
日本の雇用制度は、20世紀後半にこの国
が実現した目覚ましい経済成長におい

て、中心的な役割を果たしました。この雇用
制度を支えた三つの柱は、終身雇用、年功序
列賃金、そして企業別労働組合です。加えて
後に四つ目の柱となったのが、タテ型の人間関
係と相互的な義務、および合意にもとづく意
思決定を基礎とした、社内共同体意識でした。
下記のような伝統的な雇用制度は、今な

お多くの人々から理想的だと考えられていま
す。しかしながら現在の日本では、困難な経
済環境のもと、雇用パターンは著しく変化し
ています。長い間日本型経営の砦と考えられ
てきた大企業の間ですら、伝統的慣行を厳格
に守っている組織は次第にまれになってきて
います。

伝統的な雇用制度

日本の企業は一般に中・高、あるいは大
学の新卒者を直ちに採用し、その際、基本的
能力さえあれば、その職種に必要な特定の技
量を身につけているかどうかは問いませんで
した。その理由は、第二次世界大戦後の日本
の企業では、大量生産方式が急速に確立した
からです。企業は従業員を訓練するのに、実
地体験を積ませ、また、新入社員教育や社内
訓練に投資します。当然ながら、新入社員が
仕事を覚えるまでには数年かかります。その
見返りとして社員は、定年（通常 60歳）ま
で同じ企業で働くことを期待されます。社員
は定年に達すれば、退職金と企業年金を受け
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取ります。企業の経営が行き詰まっても、正
社員が解雇されるのは最後の手段としての
みです。
賃金の上昇と昇進は、まず何よりその社

員の年齢と、企業における勤続年数をもとに
決められます。この年功序列賃金制度は、全
社員に対し、企業内におけるキャリアの全期
間を通じて安定した雇用を保障するものと
して考案され、終身雇用という日本型経営の
際立った特質と密接に連動しています。
典型的な日本の企業は福利厚生にも力を

入れ、社員が社内運動会や社員旅行などのレ
クリエーションや余暇活動を楽しめるよう
にしています。社員はスポーツや読書、囲碁・
将棋といった趣味のクラブにも参加できま
す。そのほかにも企業は、基本給とは別に各
種の特別手当を支給し、社宅や独身寮、保健・

大手スーパーの入社式
日本では、3月と 4月に新
卒の学生を直ちに採用す
るのが慣行となっている
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福祉サービスも提供します。
終身雇用制度の枠組みの中で、労働者は

一般に、自分自身と家族の利益にかなうと考
えて企業に忠誠を誓いました。さらに彼らは、
家族生活や自分自身の個人としての生活より
も企業の判断を優先させます。支店や関連企
業への転勤はきわめて一般的で、この場合、
家族が地元に残ることを希望したり、子供の
転校を避けたいと考えれば、社員のみが家族
を残して単身赴任することも多くあります。
とはいえ、戦後の急速な経済成長期でも、

すべての職場がこの制度を採っていたわけで
はありません。これは主として大企業労働者
と公務員について当てはまり、小規模な企業
の労働者は、このような特典や職の安定をほ
とんど受けてはいませんでした。

労働人口と労働時間

2001年現在、6,410万人の 15歳以上の日
本人が報酬を伴う仕事に就いており、このう
ち 59.0パーセントが男性でした。国勢調査
の統計値に従って産業分類ごとの内訳を見る
と、2000年は、5.0パーセントが第一次産業、
29.5パーセントが第二次産業、64.3パーセン
トが第三次産業に就いていました。総務省に
よれば、2001年には 3,400万人が完全失業状
態で、これは同年の労働力全体の 5.0パーセ
ントに当たりました。
労働力の分布は、他の先進工業国と同様

のパターンです。農業その他の第一次産業で
は雇用は減っており、サービス業その他の第
三次産業では増えています。第一次産業に従
事する労働者は 1960年には労働人口全体の
32.7パーセントであったのが、2000年には 5.0
パーセントに減少しました。同じ期間に、第
三次産業労働者は 38.2パーセントから 64.3
パーセントへと増加しています。日本の労働
人口の大部分は給与所得者で、2002年には労
働人口全体の 84.2パーセントを占めました。
政府は、労働時間の短縮こそが日本人の

生活の質の向上にとって最重要であると宣言
しました。労働基準法の見直しが行われ、週

5日制が広まり、祝日が日曜に重なった場合
の振替休日制の導入等の施策で、労働時間の
短縮が進みました。年間労働時間は 1985年
には 2,110時間でしたが、2002年には 1,837
時間に留まりました。

女性労働力

2001年に、女性は労働力全体の 41パーセ
ントを占めました。1986年に男女雇用機会
均等法が施行され、1997年に同法の改正で 
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さらに募集、採用、配置、昇進における差別
的取り扱いが禁止されました。こうした施策
にもかかわらず、女性労働者の平均月給は、
2002年時点で男性の 66.5パーセントに留
まっており、また大企業の管理職レベルは依
然として男性がほとんどを占めています。近
年、男女の賃金格差は、ある新しい傾向のた
めにさらに悪化しています。それは、大企業
がコスト削減のため、従来は年長で比較的高
給の女性従業員が果たしていた事務機能を、
次第に低賃金・パートタイムの臨時労働者に
回すようになっていることです。
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もう一つの要素としては、諸外国と比較し
て、企業内の賃金差が、管理職とホワイトカ
ラー・ブルーカラーの従業員の間でもかなり
少ないということが挙げられます。
緊密なチームワークは、製造業では品質

管理を高めるのにも役立ちます。安定した職
場が保障されている労働者は互いに協力し
て働き、経営者に現場からの提案を伝えるこ
ともあります。企業の利益が公平に分配され
る点も、品質管理にいっそうの努力を傾ける
大きな動機となります。多くの企業はまた、
従業員が月給の一部を自社株の購入に充て
ることを奨励しており、その結果、従業員は
自社の業績に対して個人的利害があると感
じるようになります。

労働組合

日本のほとんどの労働組合は、産業別で
も職業別でもなく、企業別に組織されてお
り、その加入資格は第一に、単一の企業およ
びその子会社で働く正社員のみに制限され
ています。そして個々の企業内組合は通常、
産業ごとの組合連合、例えば運輸労連（全日
本運輸産業労働組合連合会）などに加盟して
おり、さらにそうした連合は、全国規模で産
業を横断する連合組織に加盟しています。そ
れらの中で最大のものは、連合（日本労働組
合総連合会）です。連合は 1989年に設立さ
れ、2002年 6月の加入者数は 683万人となっ
ています。
日本には 6万 5,000以上の組合があります

が、現在、労働者の約 5人に 1人しか組合に
加入していません（1975年は 35パーセント
でした）。この低下の原因は、一つには、組
合組織率が高い傾向のある製造業で就労者
の割合が減っていること、またもう一つは、
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1992年に導入された育児休業制度は、女
性の利用者数が次第に増えていることに示さ
れるように、いくらかの成果をあげています。
しかし、働きながら子供を持つことを希望す
る女性のため、労働環境や育児支援制度を改
善するには、なすべきことはまだまだ多くあ
ります。この問題は近年ますます関心を引く
ようになってきましたが、それは、日本社会
の急速な高齢化を懸念して、女性がもっと多
くの子供を産むよう政府が奨励策を探るよう
になったためです。

賃金体系

日本の賃金体系は、伝統的には年功序列
制度と密接な関係がありました。賃金を決め
る際に重要となるのは、今でも多くの場合、
労働者の勤続期間です。給与所得者は通常、
毎月の給料と、年 2回、夏と冬の特別賞与を
受け取ります。特に大企業では、このボーナ
ス制度が重要な役割を持ちます。2002年に
は、ボーナスは年間基本賃金の約 4分の 1の
額でした。
賃金格差について見れば、中小企業正社

員の給料は通常、大企業社員のそれよりも
低額です。2001年 6月の、従業員数 10人か
ら 99人の企業における正社員の平均月給は
28万 7,700円、100人から 999人の企業では
32万 2,900円、1,000人以上の企業では 40万
300円でした。
社会の多様化に伴い、雇用もまた新しい形

を採り入れるようになっています。例えば、
自由契約雇用が一般的になり、外部委託も導
入されるようになりました。このような変化に
対応して、賃金体系も多様化が進んでいます。

労使関係

日本の労使関係は対立を回避しようとし
ます。管理職と労働者の間では時に利害の対
立も起こりますが、日本の企業は家族的な雰
囲気の醸成に努め、合意を促します。日本に
おいて従業員同士が連帯感を持つようになる
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サラリーマン
東京・丸の内のサラリー
マン。丸の内には日本の
多くの大企業本社がある
© Kodansha
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組合加入に関心のない若い労働者が増えてい
ることがあります。
春闘は日本の労使関係における長年の慣

行です。1956年以来、多くの労働組合が毎
年春、ほぼ同時に、労働条件改善の要求を出
します。2003年の春闘では、賃金引き上げ
は前年度比 1.63パーセント増の平均 5,233円
となりました。
もう一つ広く行われている労働慣行は、労

使協議制と呼ばれるもので、そこには日本の
労働者の大多数が関与しています。それは多
様な形態を採りますが、基本的な仕組みは、
従業員と経営者が協議を通じて経営プランを
作成し、給与と賞与のレベルを決定するとい
うものです。これは人間関係を重視するもので、
従業員が企業の活動に全面的に参加している、
という意識を持つのにも役立っています。

変わりつつある雇用

伝統的な日本の雇用制度は、現代的工業
社会を建設するのにふさわしいものでした。
それは、技能の高い安定した人的資源の土台
を製造業に与え、製造業は 1990年に至るま
での経済成長期に、生産を拡大することがで
きました。しかしながら成長期には最適で
あったこの制度の二つの要素、すなわち終身
雇用と年功序列は、1990年代初めのいわゆ
るバブル経済の崩壊後、経済が長期間低迷す
る中で維持しがたいものとなりました。
コスト削減と効率化の要請は、雇用に深

刻な影響を与えています。企業は新卒者の採

用を控え、年長の労働者には「自発的」な早
期退職を勧め、賃金の低い部署への異動や、
リストラの一環としての突然のレイオフす
ら行うようになりました。さらにますます多
くの企業が年功序列制をやめ、成果主義の賃
金体系を採用するようになっています。
たとえどの国であっても、一つの企業に

20年、30年と勤めてきた労働者が、もう一
度労働市場に放出されたとしたら、前の仕事
と同程度の新しい仕事を見つけるのは難し
いでしょう。しかし日本ではなおさら困難で
す。というのも、大企業は中途採用に消極的
だからです。日本では経済の回復に従い、一
部の部門では労働力が余り、別の部門では不
足するという構造的失業が拡大しつつあり
ます。政府が直面している課題の一つは、労
働者が新産業への移動に必要な技量を獲得
できるよう、必要な制度や支援体制を構築す
ることです。
一方、雇用制度の供給サイドでも変化は

起きています。若者は、企業にどれほど忠実
であっても終身雇用は保障されないと知り、
ますます多くの若者が所得の増加や個人的
満足を求め、積極的に転職するようになって
います。

職探し
失業者は政府運営のハ
ローワークで仕事を探す
© Yomiuri Shimbun


