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はじめに【スライド１-２】 

私は、一介の労働法学者であって、

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
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【スライド１】

【スライド２】
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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。 

 

Ⅰ－１．日本的雇用システムとは【スライド３】 

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、Ｏ

ＥＣＤ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(日

本労働研究機構。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）の世界会議だったと思います。この会議は、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で、「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」とい

う、どの側面を強調するか、どの範囲

の仕組みと捉えるか、様々な視角と範

囲での捉え方があります。 

 

 

 

【スライド３】
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Ⅰ－２．日本的雇用システムとは【スライド４】 

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す。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 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ます。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きます。 

 

Ⅰ－３．日本的雇用システムとは【スライド５】 

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、

【スライド４】
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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、労働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。 

 

Ⅰ－４．日本的雇用システムとは【スライド６】 

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

【スライド５】

【スライド６】
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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、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

成が中心になっているところも少なくない。 近の西村健氏の本（『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。 

 

Ⅱ．日本的雇用システムの独自性【スライド７-８】 

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
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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 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 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 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・

【スライド７】

【スライド８】

－6－



 

 

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、 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
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ってなければなりません。 

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と比べた場

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りますが、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。 

 

Ⅲ－１．日本的雇用システムの変化と持続性【スライド９】 

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

野隆彦氏が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。草野氏は、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、その後健康が回復しま

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。 【スライド９】 
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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まし

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ました。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りました。

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

策が開始されました。 

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、 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
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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。 

 

Ⅲ－２．日本的雇用システムの変化と持続性【スライド10】 

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」では、人材の育成とか管理のあり方に関する

企業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【スライド10】 
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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、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

には正当な理由が必要であって、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な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せませんでした。 

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、と宣伝したりします。 
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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なまま、弱体化してきています。 

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。 

 

Ⅳ－１．日本的雇用システムの今後【スライド11】 

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。 

 

Ⅳ－２．日本的雇用システムの今後【スライド12】 

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

【スライド11】

【スライド12】
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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。この点については、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）という本において、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きました。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が、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。 

ＪＩＬＰＴ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。 
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Ⅳ－３．日本的雇用システムの今後【スライド13】 

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、第２次安倍政

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ました。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。 

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」です。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、第２次安倍政権の 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13】
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Ⅳ－４．日本的雇用システムの今後【スライド14】 

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年超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。 

 

Ⅳ－５．日本的雇用システムの今後【スライド15】 

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

されるので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

【スライド14】

－15－



 

 

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思います。 

そうだとした場合に、日本的雇用システムの 重要の特色は、労働者を若年時から育成

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生

活できないのが実態です。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。 

 
【スライド15】 
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Ⅳ－６．日本的雇用システムの今後【スライド16】 

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とい

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でし

ょうか。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す。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16】
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Ⅴ－１．雇用システムと労働組合【スライド17】 

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、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 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、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

【スライド17】 
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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。 

 

Ⅴ－２．雇用システムと労働組合【スライド18】 

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【スラ

イド18】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（1,000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（1,000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18】
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Ⅴ－３．雇用システムと労働組合：今後の展望【スライド19】 

次に、同じＪＩＬ

ＰＴの調査に基づき、

「過半数代表者」の

選出方法を見たのが、

【スライド19】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に」、「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。 

 

Ⅴ－４．雇用システムと労働組合：今後の展望【スライド20】 

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

【スライド19】
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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、どうもフィ

クション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、今でも労働基準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」とい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

参加してほしいとも思っています。 
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おわりに――再び考える「労働政策の基軸」【スライド21】 

2007年12月21日の労働政策審議会において「労働政策の基軸」という建議を行いました。

私が会長をさせていただき、本シンクタンクの古賀理事長が当時、連合事務局長として労

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、ガイドライ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、労使の取り

組み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

私の主要な関心事です。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。 
【スライド21】 
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【塾生Ａ】――――――――――――――― 

本日のご講演の中で、先生は内部労働市場と外部労働市場という構造を構築した上で、

準内部労働市場という形で、企業グループを想定されていたと思います。そこを一つの突

破口として、外部労働市場との接合の軸に使われるという趣旨のお話もあったと思います。

例えば、企業グループの内部での人事異動や配転というのは一方で重要になってくると思

いますが、近年ですと企業のほうがそもそも企業グループをつくらない。少し不正確です

が、外部委託のような形で自営業化を進めることによって労働法の回避を図るという動き

もあるように思われます。そうすると、接合として出てくるこの準内部労働市場というの

は、どのくらいに射程、企業グループも含むのか、そうした実質的には企業の影響力は及

ぶんだけれども、自営業のような非労働者化政策も含んだものなのかということをお教え

いただければと思います。 

 

【菅野教授】―――――――――――――― 

準内部労働市場が内部労働市場と外部労働市場をつなぐ主要な手段になるとは思いませ

ん。企業グループで、出向やこの頃は転籍も増えているようですが、連結あるいは非連結

を問わず、企業の中で、人材を融通し合うような、あるいは主要企業からの排出先にする

ことだけを進めるのは、外部労働市場の整備と言えないと思うんです。申し上げたかった

のは、やはり内部労働市場が強固である日本については、それに即したやり方を色々と考

えないと機能しないのではないか。そういう日本的な人材移動の仕方を、既存のものを含

めていかに考えていくかというようコンテクストで申し上げたところです。 

 

【塾生Ｂ】――――――――――――――― 

雇用社会の中で、９割の人たちが被雇用者ですが、今後、じりじりと７割ぐらいになる

可能性を述べていただいたのですが。 

 

【菅野教授】―――――――――――――― 

被雇用者の割合は、もっと縮小して６割や、もっと少なくなるかもしれません。私が雇

用社会の本を書いたときは、８割ぐらいでしたが、その頃は、商店主とか、まだ農業をす

る人もいました。そういう昔からの自営業者が多かったと思うのですが、後継者不足等で

減少しました。今後、起業なんかが増えれば、そういう個人形態の就労増えますし、企業

が企業内のいろんなサービスを外注化していけば、個人の自営業者も増えます。それは、

意 見 交 換 
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企業や産業の形態に関する予測だから、その辺は、私はよく分からない。ただ、言いたい

ことは、フリーランスとか、個人自営業者が雇用労働者を凌駕する程に増加するというの

は、少し日本の社会では考えにくいということです。 

 

【塾生Ｃ】――――――――――――――― 

これも雇用類似の働き方が今後問題になると感じています。私の所属する産別では、そ

ういう方々に対する労働組合の受け皿を作っていこうとしていますが、なかなか難しい状

況です。労働組合としてどう対峙していくか、どう対応していくかというのは非常に悩ん

でいる部分です。 

 

【菅野教授】―――――――――――――― 

労働法制においては、労働者の概念というのは、労働組合に入れる労働者と労働基準法

とか労働契約法の適用を受ける労働者とか、いろいろあるわけですが、労働組合法の労働

者の概念は、判例上も使用従属関係（指揮命令関係）が弱くてもいいなど、労働基準法よ

りもかなり広くなっていて、労働者として保護される人の範囲はかなり広い。ケース・バ

イ・ケースで選別して、労働基準法上労働者でないという扱いをされる就労者でも、労組

法上は労働者であるとされる人々がかなりあります。もう一つは、労働組合法上の労働組

合の定義を見ますと、「主として労働者が組織する団体」となっていますので、主として労

働者で組織していれば労働者以外の人も入れるのです。したがって、労働組合の運動論と

しては、あいまいな人たちは入れてしまったらどうですか。それらの人々は労働者である

という前提で入れる。しかし、結果として、ここからは労働者性の基準を満たしていない

から労働者じゃないよといわれても、「主として労働者によって組織している」から労働組

合だということで、団体交渉をして、実際上、労働者でないとされそうな人々についても

なにか獲得していくというような方向でやればよいのではないか。なお、私が中労委の会

長の時に、労働組合法上の労働者について判断基準を作り、それが 高裁で承認されまし

たが、それで作り上げた基準の眼目は、それらの人々の契約条件が定型的に定められるも

のであって、団体交渉になじむものかどうか、ということでした。 
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