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日本的雇用システムの変化と課題 

 

東京大学名誉教授 菅野和夫氏 

 

 

スライド 1-2： はじめに 

 私は、一介の労働学者であって、労働経済学者でも、労使関係学者でも、産業

社会学者でもないのですが、それでも日本的雇用システムというものを、今まで

『雇用社会の法』（1998、新版 2002）、「雇用システムと労働法制」（2013年講書

始）、「変化する労働法と雇用システム」中労時 1213 号 10 頁（2017）などで、

少々論じてきました。それはなぜかというと、日本の労働法制を講義したり執筆

したりしていた中で、民法の理論とか行政法の理論とかの法律学の理論では、労

働関係の判例とか立法とかあまりよく理解できない、説明できないと思うよう

になったからです。特にアメリカに行って労働法を教える機会があり、日本の判

例を向こうの学生に英語にして読ませて議論した際、日本の労働法がなぜこう

なっているのか、なぜこんなにアメリカと違うのかを説明する上で、当時盛んに

議論されていた日本的雇用システムや日本的雇用労使関係からこうなるのだと

いう説明をすればよいのではと思い至りました。こうしたことから、日本的雇用

システムと労働法制の関係を考えるようになったのです。 

 今、この日本的雇用システムに対する改革論が盛んになり、政策もそのような

流れとなって、大きな変わり目にあると感じています。私自身も、日本的雇用シ

ステムがどうなっていくのか、それが労働法制にどういう影響を与えていくの

かということを考えております。今日は、その一端をお話しするいい機会だと思

ってまいりました。 

 

スライド 3： I．日本的雇用システムとは（1） 

 私が考える「日本的雇用システム」とは、日本の長期雇用慣行の諸要素を相関

連する一つの仕組みとして理解したもので、国際的にも学問的にも認知されて

いる一つのシステムであります。それは、まずアベグレンの『日本の工場』(1958

年)で指摘され、次いで、OECDの対日労働報告書(1972年)の日本訳序文に、当時

の労働事務次官が終身雇用、年功的処遇、企業別組合を「三種の神器」という言

葉を使って指摘したところから始まりました。そして、欧米諸国の労使関係論、

労働経済学、産業社会学等の諸学者が参加して、1970 年代の後半くらいから国

際研究が進展し、より精密に長期雇用慣行、内部労働市場、企業別労使関係等の

仕組みが明らかにされていきました。その国際研究の到達点が、JIL(今の JILPT

の前身)がホスト役となって 1987年に京都で開催された国際労使関係学会（IIRA）
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の世界会議だったと思います.この会議では、日本的雇用労使関係をメインテー

マとするもので、世界中の労使関係学者、労働経済学者、社会学者などが集まり

ました。 

ただ、このテーマは多面的なもので、しかも周辺の仕組みを伴うものなので、

どの側面を強調するか、どの範囲の仕組みと捉えるか、についてさまざまな視角

があると思います。「日本的経営」、「従業員主権企業」、「人本主義」、“welfare 

corporatism”、「雇用社会」、「メンバーシップ型雇用」とか、様々な視覚と範囲

での捉え方があります。 

 

スライド 4： I 日本的雇用システムとは（2） 

私自身は、近年は、日本的雇用システムの本質は企業における人材の長期的な

育成・活用の仕組みと見るのがいいと思っています。つまり企業の中核的労働力

をブルーカラーとホワイトカラー、現場従業員と管理職員の双方にわたって、若

年時から定年時まで長期的に育成活用する人材（正規雇用者）として捉え、それ

らについては、新卒一斉採用を基本として採用を行い、中途採用は補足的な補充

方法とする。そして、系統的に人事異動・教育訓練を施すことによって、勤続に

応じて職業能力が向上していき、企業内の地位・処遇も向上していく。これが年

功的処遇システムである。また、企業は長期的な育成・活用を図る上では、従業

員の定着と雇用安定に意を注ぎますので、勤続を奨励し、解雇権の自己抑制を行

います。戦後制定された労働基準法では、2週間の予告でいつでも解雇できると

いう民法 627 条の解雇の自由を維持していたわけですが、企業は長期雇用シス

テムの中でその解雇権を自己抑制して雇用の尊重をすることをポリシーとして

きたといえます。他方、企業は、見返りとして、従業員に対して最大限の献身を

期待するわけで、その制度的な現れが人事権であり、残業命令権であるといえま

す。 

 また、日本的雇用システムの大きな特色として、経営者もまた正規雇用者の中

から内部昇進により育成される。キャリア・ノンキャリアの区別をつけず、正社

員であれば誰でも社長になれるという建前で、スタートラインにつかせます。そ

こで役職者や役員への昇進は遅い選別となっていく。そして、各種技能者、技術

者、管理者、役員等の人材を企業内で育成・調達・調整する仕組みとして、内部

労働市場といわれる仕組みができあがり、その手段としての人事権の行使とし

て配転、昇進、昇格などの異動が行われる、また、親会社とグループ会社との関

係では、出向、転籍などの異動が行われ、準内部労働市場といわれる仕組みもで

きていく。 

 

スライド 5： I．日本的雇用システムとは（3） 
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 日本的雇用システムの以上のような長期的雇用関係と内部労働市場という要

素から、企業は雇用者(正社員)と経営者が当該企業の存続発展に共通の利益を

見いだす共同体の様相を呈します。そして、労働組合は、企業ごとに正社員を丸

ごと組織する企業別組合となり、そのような組合が企業の発展のために経営陣

と協力し合う協力的労使関係がつくりあげられました。 

 他方では、企業は、雇用の柔軟性を保つために、長期的雇用関係にない労働者

を経済変動に柔軟に対応するため、バッファーとして一定数保持することとな

るのであり、これが非正規労働者として呼ばれる存在となります。 

以上が，日本的雇用システムの企業における仕組みですが、そのような企業の

雇用労使関係の周辺にそれを補う色々な仕組みも形成されました。その一つと

して、労働組合の産業別連合組織、全国組織がつくられ、「春闘」というシステ

ムもつくられました。 

また、政策形成について労使が参加する三者構成の審議会があり、それから労

働委員会や近年の労働審判制度などもあります。そして、組合のさまざまな社会

貢献が，例えば連合や産別が行っている労働相談、ボランティア、そして政治へ

の関与などがあります。  

 

スライド 6： I．日本的雇用システムとは（4） 

次に、以上のような日本的雇用システムの適用範囲と多様性について触れて

おきたいと思います。 

まず、日本的雇用システムは、主に大企業(特に製造業)に典型的に存在してき

た仕組みであって、例えば中小企業は定期採用が難しく、中途採用に依存してい

ますし、定年はあいまいになって延長したりします。また、企業内の雇用ルール

がはっきりせず、恣意的解雇もある。雇用システムは、資本による違い、つまり

は、財閥系であるか、オーナー経営であるか、外資系かによる違いもあります。

外資系企業は、米国系か欧州系か中国系かなどの違いもありますが、一般には、

人材獲得を、ポストを限定した採用のかたちで外部労働市場から行い、パッケー

ジ解雇とか at will解雇というのを行い易い。つまり、雇用システムも、日本の

企業・産業全体としては「まだら模様」であります。 

しかし、日本的雇用システムは、中小企業もできればそれに従いたいと思うよ

うな仕組みであり、日本の雇用社会全体の標準モデルといってよいような位置

を占めていると思います。これを規範意識という人もいますが、社会のモデルと

しての機能があると思います。 

 そして、「日本的雇用システム」は、日本の労働市場や雇用労使関係の全体的

なあり方を規定してきたといえます。これによって、日本の社会はなんといって

も、新卒者が就職しやすい社会といえます。「就職氷河期」といわれた時代にも、



4 

ヨーロッパに比較すると若年失業率等は、少しはよかったと思います。それから

内部労働市場が発達しており、高齢者の定年延長や雇用継続も政策としてやり

やすかった。その代わり、外部労働者市場がなかなか発達しない。また、非正規

労働者については、その比率は 1990年代の半ばまでは 2割ぐらいまでにとどま

り、統計上は非正規雇用の自発的な選択者といわれる人たちが多かったのです

が、1990 年代後半から非正規の割合がどんどん増え、就職氷河期の中で正社員

になれない若者たちが非正規労働者になって、非自発的な選択者が増え、非正規

雇用問題が拡大・深刻化してきました。 

また、企業横断的賃金基準が不在であるということも、日本の雇用システムの

特色だと思います。その代わりに労働界は春闘という賃金引き上げ等の横断的

な連携の仕組みを作り上げましたが、それでも労使交渉それ自体は基本的に企

業別であります。ただ労働者の政策については三者構成の審議会が企業別労使

関係の限界を補い、社会的な公正さの確保を図るわけです。 

 ただし、外部労働市場は未発達とはいうものの部分的には散在しています。例

えば新卒採用市場は初任給水準がそろった外部労働市場ですし、パートの地域

労働市場、外資系企業や高度専門職の転職市場などがあります。しかし専門職で

も企業内の雇用・キャリア形成か中心になっているところも少なくない。最近の

西村健さんの本（『プロフェッショナル労働市場』）には、技能の汎用性と転職傾

向は別問題であるということが指摘されておりますが、なるほど、日本ではそう

いうものかと思うわけであります。 

 

スライド 7-8： II．日本的雇用システムの独自性 

日本的雇用システムの独自性については、スライド 8 に載せた内部労働市場

型雇用システムと外部労働市場型雇用システムとの対比表を見るとよく分かり

ます。ピーター・カペリの『雇用の未来』という本では、米国では、1970 年代

から約 20年間にわたって、それまでの長期安定的な雇用関係のシステムが流動

的な雇用関係のシステムに転換されていったことが記述されています。この図

表は、その本での記述を基に、彼がオールドディールと呼んだ内部労働市場型雇

用システムと、彼がニューディールと呼んだ外部労働市場型システムとを対比

の表としたものです。 

まず、内部労働市場型雇用システムでは、雇用の安定と社員の献身（いわゆる

愛社精神）の相互コミットメントがあります。そして企業による教育訓練投資の

回収が可能であることからそれが一生懸命行われ、その結果、組織に固有のスキ

ルが発達していきます。そのために、まだスキルを身に付けていない若年者の就

職が容易です。また、経営の柔軟性も確保できます。ヨーロッパでは内部的フレ

キシビリティと言いますが、わが国のモデルでいうと包括的な人事権や残業命
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令権という包括的権限によって従業員を組織の中で動かしたり、労働時間を増

減させたりして、雇用調整ができます。 

内部的フレキシビリティとしてもう一つ重要なのは、就業規則の合理的変更

権です。解雇が難しいということもあって、企業が労働条件を経営環境の変化に

合わせて変更する場合には、労働組合があれば労働組合と交渉するわけですが、

就業規則の変更について、昭和４１年の最高裁判決が、使用者による合理的な変

更権限を認めました。この判決は民法の契約法理では説明ができないもので、労

働学者はこぞってこの判決に反対しました。しかし、私は、これは解雇権の自己

抑制の代償ではないかと指摘して、同判決を支持してきました。 

 次に、内部労働市場型雇用システムの短所ですが、日本の職場では労働者は組

織的な拘束が強い傾向にあります。残業命令が出れば、就業時刻後でも残業しな

くてはいけないわけで、これを肯定した日立製作所の最高裁判決を外国に紹介

すると驚かれます。また、辞令 1本で異動する配転命令についても同様です。使

用者側に配転命令権を労働法で認めている先進国は知りません。日本では、事前

の包括的な同意を与えているという学説が最高裁判決で採用されましたが、面

白いことにこれはプロレーバーの労働学者が唱えた学説です。 

 以上のように、日本では、長期的な雇用関係の中では残業命令権や配転・出向

命令権を使用者に認めないわけにはいかないとして、濫用理論で労働者の保護

を図ることを、最高裁が判例化しました。そのほか、日本の企業では、兼業許可

制によって私生活の領域についても規律が設けられる。また、外部労働市場が未

発達であるので転職が困難であり、非正規労働の雇用形態が設けられて、正規労

働との間で分断と格差が生ずるというのが、内部労働市場型システムです。 

一方、米国のニュ－ディールの雇用システムを想定した外部労働市場型シス

テムというのは、いつでも理由もなしに解雇できるわけですから、経営側にとっ

てこんなありがたい話はありません。つまり、企業は雇用責任を回避できるので

雇用の柔軟性は十分に享受できる。また、労働市場において労働力が余っている

時期には企業の支配力が増大していく。規律や勤務態度において従業員はピリ

ッとするわけです。また、短期的な契約の世界となりますから、契約の明確化が

行われる。しかし短所として、労働者側からいえば、雇用の不安定につながり、

経営側からすれば、有能社員の引き抜きや転職の恐れが大きくなります。さらに、

労働市場が人手不足となる時には、企業の支配力が減少します。つまり、労働者

の規律が緩んでも、辞めますといわれれば困りますので、文句は言えません。要

するに、外部労働市場型システムは、中核的労働力の確保が困難となりうる仕組

みですので、労働力を調達するためのしっかりした外部労働市場の仕組みが企

業の外になければなりません。実践的な専門大学院や技能訓練・評価・認定機関、

マッチング・ビジネスなどが整ってなければならない。 



6 

要するに、日本的雇用システムを対極にある米国の外部労働市場型システム

を比べた場合に、いずれの雇用システムも長所と短所があってどちらかが当然

に優れたシステムではありません。先ほど話したように、アメリカは 1970年代

からのリストラの嵐で、70 年代後半から内部労働市場型から外部労働市場型へ

とモデルチェンジがなされました。なお、経営が安定する優良企業や組合がしっ

かりしている製造業では、内部労働型市場型システムも残っていますが、それで

も年功による処遇ではなく、職務グレード制による処遇制度が確立しています。

そして、大学等の教育機関が、職業人材の養成と供給の機能を営んでいますので、

キャリア転換とか、解雇されたりすると、専門職大学院や職業学校に戻ってきて

勉強しなおし転職を図るということになります。 

ヨーロッパの場合は、独、仏、スウェーデンをよく知っている JILPTの研究員

の話を総合すると、内部労働市場型雇用システムではあるが、産業別労使関係を

基盤として横断的な賃金基準・評価基準が形成されており、また職業訓練とか技

能評価にも産業の労使の関与があるなど、外部労働市場が確立しており、これと

連結している仕組みになっているように理解しております。この辺は、もっと若

かったらしっかり勉強しに行きたいところで、皆さまのご研究を待ちたいと思

っております。 

  

スライド 9： III．日本的雇用システムの変化と持続性（1） 

次は、日本的雇用システムの変化の経路ですが、これについては JILPT の中

で、草野隆彦さんが 2018年に『雇用システムの生成と変貌 政策との関連』と

いう 2 分冊の報告書をまとめてくれました。草野さんは、かつて厚労省の職業

能力開発局長に在任中、能力開発行政においてさまざまなアイデアを出したの

ち、JILPT総務担当理事に就任しました。私が JILPT理事長のときも当初はその

地位にいましたが、途中で病気のため辞任しました。しかし、その後回復しまし

たので、私は、『日本的雇用システムの生成と変遷』についての包括的な文献研

究をお願いし、3 年がかりで報告書をまとめてもらいました。1 冊目が戦前期、

2冊目が戦後復興期からバブル期までです。更にバブルの後の現在までをつなげ

て本にしてもらおうと思っていましたら、残念ながら今年 5 月に亡くなりまし

た。 

さて、この報告書ですが、お読みになれば日本的雇用システムの生成と変遷の

ほとんどのことが分かります。まず、江戸時代の大商家や武家の奉公関係にまで

文化的源流をさかのぼった上で、太平洋戦争前においてどのような過程をたど

って部分的に形成されていったかを詳細に記述しています。1880 年代の政府の

兵器工場、造船所等、そして日露戦争・第一次大戦後の財閥系大企業において、

技能労働者の企業内育成訓練、新卒採用、定期昇給制度、企業内福利制度、常用
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工と臨時工、こういった要素を伴って内部育成の雇用システムが形成され、戦時

体制下の労務統制・賃金統制で、その基盤をさらに拡大強化した。そして、戦後

の経済復興期を経て、高度経済成長期において若年労働者・技能労働者が不足す

る中で、若年労働力を企業の中で育成し、企業の中で長期的に活用する仕組みが

確立し、一般化した。それがその後、オイルショック後の安定成長期に円熟し、

労使関係において労使協力が樹立されてきた。特に、1973 年の第一次石油危機

後の物価高騰と大幅賃上げによるインフレの危機が迫った際には、政労使の努

力によって社会的合意が達成されてインフレが防止され、また、大規模雇用調整

も、企業が組合の協力を得て雇用を維持しつつ遂行し、政府も雇用安定政策によ

ってこれを援助することで凌ぎました。ここに、日本的雇用システムは、雇用安

定のために労使が協力する円熟した関係になった。そして、1974 年に制定され

た雇用保険法は、企業労使の雇用維持の努力を支援するための助成金を制度化

しました。ここに、日本的雇用システムの雇用安定機能を支援する労働政策が開

始しました。 

それ以前は、日本社会の民主化、労働関係の民主化・近代化という大きな目標

に向かって戦後改革が行われる過程で、労働三法(労働組合法、労働関係調整法、

労働基準法)や職業安定法・失業保険法が立法化されましたが、その後しばらく

は、最低賃金法、労働安全衛生法など戦後改革立法の補充がなされていました。

要するに、1970 年代初めまでの間、戦後改革を経て経済復興、そして高度経済

成長がなされ、日本的雇用システムがその中で確立し、一般化しましたが、労働

政策やその結果の労働立法としては、いまだ近代化の文脈でして、雇用システム

との関連性がみられないのです。むしろ、先ほど申しましたとおり、日本的雇用

システムにいち早く呼応したのは判例でして、就業規則の変更法理、解雇の有効

性の判断基準、配転命令権の是認など、日本的雇用システムがいち早く判例法理

で取り入れられていきました。 

1980 年代半ばからは、今度は、日本的雇用システムのさまざまな問題点が明

らかになっていって、労働政策として、それら問題点に対応する政策立法がどん

どんつくられていきます。まずは、男女別雇用管理を崩していこうという政策が、

1985 年の男女雇用機会均等法から始まり、2 度大きな改正がなされました。ま

た、長期的雇用関係の終点としての 55歳定年制も、日本社会の高齢化の見通し、

特に労働者の年金支給開始年齢の関係で修正が必要となり、企業に対し 60歳以

上への定年延長と 65歳までの継続雇用を段階的に要請する高齢者雇用安定法が

制定され、改正されていきました。 

 70 年代半ば以降の貿易摩擦の中では、日本産業の長時間労働が国際的に批判

されて、労働基準法の改正がなされ、約 10 年をかけて週 40 時間制を実現しま

した。また、サービス経済化が進み、業務の外注化のなか労働者派遣業が創設さ
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れましたが、これを限定的に制度化して派遣労働者の保護も図っていくことと

して、労働者派遣法も制定されました。 

 1990 年代以降は、バブル崩壊と市場競争のグローバル化がほぼ同時に日本経

済の長期低迷をもたらしました。これに対しては、経済システムの規制改革がま

ず行われ、労働関係でも、職業安定法や労働者派遣法の規制緩和がなされたり、

会社分割の法制化がなされたりしました。しかし、それに伴うように非正規労働

者が雇用労働者の 3 分の 1 を超えて増えていき、その問題点が明らかになりま

した。そこで、次には、規制改革の行過ぎ是正の社会政策が、労働契約法改正（有

期労働者の保護）や求職者支援法などとして行われました。 

以上のようにして、日本的雇用システムは、生成、確立、発展、そして修正が

行われてきました。 

 

スライド 10： III．日本的雇用システムの変化と持続性（2） 

次に、日本的雇用システムには、根強い持続性があるというのが、JILPTにお

ける雇用システム関連の調査を総合しての、私たちの一つの立論です。いいかえ

ると、日本的雇用システムはいろいろ変化してきたけれども、変化はあくまでも

連続的な経路をたどって来たのであり、今後もそうなるはずだと思っておりま

す。 

 JILPTでは、私が理事長をしていた 5年間、様々な調査を行っています。例え

ば、「人材マネジメントのあり方に関する調査」でして、人材の育成とか管理の

あり方に関する企業の側の意識調査を繰り返し行いました。また労働者の長期

雇用システムに対する意識調査も繰り返し行っています。メディアでは、近年よ

く雇用の流動化が喧伝されますが、労働者の意識調査では、終身雇用制に対する

支持率がどんどん上がっている傾向がありますし、大企業、中堅企業であれば、

人材マネジメントのあり方については、企業が人材を定期採用して内部育成し

ていくことを基本とする姿勢は全く変わっていません。ただし、労働力不足と技

術革新が亢進している現在では中途採用も多用されるようになったことが窺わ

れます。 

 また、JILPTでは、日本的雇用システムについて、草野さんに文献研究によっ

て形成と変化を歴史的にフォローしてもらうとともに、現状と将来のことにつ

いて高橋康二さんを中心にもう一つの研究会を立ち上げていただき、4年がかり

で主に既存の統計を分析して推論してもらい、『日本的雇用システムのゆくえ』

という本にしてもらいました。そこでもまた、人材の長期的育成・活用としての

内部労働市場型システムは根強い持続性を有してきたというのがひとつの結論

になっています。 

 そもそも労働関係というのは、生身の人間の生活を巻き込んだ関係ですので、
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労働に関する実際の仕組みは、全面入れ替えが起きにくいと私は思っておりま

す。私の尊敬する稲上毅先生は労働関係には革命はあり得ないとよくいってい

ます。 

 ただし、それでは、アメリカではなぜ約 20年間で標準モデルが変わったのか、

という問いが生じます。これについては、アメリカは、まず、先進諸国の中で解

雇規制がない珍しい国であるということがあると思っています。アメリカの労

働組合は、労働協約によって苦情処理・仲裁という制度を確立し、当該企業で労

働組合が交渉代表である限りは、解雇には正当理な由が必要であって、雇用は安

定するという仕組みを確立しました。しかしその反面、解雇規制の法制をつくる

ということに労働組合が消極的態度をとりました。米国の労働学者がヨーロッ

パの労働法学者との交流の中で、このアメリカ労働法制の特殊性に気が付き、ヨ

ーロッパのように解雇には正当理由が必要だということを立法せよと主張して

きたわけですが、全く世論や政党を動かしませんでした。 

 二つ目には、労働組合法制の改革がなかったことも大きいと思います。アメリ

カの労働組合法制は、排他的交渉代表制という、これも特異な法制を採用してい

ます。ある交渉単位、例えばある工場の組立てラインの労働者集団において、労

働組合が過半数の労働者の支持を得なければ団体交渉権を得られず、他方、過半

数の支持を得られれば、交渉単位内の労働者の全体について交渉権を得る、とい

う制度です。過半数の支持を得ているかどうかについては、使用者がそのような

支持を得ている組合であると認めれば団体交渉を開始できるのですが、アメリ

カの使用者は一般に反組合的でありますので、過半数の労働者による支持あり

とはまず認めません。その場合には、労働委員会がやってきて、交渉単位内の労

働者に当該組合を交渉代表と認めるか否かにつき投票させ、過半数を得ている

かどうかを確認します。そして、この選挙（投票）の過程では、企業によるあら

ゆる反労働組合キャンペーンが「表現の自由」として許されています。例えば、

給料の封筒を組合費相当額の小切手が入った封筒と組合費を差し引いた小切手

が入った封筒に分け、労働組合が交渉権を獲得した場合にはこれだけ給料が減

りますよとわからせたりします。 

 このような労働組合の交渉権取得の困難性を緩和しようというので、これま

で様々な労働組合法制の改革案が民主党議員によって何度も提案されてきまし

たが、ことごとく挫折し、労働組合は交渉権取得が困難のまま、弱体化していっ

ております。 

 こうしてみると、雇用システムのような基本システムにおいて労働者側に不

利な大転換が起きないためには、解雇規制と労使関係が重要であるという印象

を持つわけです。 
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スライド 11： IV．日本的雇用システムの今後（1）  

 日本的雇用システムの今後については、変化の大きさを予測させる要因はい

ろいろあると思います。一つ目は市場の変化です。少子高齢化による人口減少で、

国内市場が収縮していき、また労働市場も変化していくこと、グローバル化が進

展し、市場が短期的に変化し、若者の減少・労働力不足など進むこと等です。国

内市場も収縮して、企業の一層の海外進出が進めば、人事管理・処遇制度が国際

化していきますし、国内の外国人材も増加していきます。そうすると、長期的な

処遇ではなく、短期的な処遇を求める声が高まります。商品サイクルの短期化、

需要の多様化等々からも、専門人材の需要が高まり、スキルもどんどん変化して

いくと予想されます。 

 

スライド 12：  IV．日本的雇用システムの今後（2） 

二つ目に、情報関連技術の飛躍的な発展（デジタル情報革命）があります。AI

等による雇用の代替については、それにより労働力不足を補ってくれればいい

と思っています。そして、IT・AI 関連人材の需要増とその養成の課題がありま

すが、これが企業内でできるのか外部化するのかがまだよくわかりません。加え

て、労働における時間と場所の自由化が進むでしょうし、評価・処遇制度は学歴・

年功ベースから、職務・成果・パフォーマンス・ベースになっていくと思います。 

三つ目には、テレワーカー等のフリーランス就労者の増加です。この点につて

は、少し前は、クラウドワーカー等がどんどん増加し、雇用労働者の数を凌駕す

るようなイメージで語られたり、アメリカではもうフリーランスのほうが多く

なったといわれたりしました。私はドイツとか日本のようなよく組織され、既存

のサービスや技術や労働関係のシステムがしっかりしている社会では、新技術

や新サービスへの変化もむしろ一挙には行かず、それらに従事するフリーラン

サーもそれほど急には増えないのではないかとみております。 

JILPTが今年 1月に発表した「雇用類似の働き方に関する試算」では、雇用類

似の働き方をしている人々は、目下のところ 169 万人程度となっています。た

しか家内労働法をつくった当時の調査では、家内労働者は 160 万人くらいでし

て、絶対数としてはそのぐらいの規模ですが、就労者人口は当時より遙かに多く

なっていますので、相対的にはもっと小さい規模といえます。 

私は、『雇用社会の法』（1996）、就労者の大部分が雇用者であるという社会を

「雇用社会」と命名し、日本ではそれらを包摂して独特な仕組みが相関連して

様々に成立しているということを書いたのですが、あのときは就労者のうちの

雇用労働者は 8 割ぐらいだったと思います。それがさらに増えて今は 9 割にな

っているわけです。それが、新たな自営業者であるフリーランスの増加で 7 割

ぐらいまでには減るという予想ができるかもしれませんが、おそらくその程度
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ではないか。というのは、企業にとっても、労働力の中核は組織の求心力を保つ

ために継続的な雇用関係にするのではないかと思いますし、働く者にとっては

雇用労働者のほうがはるかに保護されているので、働き方の自由度が増してい

けば雇用にとどまるのでないか、というのが私の予測です。 

 JIPTでは、独立自営業者の就業実態の調査結果を今年出しましたが（「独立自

営業者の就業実態」JILPT調査シリーズ No.187、2019）、その主な問題点は、収

入が不安定で低い、失業やけがの補償がないことでした。また、それらの人々の

主な要望は、契約内容をはっきりさせてほしい、それを記録として残せるように

してほしい、相談窓口や簡易なトラブル解決制度をつくってほしいというもの

でした。 

 ただし、これらフリーランスの人たちの問題状況は、大きく変化する可能性が

あります。つまり、非正規労働者がどんどん正社員の中に取込まれたり、その処

遇が正規労働者と連続的なものになったりしていけば、企業としては、また新し

い雇用フレキシビリティを求めますので、フリーランスの人たちはその対象と

なる可能性があると思います。ですから、労働保険の特別加入とか、家内労働法

に準じた仕組みの創設を検討する必要があるかと思います。 

 

スライド 13：  IV．日本的雇用システムの今後（3） 

 日本的雇用システムの今後の変化の大きさを予測させる四つ目の要因は、労

働力流動化政策かと思います。 

先にも述べましたが、現在の安倍政権の前までの労働政策は、概ね、日本的雇

用システムの雇用安定機能を強化しつつ、その問題点への政策的対応を行うも

のでした。1973 年の第一次石油危機以降、第二次石油危機、プラザ合意、等々

の国際経済変動がありましたが、それらに対しては、雇用保険制度を基礎とした

構造不況業種・地域対策立法などによって企業の雇用維持の努力を支援する対

応が行われました。経営環境や労働市場の構造変化については、男女別雇用管理

に対しては男女雇用機会均等法、人口高齢化に対しては高年齢者雇用安定法、長

時間労働への国際批判やサービス経済化に対しては労働基準法の改正、などで

対応してきました。2000 年前後の規制改革の中では、市場の参入規制の緩和、

ルールの透明化、企業再編・倒産法制と紛争解決法制の整備等が行われ、これら

との関連で、労働法制でも、雇用関連サービスや労働者派遣事業の規制緩和、会

社分割制度の整備、個別労働紛争解決手続の整備などが行われました。そして、

2010 年前後には、規制改革の行過ぎ是正の一環として非正規労働者の保護が開

始され、また労働市場の安全網の修復が行われなした。以上のように、いずれの

時期も日本的雇用システムの問題側面への対応を行いましたが、本丸に迫って

長期安定雇用を流動化させようという立法は行われていません。 
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 しかし、2013 年からは、流動的(外部労働市場型)雇用システムへの長期雇用

慣行の改造政策が開始されているという感じがします。その考え方が明示され

ているのが、「働き方改革実行計画」でして、その冒頭では、革新的投資がなさ

れないこと、労働者への分配が進まないこと、生産性が低いこと、仕事と家庭の

両立が困難で少子化に結びついていること、転職が困難であること、非正規雇用

がやる気を無くさせていることなどの日本経済の諸問題の根源は「硬直的な雇

用制度」である、という見方が述べられています。 

 具体的にも、現政権の最初には、「失業なき労働移動の促進」という標語で、

行過ぎた雇用維持施策をやめてその助成金を企業の労働移動の支援の施策に換

えることが行われています。また、転職支援や兼職の奨励もそうです。解雇の金

銭解決は、労働側の申し立てだけについての検討が行われています。 

 

スライド 14：  IV．日本的雇用システムの今後（4） 

 次に、日本的雇用システムにおいて今後予測される変化について、私の見方を

述べさせていただきます。 

一つ目は、有期・パート労働者の相当多くが、日本版同一労働同一賃金と労働

力不足とによって内部労働市場に取り込まれていくと思います。パート・有期労

働者法 8条・9条の規定によれば、パート・有期労働者とフルタイム・無期労働

者との間の待遇の相違は職務の内容、および職務内容・配置の変更範囲というの

を基軸にした連続的なものであることが必要とされていますので、結局は、社員

区分を再検討して、それら区分間において一貫した考え方に基づく連続的な処

遇の体系をつくらなくてはいけない、ということです。また、労働契約法 18条

に規定された 5年越え有期労働契約についての無期転換権もあります。加えて、

企業は、労働力減少社会の中で、優秀な非正規労働者を正社員の中に取り込んで

いくという必要性を感じていくはずです。ただし、それでも、被扶養者にとどま

る働き方を選ぶ人や、学生・留学生、引退過程者等は、パート・有期労働者とし

て残ると思います。 

 二つ目に、高齢化の進展の中で、より長期に企業にとどまる方々が増える一方、

50 歳代からのセカンド・キャリアへの転身者も増えるはずです。政府もこのよ

うな転身者への支援の施策を増やしていくはずです。そうすると、転身者のため

の外部労働市場も形成されていくことが考えられます。 

三つ目には、IT 人材、国際人材等の専門人材の別枠での採用と処遇が、増加

していくのではないかと思います。これらの人材はより良い待遇やより魅力的

な仕事を求めて労働移動しやすい状況にありますので、企業によっては、彼らの

定着を図る特別待遇を行います。これらの人材の移動がどれほど活発化して、外

部労働市場がどれほどできていくのか、この辺が一つ見どころだと思います。 
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スライド 15：  IV．日本的雇用システムの今後（5） 

四つ目に、以上のような変化にもかかわらず、企業が中核人材を若年時に採用

して育成活用し、その中の優秀な人材が経営者になるという長期雇用システム

は、基軸として維持されるのはないかというのが私の仮説です。その理由は、大

企業・中堅企業にとってこれまでのように中核人材を十分な数で安定的に選抜・

獲得する方法が、大学や高校からの新卒採用以外には、他に見当たらないという

ことであります。そこで、企業としては、この方法を基本として、新卒の幅を卒

業後 2，3年以内でも可とするように拡げたり、定期採用の時期を柔軟化（多様

化）したりはするでしょう。また、専門技術者や管理職者等の中途採用も積極的

に行うでしょう。しかし、採用の基本としては、新卒採用を維持するのではない

かと思います。要するに、新卒採用に代わる規模での外部労働市場は、当分は形

成されないのではないかという気がします。 

 そうだとした場合に、日本的雇用システムの最重要の特色は、労働者を若年時

～育成活用して、その中から経営者をも育成する点にありますから、そのような

内部育成の経営者では激変する経営環境を切り拓く革新的経営を担えるか、と

なるように思います。革新的な設備投資や組織再編を行っていく判断力・決断

力・行動力をもった経営人材を輩出できるかです。もちろんその場合に、できる

だけ雇用を守るという課題はありますが、そのような革新的経営を行わないと

企業自体が生き残っていけない。すると、経営者は外部労働市場からもってこよ

うということになりかねません。 

では、長期雇用から革新的経営人材をどのように育てるのか。これまでのよう

な遅い選抜を止めて、早い選抜・早い養成にするのか、特別のキャリア・システ

ムを設けるのか。それとも、必要とあれば外部のカリスマ経営者の導入を躊躇し

ないようにするのか。他国と比較すると、日本の企業では、経営者と従業員の収

入格差の開きが小さく、これに対して、アメリカはとてつもなく大きく、ヨーロ

ッパはかなり大きい。今後、グローバルな市場競争を勝ち抜く優秀な経営者を育

てたり、獲得したりする観点から、この収入格差がどの程度開いたほうがいいの

か。グローバルな市場競争の中で雇用を安定させるという課題の一環として、雇

用システムとの関係でも考えていく必要があります。 

 五つ目には、IT ネットワークを利用してフリーランスで働く人々が副業も含

め増加すると思います。今のところは、フリーランスの働き手のかなりの部分は

副業であって、他に主な仕事を持っていないとフリーランスでは食えないのが

実態です。しかし、雇用の枠の中でも、時間にとらわれない働き方が増加し、労

働時間法制の多様化が要請される可能性があります。 
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スライド 16： IV．日本的雇用システムの今後（6） 

 これからは、企業の栄枯盛衰や市場の変化のなかで、個々の労働者としては 70

歳くらいまでは働く必要がある社会に向かっていくと思います。そのような社

会で、50年以上も同じ企業で働くのは可能なのか、といったことを考えたとき、

労働移動というのは、積極的な意味合いを持つのであり、失業なき労働移動が円

滑に行われる雇用システムとはどういうものかを考えて、政策的に推し進める

必要があると思います。 

 それは、イメージとしては、内部労働市場が中心であるが外部労働市場も利用

できる内部・外部労働市場の接合型かと思います。そんな都合のいい仕組みがど

こにあるのかいうことになるのですが、ドイツやスウェーデンはそのような仕

組みに近いのではないか、解雇規制を行って安定的雇用関係を樹立しながら、産

業別労組が企業横断的な技能グレードと賃率を形成し、職業訓練や技能評価に

ついても役割を果たしています。わが国は、組合が企業別で処遇制度は企業ごと

ですから、企業横断的な技能グレードや賃率が形成されておらず、外部労働市場

の形成が不十分である。そこで、まずは外部労働市場の整備が必要ですが、これ

が「言うは易く行うは難し」という感じです。例えば、現政権下でキャリアカウ

ンセリングの制度化をしましたが、調査してみると、キャリアカウンセラーは増

えていますが、企業内のキャリアカウンセラーの一番大きな機能は、有能な人が

辞めないようにするリテンション機能だというのです。また、西村健さんの『プ

ロフェッショナル労働市場』でも、一見企業横断的な専門的資格があるからそれ

を利用して転職しているかというと、例えば薬剤師や看護師のスキルは勤務先

での研修や自己研鑽に依存する傾向があり、汎用的スキルと企業間移動とはま

た別問題だということです。つまり、日本はやはり内部労働市場の比重が重い。

例えば、日本的な雇用の仕組みを利用した転職の仕組みとしてうまくいってい

るように見えるのは、産業雇用安定センターによる準内部労働市場（出向）を利

用した仕組みの活用です。外部労働市場をつくっていく上では、まずは技能のグ

レードに応じた資格を公的に整備することでしょうが、それだけでは足りない。

官民のマッチングのサービスがどの程度発展しているのか、何が足りないのか

など、これから勉強していかねばと思っています。 

  

スライド 17： V．雇用システムと労働組合（1） 

次に、日本的雇用システムと労働組合との関連性に触れたいと思います。 

日本の労働組合は、おおざっぱに言えば、日本的雇用システムを土台として企

業ごとに正社員を丸ごと組織する存在ですが、近年はパートの組織化に乗り出

しています。また、企業内の少数組合があるところもありますし、企業外の地域

において合同労組、ユニオン、産別組合などがあって、個別紛争解決機能など、
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企業別組合とは異なる機能を果たしているといえます。 

戦後の民主化の中でできた憲法 28条と労働組合法は、労働組合を労使対抗団

体としてその権利を保障しています。そこでの考え方は、使用者と労働者の利害

は対立しており、しかも労使の交渉力は格段に違っているので、交渉力の不足を

補うために労働者に団結権、団体交渉権を与え、争議権を与えたというものです。

そういう組合は覚悟を決めて加入する、戦闘性をもった自発的加入団体です。例

えば、ドイツには労働組合法という法律がなくて、労働法の権威のある教科書が

労働組合法に代わる役割を果たしてきましたが、私が助手のときに読んだ代表

的教科書の最初には労働組合の要件が書いてあり、その中には「戦闘性」

（Kampfbereitshaft）、つまりは使用者に対抗してストライキを打つ用意がなけ

ればならないと書いてあります。このようなものが、憲法や労働組合法の保障す

る労使対抗団体としての労働組合であります。そして、企業別組合も、労働組合

法に基づいてつくられていますから、当然に労使対抗団体としての側面があり、

組織としても、企業の枠を超えて産業別連合体に加入し、それを通じて全国的組

織にも加入します。そして、1955 年以来、企業を超えた賃上げ運動としての春

闘が発展し、労働者の生活向上と経済の成長に貢献しました。 

 しかし他方で、企業別組合は、労使協力の従業員代表組織としての性格を必然

的に帯びます。つまり、企業共同体の成員が当然に加入して企業の繁栄のために

経営に関与し協力する、という側面です。このような企業別組合の場合、会社が

組合を承認するということは、組合員の範囲の線引きをしたうえでユニオンシ

ョップ制とし、チェックオフ、組合事務所 and/or組合休暇などの便宜供与を取

り決める、というのが通例となります。そして、ストライキを予定しない労使協

議手続が、団体交渉に代わる労使関係の主要な手続になっていきました。他方で

は、非正規労働者が増加し、正社員だけの組合はサービス産業等では企業の中で

も組織率が逓減していき過半数組合の地位が危うくなったりして、パート労働

者の組織化に取り組むようになりました。 

 

スライド 18： V．雇用システムと労働組合（2） 

そのような企業別組合による集団的労使関係は、いま再構築の必要があるの

ではないかと思っております。 

JILPTの「過半数労働組合及び過半数代表者に関する調査」（JILPT 調査シリ

ーズ No.186、2018）の中から数字を拾ったのがこのスライドの表です。「事業場

レベルでの労働者の組織状況」として、「組合あり」、「過半数組合あり」、「過半

数代表者あり」の事業所割合を並べて提示しました。すると面白いことが分かり

ます。 

全体では、「組合あり」の事業所が 12.6パーセント、「過半数組合あり」が 8.3
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パーセント、「過半数代表者あり」が 51.4 パーセントですが、300 人以上の事業

所では「組合あり」は 66.6パーセント（1000人以上では 77.0パーセント）、「過

半数組合あり」は 50.6 パーセント、「過半数代表者あり」が 44.5 パーセント

（1000 人以上で 40.5 パーセント）です。さらに（注）をご覧いただくと、「組

合あり」の事業所のうち、「非正社員が組合に加入している」が 38.5 パーセン

ト、「加入していない」が 38パーセントと、大体４割ずつです。 

以上を見ると、まず、三六協定等の法定の協定の締結とか就業規則制定の意見

聴取とかを行う場合の使用者の相手方としては、「過半数代表者」の比重がやは

り大きく、300 人以上事業所で見ても大体半数ずつくらいです。それから、「過

半数組合あり」の割合が「組合あり」の比率に比べると少し減った感じがしてい

ます。他方、「組合あり」の事業所の中で非正社員が組合に加入している、加入

していないが半々ぐらいであるというのは、一昔前に比べると随分パートの組

織化に頑張っているな、と思いました。 

 

スライド 19： V．雇用システムと労働組合：今後の展望（3） 

 次に、同じ JILPT の調査に基づき、「過半数代表者」の選出方法を見たのが、

このスライドの表です。これによると、「過半数代表者」を法律の趣旨に合致し

て選出しているのは、この表では「投票や挙手」という欄の数字でして、300人

以上事業所ではさすがに 43.7 パーセントありますが、全体では 30.9 パーセン

トにとどまります。他方、「信任」、「話合い」、「親睦会代表等特定の者が自動的」、

「使用者が指名」など、「過半数代表者」の趣旨に合致した選出方法か否かが怪

しいものが、合わせて 7割近くもあります。その中の特に「信任」について、そ

の候補者の定め方をその下の（注）に抜き出しておきましたが、「使用者が決め

る」、「親睦会代表者等特定の者が自動的に」などの怪しげなものが「300人以上」

でも 5割近くあります。 

 

スライド 20：  V．雇用システムと労働組合：今後の展望（4） 

以上の二つの表におけるデータを前提に考えると、集団的労使関係は再構築

の必要性ありというのが、私の見方です。 

例えば、日本版同一労働同一賃金の実現には、正社員、非正社員にわたる社員

区分・処遇の再編成が必要になり、当然に労使交渉が必要になります。これは、

正社員と非正社員を、連続性をもたせてどのように区分し処遇するかという問

題ですから、そのような交渉になると、正社員のみの労働組合では、労組法の団

体交渉法制に照らして交渉資格がないことになるのではないか、とまず思うわ

けです。労組法 6 条は、組合員について交渉する権限があるということですか

ら、非正社員が全く組合員となっていない、正社員だけの労働組合では、非正社
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員の待遇にわたる事項については交渉権がないということになりかねません。

ですから、まず、正社員しか入れていない組合は、非正社員を一部でも組織化す

る切実な必要性に迫られていると思います。 

それから、三六協定の主体として見た場合の「過半数代表者」というのは、ど

うも Fiction に近い状況であって、制度改革をすべきではないかと思っており

ます。これについては、まず常設化が必要であり、そのうえで複数代表化とか、

労使委員会とか、従業員代表委員会とかの形態があり得ますが、その選択制も考

えてもよいのではないかと思います。また、委員の公正な選出、不利益取扱いの

禁止、活動への便宜供与などは基本ルールでありまして、今でも労基法の施行規

則の中では一応書いてあるのですが、労働基準法以外の分野の活動にもわたる

ので、やはり「従業員代表法」と行った法律で正面から書く必要があります。そ

の場合、代表者の任務はさしあたり法定の協定締結・意見表明となりますが、そ

れ以外にも任意的機能として苦情処理等も考えられましょう。なお、合同労組や

少数組合の権能はもちろんそのまま保持されるべきです。 

従業員代表制は、私は労働組合の基盤整備だと思っています。というのは、従

業員代表は、どんな形態でも企業別組合に転身する可能性があります。従業員の

意見の把握と集約、そして使用者との話合いの実務が、従業員代表の任務となる

わけですから、労働組合活動の練習がそこでできるわけです。従業員代表の人た

ちが、このままでは使用者との話し合いにならないという問題意識を持った場

合には組織化の中核になりうるわけです。 

私は、企業別組合は労働組合の一つの優れた組織形態だと思っていまして、

色々な機能を果たしており、果たしてほしいと思っています。労働条件の維持改

善、制度の改善、雇用の維持、特に企業再編時における雇用の維持、経営のチェ

ック、労使の意思疎通、組合員からの相談への対応など、職場において頼りにな

る存在になってほしいと思っています。例えば企業不祥事があるたびに、私は、

組合は一体何をしていたのかと思うわけです。現場には経営側には見えないこ

とがたくさんあると思います。そのうち会社にダメージを与える不祥事などが

あれば、結局、組合員にも跳ね返ってくるのですから、労使協議などの手続で指

摘すべきではないか、それが企業を守り雇用を守ることに大いに役立つのに、と

思っております。 

もちろん、産業別の連合体を通じて，産業全体、国全体の労働者の利益に役立つ

活動に参加して欲しいとも思っています。 

 

スライド 21： おわりに――再び考える「労働政策の基軸」 

 2007 年 12 月 21 日の労政審において「労働政策の基軸」という建議を行いま

した。私が労政審会長をさせていただき、本シンクタンクの古賀理事長が連合事
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務局長として労働側のまとめ役をされていました。この建議では、今後の労働政

策の基軸は、第 1 に労働関係の公正さの確保、第 2 に雇用（ないし職業）の安

定、第 3に働き方の多様性の尊重である、という骨子でして、それらを敷衍した

報告書もつけました。 

これらに沿って申しますと、日本的雇用システムの今後の主要課題はまず「公

正さの確保」ですが、法規制を拡大詳細にして、ガイドランや指針やマニュアル

まで出しても、現場に即したものになるか疑問でして、大部分の企業はそのよう

な詳細大部の規則類を追いかけられないと思います。公正さを確保するための

政策の実現には、現場の労使の対応を促進するのが一番いいのです。公正さのル

ールをわかりやすく定めた上で、労使が対応する。労使に前面に出てもらって、

変化の時代に寄り添っていく。法制度は、労使の取組に対し基盤を整備していく

という見地で対応すべきではないかと思っております。 

「雇用（職業）の安定」は、長期雇用と内部労働市場のなかから、変化の時代

を切り拓くような革新的経営者を育てられるかが鍵になるのではないかと思っ

ており、それが今の私の主要関心事です。これができると、労働者にとって基本

的に安定した雇用と生活を提供する日本的雇用システムの中核が維持されると

思っています。そして、政策的には、内部労働市場と外部労働市場の接合性をい

かに図るかです。「多様性の尊重」は、AI時代の就労者と働き方の多様化に労働

組合と労働政策がいかに対応できるかということだと思っています。 

 

時間を大幅にオーバーしてしまい申し訳ありません。ご清聴有り難うございます。 


