になるのでしょう。楽しみです。

さて、1月17日（木）に連合総研として大変にお世話になっ

ている早稲田大学法学学術院の浅倉むつ子先生の最終講義

が行われました。浅倉むつ子先生は、厚生労働省や内閣府

をはじめとする審議会などの委員を務める傍ら、日本労働

法学会の代表理事をはじめ、多くの役職を歴任されてきて

います。2017年には、「雇用差別禁止法制の展望」（有斐閣）

と題して出版した書籍が、昭和女子大学助成文化研究賞を

受賞しました。まだまだ多くの業績を積み上げられていま

すが、紙面の関係上、ほんの一部の紹介しかできないこと

をお詫びするとともに、ご理解をお願いします。連合総研

においても、浅倉先生には大変お世話になっており、特に

連合総研30周年記念事業の一環として企画した座談会にも

ご協力をいただきました。座談会では、神野直彦先生とと

もに、連合総研のこれからの新たな10年に向けた課題と役

割について、多くのご提言をいただきました。あらためて

感謝いたします。　

労働法の「女性中心アプローチ　－ジェンダー法との架

橋を求めて－」と題して行われた最終講義は、学生時代に

研究者を目指した頃の話、研究者となられた頃の悩みをは

じめとして、浅倉先生が歩んでこられた様々な経歴をお話

しいただきました。そこでは色々な経験と出会いを経て、

女性労働問題の牽引者となっていく過程が鮮やかに感じら

れ、正直、もっともっと聴いていたい講義でした。

最終講義の最後にお話された「最近の二つの仕事につい

て」では、浅倉むつ子先生に主査を務めていただいた、連

合総研の研究委員会「戦後労働運動の女性たち－闘いの歴

史と未来への提言－」の成果物として発刊した書籍「労働

運動を切り拓く－女性たちによる闘いの軌跡－」（旬報社）

について、最近の仕事の一つ目としてご紹介いただきまし

た。連合総研として、少しはお役に立てたのかと、あらた

めて感謝を申し上げると同時に、幸せな思いをさせていた

だきました。

二つ目は、「かえせ☆生活時間プロジェクト」についてで

す。そこでは、長時間労働で奪われているのは、大切な私

たちの「生活時間」であり、とりわけ、他者のケアを引き

受けている「生活者」目線で労働時間をとらえることの重

要性を訴え、そのためには、1日の労働時間の上限規制が必

要なこと、奪われた時間は金銭ではなく時間で返すこと、

の重要性を提言されました。その上で、労働時間の問題は

労働組合だけの問題ではなく、女性問題であり、地域問題

でもあり、国民的課題であると指摘されました。講義の最

後は、悩みを抱える学生に向けて、「努力を続けることの重

要性」、「努力をしていれば誰かが見ている」との言葉を贈り、

最終講義を終えられました。あらためて、浅倉むつ子先生

が労働者・生活者のために果たしてきたご功績とご協力に

感謝申し上げます。

浅倉むつ子先生が最後にふれられた「生活時間」について、

連合総研でも2018年新規研究テーマの一つとして取り上

げています。それは、「今後の労働時間法制のあり方を考え

る調査研究」です。本研究では、労働時間の裏側にある生

活時間に焦点をあてて、時間主権に正面から取り組み、総

合的労働時間法制の立法提言を目指して研究を進めていく

ことを考えています。（詳しくは、新規研究テーマ紹介をご

覧ください）

コペルニクス的発想の転換が求められる難しいテーマで

すが、浅倉むつ子先生の言葉に勇気をいただいて、精力的

に取組んでいきますのでよろしくお願いいたします。

冬晴れの九段南から

最終講義

九 段 南 だ よ り

九 段 南 だ よ り

連合総研　副所長　杉山 豊治
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的年金制度改正を取り上げている。第
３部「新しい社会福祉の方向性」では、
1980年から2000年までの社会福
祉、介護保険の構想を取り上げている。
　タイトルを目にした時、戦後社会保
障制度に関する自分の理解度で果たし
てどれだけ証言を適切に読み解くこと
ができるか不安もあった。しかし、本
書は「証言集」とそれを解説する「解題」
で構成されており、当時の時代背景や
制度概要、先行研究や通説との対比な
どを交えた解説（解題）が、「証言集」
の歴史研究上の意義を明らかにすると
ともに、読解を支えてくれる。また、
各「解題」の末尾には改革の理由、経緯、
内容等についてより詳細に知るための
参考文献も多く紹介されている。
　厚生省は、社会保障制度の所管省と
して、制度の立案と運営の中心的役割
を担ってきた。そこには、制度に関す
る様々な情報が集中し、ステークホル
ダー（利害関係者）の間で複雑な調整
が行われてきた。「証言集」には、厚生
省内・課内の役割分担、議論の様子、
素案の内容などの立案プロセス、政策
へのこだわりや関係者への心配りの様
子、社会保障の構想や制度案の取捨選
択など、社会保障制度の形成過程の舞
台裏が生き生きと描かれている。なお、
厚生省の内部にあっても、部局（保険
局と年金局等）、職位（局長、課長、補
佐等）、専門性（法令事務官、医系技官、
福祉専門官等）の違いにより、制度評
価に違いが生じることがある。その点
を踏まえ、「証言集」では、いわゆるキ
ャリア官僚だけでなく、制度細部の知
識や現場の経験によって制度運営を支
えるいわゆるノンキャリア官僚の証言
も収録しており、社会保障制度につい

て多角的な検証を可能としている。
　一様に貧しい時代だからできたとい
える国民皆保険、1960年代の児童福
祉の展開における当事者の思いと努力、
男女雇用機会均等法と同年に実施され
たが当初は男女雇用均等が達成される
までの経過措置と捉えられていた国民
年金第三号被保険者制度、税方式か社
会保険方式かの選択をめぐる議論に由
来する「基礎年金」の名称など、印象
に残るエピソードを挙げるときりがな
い。しかし、何より強く印象に残った
のは、本書が全体を通して、「公式的」
な理由や論理の背後に隠れて、これま
であまり語られることのなかった社会
保障の発展の道程における歴史的事実
や、その裏側にある考え方を伝えてい
る点である。
　制度改革には、改革を直接担当した
厚生省の担当部局のほか、省内の関係
他部局、大蔵省や自治省などの他省庁、
労働団体、経済団体、医療関係団体、
地方関係団体などの利害関係団体、あ
るいはそうした団体ともつながる政治
家など、多くの「関係者」が関わって
いる。「証言集」では随所において、こ
れら「関係者」の立場、利害、動機、
思い、信念などが、当該改革の内容や
実現可能性に多大の影響を及ぼしてき
たことが語られている。
　現在の社会保障制度が、いかなる背
景の下で創設され、変容し今日に至っ
たのか。社会保障制度の構造を歴史的
文脈の中で捉えることは、現在の政策
課題を別の角度から再認識することに
もつながる。本書は、戦後社会保障の
生きた歴史を伝えるとともに、現在の
社会保障の改革論議に歴史的視座を与
える一冊である。

後の国家的プロジェクトである
「国民皆保険・皆年金体制」は、

どのように形成され、どのように運営
されてきたのか。本書は、1961年の「国
民皆保険・皆年金体制」の成立前後か
ら、1990年代の介護保険法成立に至
る期間を主たる対象として、社会保障
制度の成立と展開に関する重要なトピ
ックについて、厚生省の官僚22人にイ
ンタビューを行い、その証言を収録し、
解説を加えたものである。
　本書は３部構成からなっており、こ
の一冊で社会保障の全体像（医療、年金、
福祉）における戦後の社会保障の歩み
を幅広く捉えることができる。第１部

「戦後社会保障の基盤形成─皆保険・皆
年金，社会福祉の展開」では、1945
年から72年までを区切り、国民皆保険
体制の成立、国民皆年金の達成、生活
保護制度をめぐる展開、社会福祉の展
開と児童手当の導入を取り上げている。
第２部「『福祉元年』と1980年代の社
会保障の見直し」では、1973年年金
改正、健康保険改正、老人医療費「無
料化」、医療保険制度改革、1985年公
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菅沼　隆・土田武史
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『戦後社会保障の証言 
　　　―― 厚生官僚 120 時間オーラルヒストリー』

戦後社会保障の生きた歴史と舞台裏

戦

最近の書棚から
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今月のデータ

　この調査は、ニュースやマスコミに対する信頼性が社会的な問題

になるなか、現在の生活者の情報収集とメディア利用行動の関係、意

識を明らかにすることを目的に実施された。

　平成期に入り、インターネットやソーシャルネットワーキングサ

ービス（以下、ＳＮＳ）の普及が爆発的に進んだ。さらに、人・モノ・

組織・地域などあらゆるものをこのインターネットに「つなげる」こ

とで、新たな価値創造を実現するＩＣＴ（情報通信技術）を利活用

して、需要喚起、生産性向上、さらには社会・労働参加を促進し、人

口減少時代における持続的成長が図られることが期待されている。し

かし、一方で、真偽不明な情報による「フェイクニュース」の拡散や、

インターネットの検索履歴などから自分の好みにあった情報のみを

取得する「フィルターバブル」といった問題も発生している。この

ような状況を踏まえ、本調査実施にあたっての問題意識は、インタ

ーネットやＳＮＳの普及によって、情報の選択接触が社会の分断を

生じさせているのではないかというものであった。

　まず、日常的なメディアの利用状況をみる。「ＳＮＳ」を「毎日の

ように」利用しているのは、男女とも若年層に多くみられる。特に20

代女性は９割を超える比率になっている。

　一方、「テレビ」についてみると、男女とも年齢層が上がるにつれて、

比率も高まっており、60歳代では７割を超えている。

　このように、若年層における「ＳＮＳ」の利用状況を踏まえると、「テ

レビ」が決して「突出した存在」ではなくなってきているというこ

とがいえる（図１）。

「情報とメディア利用に関する調査」
 【 ＮＨＫ放送文化研究所　世論調査部】

図１　メディアの利用頻度－毎日のように利用するメディア－

資料出所：NHK放送文化研究所「『情報とメディア利用』世論調査」より作成
注１「テレビ」は、「リアルタイムで見る」「録画」「インターネットを通じてみる」のいずれかに接触した人の合計
注２「ＳＮＳ」には「LINE」「Twitter」「その他ＳＮＳ（Facebook、Instagramなど）」のいずれかに接触した人の合計
注３「新聞」「本･雑誌」には「電子版」を含む
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　次に、情報に関する意識についてみている。「ＳＮＳ」の拡大により、

情報の「量の増大」と「取得方法が多様化」している状況で、「接触

する情報は多すぎ、そのため自分が関心ある情報だけを選び出した

いという意識が高くなっているのではないか」という仮説を立て、そ

の検証を行っている。

　調査結果をみると、まずすべての年齢層で「今の社会は情報が多

すぎると思う」と「情報過多」を感じている。そして、若年層では「自

　以降、紙面の都合で調査結果の詳細は記載できないが、本調査で

示された興味深い点を記載する。

　上記、「表１」において、若年層では自分が関心のある情報だけで

十分という意識が高いことがみえた。そこで具体的に関心のある情

報ジャンルについて尋ねると「個人的趣味に関する情報」が高く、「16

～19歳」では６割、20代でも５割強となっている。逆に「政治・経済・

社会の情報」については、「全体」はおよそ６割であるのに対して、

若年層をみると、20代では男女とも３割台、「16～ 19歳」では２割

にとどまっている。ちなみに、年齢層が高まるにつれて「政治・経済・

社会」に対する関心が高まり、男性では50代以降女性も60代では７

分が関心のある情報だけで十分」という意識が高いということがい

える。

　一方で、情報に対する信用については、「正しい情報をより分ける

自信がある」という意識を持ち若年層がインターネットやＳＮＳの

情報をそのまま信じているわけではない。さらに加えて「さまざま

なメディアの情報を見比べるほうだ」とするテレビも含め、目的に

合った複数のメディアを利用する冷静な姿もうかがえる（表１）。

割を超えている。

　最後に、この調査の問題認識であった「情報の選択接触が社会の

分断を生じさせている」のではないかという点については、「情報源

となるメディアの年齢間の違いという意味での『分断』と情報過多

に対する対応として、情報範囲を限定してしまうという意味での『分

断』はみられる。『社会情報基盤』にかかわる２つの『分断』を垣間

見ることができる」にとどめている。なお、今後とも、同研究所で

は「ＳＮＳを使いこなし、特徴的な情報観や情報行動がみられた若

年層については今後とも分析を続けたい」としており、今後の調査・

研究にも注目をしていきたい。

表１　情報に関する意識（「あてはまる」＋「まあまああてはまる」）　 単位：％

資料出所：NHK放送文化研究所「『情報とメディア利用』世論調査」より作成
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I NFORMATION

D I O
２０１９　

　連合総研に着任したのが昨年の８
月、今号最初の編集会議を行ったのは
９月である。これまで、この「ＤＩＯ」
については、事務所に届き、（「今月の
データ」での「若年層」の行動ではあ
りませんが）「関心がある」特集テー
マの場合だけは読んでいたというのが
正直なところである。それが、今回の
特集担当となり、何とかここまで辿り
着けた。ご協力をいただいた皆さんに
あらためて感謝を申し上げたい。
　さて、この半年間を振り返ると、前
職とはまったく異なり、出張などがほ
とんどない職場であり、事務所で「読

むこと」「調べること」が多く、そう
なると時間の使い方や関心の方向がど
んどん変わっていくのを日々感じてい
る。
　それから、最後に、ある方が以前言
われていた「近くは遠くに」というこ
と、つまり「別のところに行ったら、（慣
れるまで）前のところには、意識的に
疎遠にした方がよい」ということを少
し実践しすぎて、一部の方が心配をさ
れているという「噂」も流れているよ
うで。なかなか器用にはなれないもの
である。　　　　　　　　（雲隠六帖）
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【12月の主な行事】

 12 月　5 日 所内・研究部門会議

 10 日 所内勉強会 

 17 日 企画会議　 

 20 日 所内・研究部門会議

　 　28 日 仕事納め

例年DIO２月号でご報告しております経済情勢報告・経済見通し改定版（今年度は
「2019年度日本経済の姿（改定）」）につきましては、２月に連合総研ホームページ
上で公表するとともに、DIO3月号に掲載させていただきます。
ご了承ください。
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