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特集論文（『社会分析』37 号, 2010, 7～26 頁） 

脱工業化社会と雇用のセーフティネット 

－非正規労働の増加と成果主義の導入－ 

佐々木 武夫 

1. はじめに 問題の所在

 この報告の目的は、先進諸国で進行している企業システム・労働市場及び働き方

の変化に注目し、その変化の中から生まれてきた雇用の「外注化」と「戦力化」現

象の動向を検討することにある。企業システム・労働市場の変化の背景には、グロ

ーバリゼーションや情報通信技術の発達、規制緩和の進行などの進展がある。その

変化の加速化と規制緩和による枠組みの喪失化は、経営環境の「不確実性」を増大

させ、企業経営はこの環境変化への「対応の迅速性」を要求されるようになった。

まず、非正規社員層の増加による雇用の「多様化」と「外注化」とが進展した。こ

の結果、正規職と非正規職間の所得格差の拡大が注目されるようになった。他方、

ホワイトカラー層では、中高年の「戦力化」とサービス業現場監督者の「権限喪失

化」が進行した。「戦力化」とは、成果主義の導入による中間管理職の「戦力化」

であり、「権限喪失化」とはサービス業現場管理層に見られる「名ばかり管理職」

の増加と、そこにおける管理層の「権限喪失」のことである。ホワイトカラー層で

「戦力化」と「権限喪失化」の両極化が進行した。

この脱工業社会化の変化の中で、雇用の安定と累積的な改革、市場と組織との中

間組織による効率化を特徴としてきた、日本的経営はどう適応し変化しつつあるの

かを考察したい。「戦力化」や「外注化」の進展は、労働力構成の「多様化」に対

応するものである。どうすれば雇用の「外注化」や「戦力化」の中で、そのメリッ

トを生かし、デメリットの弊害をより抑制することが可能であるのか。雇用の領域

における組織と市場のベストミックスを考察する作業である。本稿の守備範囲は、
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雇用の領域における新しい動向の現状分析に置かれるが、「戦力化」と「外注化」

が進展すればするほど、人材育成とセーフティネット制度づくりの強化が必要であ

ると考えたい。本稿は、このテーマに向けての研究作業の一歩である。 

1990 年代初頭から現在まで、日本の産業社会は、「失われた 10 年」1) あるいは

「失われた 20 年」2) と呼ばれる「長期の不況・停滞期」を経験してきた。景気が

回復したかと思えばまた突然、不況が深刻化するといったパターンを 3 回も繰り返

してきた。1 回目はアジア経済危機、2 回目はアメリカの IT バブル不況、3 回目は

サブプライム不況であった。現在、ここ 20 年続いてきた金融資本主義化あるいは

株主資本主義化が一つの転機に直面している。近年の派遣労働者の増加と突然の解

雇や名ばかり管理職の問題は、雇用の領域におけるこの株主資本主義化の帰結とし

て注目された。 

 本稿では、まず、先行研究あるいは先行事例として、1980 年代以降のアメリカ

での企業システム及び労働市場の変化と「働き方」の変化に注目したい。第 2 節で

は、その中で新しい株主資本主義化の動向が生まれ、それは所得格差の拡大を伴っ

ていた点に言及したい。第 3 節では、具体的に日本における非正規雇用の増大と派

遣労働の拡大の動向をデータに基づいて確認するとともに、増加した非正規労働力

の特徴を検討することで雇用の「外注化」を考察したい。第 4 節では、日本におけ

るホワイトカラー層の両極化を、成果主義の導入と「名ばかり管理職」の事例を検

討することで、「戦力化」の動向を考察したい。 

 

2. グローバリゼーション、労働市場および働き方の変化 

 グローバリゼーションを、「冷戦終結後、市場経済が世界的に拡大し、生産の国

際化が進み、資金や人や資源や技術などの生産要素が国境を越えて移動し、貿易も

大きく伸び、各国経済の開放体制と世界経済の統合化が進む現象」3) であると考え

ておきたい。社会主義体制の崩壊と情報技術の発展が契機となった生活世界の拡大

である。第二次世界大戦後の世界秩序の一翼を担ってきた社会主義経済体制が崩壊

し、この地域に市場経済が波及していき、ヒト、モノ、カネ、情報の諸要素が国境

を越えて移動する時代になった。そしてこの変化を、技術的に支えたのが情報通信

技術の発展であり、その影響は生産、流通・貿易、サービスという広い範囲に及ん

だが、とりわけ金融工学の発達もあって、金融業に応用され、さまざまな投機的商
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品が生み出された。 

 P・オスターマン、T・A・コーキャン、R・M・ロック、M・J・ピオリらによれ

ば、グローバリゼーションの発祥地アメリカでは、「新しい企業システム」が登場

し、「労働市場の変化」や「働き方の変化」が進展して、ニューディール期に成立

した「旧いシステム」から、ニュー・エコノミーの下での「新しいシステム」へと

変化していった。アメリカの旧いシステムは、次の 5 つの特徴を持っていた4)。(1)

アメリカの経済は大きな国内市場を背景にしているので自給自足的であり、国際競

争の影響を受けにくい。(2)労働市場で働いている主力は、家族を扶養する男性の賃

金労働者である。(3)この家計を支える労働者の雇用はフルタイムであり、安定雇用

である。(4)このため同一企業で継続して長期間働こうとする労働者が多い。(5)ニ

ューディール期と戦後期に発展したこの社会契約は、一般的に、生産性の向上は社

会の繁栄をもたらし、労働者の賃金と所得はしだいに増加していくというイメージ

を共有していた。 

 近年のアメリカの「労働市場」では、これらの前提の全てが、大きく崩壊し、新

しいシステムへと移行していった。「新しいシステム」は、次のような特徴を持っ

ている。(1)アメリカの経済はグローバル経済の一部となり、日本を始め、世界の経

済における競争圧力の下にある。(2)女性の就業率が上がり、世帯所得の欠くことが

できない構成要素となってきた。(3)労働力の女性化が進み、「働き方」の選択はよ

り「多様化」した。また、労働人生を 1 つの企業で過ごすとは決まらなくなってき

た。(4)企業は、技術や市場の動向により、また、金融市場からの圧力により、繁栄

期であっても労働者をレイオフするようになった。この中で、労働者は自らのスキ

ル基盤を拡大し、キャリア形成をはかり、企業間を移動せざるをえなくなってきた。

(5)企業は、従業員の長期雇用に責任を持ちにくくなっている。企業は絶えず変化し、

M&A や企業分割で姿を変える。 

 また、ロバート・B・ライシュは、このような労働市場の変化に対応しつつ、1990

年代初頭のアメリカでは、競争的な立場の異なる 3 つの職業区分が生まれつつある

と指摘した5)。3 つの職業区分とは、(1)「ルーティン生産」、(2)「対人・サービス」、

(3)「シンボリック・アナリスト」の各々である。 

 「ルーティン生産」は、これまでの大量生産企業を特徴づける職業である。何度

も同じことを繰り返すことによって、 終製品を生産してきた。その中心はブルー
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カラーと呼ばれる労働者であるが、ハイテクの世界においても、パンチャーや、ル

ーティン・コードの作成、保守作業などルーティン生産に分類される低所得の仕事

は多い。賃金は、労働時間や仕事量によって決定される。基本的な能力として、信

頼性、忠誠心、そして対応能力などが求められる。1990 年頃の時点で、ルーティ

ン生産労働は、アメリカの雇用の 4 分の 1 を構成しているが、その労働は減少傾向

にあると考えられた。 

 「対人サービス」は人間を対象とするサービスである。対人サービス業の給与も、

労働時間と仕事量において決定される。作業は、直接人間に働きかけるものではあ

るものの、全体としてはそれほどの専門性を必要としない単純な繰り返し作業であ

ることが多い。小売業店員、ウエートレス、ホテル従業員、銀行の窓口、介護職、

家事サービス、タクシー運転手、美容師、販売営業、スチュワーデス、警備員など

が入る。基本的な能力として、時間への正確さ、信頼、素直であることなどの能力

の他に、相手に好感を与え、相手に親切に対応しうる能力が要求される。1990 年

頃の時点で、対人サービス労働は、アメリカの雇用の 30％を占めており、なお増

加の傾向にある。 

「シンボリック・アナリスト」とは、問題解決、問題発見、戦略的仲介・媒介な

どの作業に従事する労働者である。その特徴は、シンボル、すなわちデータや言語、

音声による説得、映像表現によるシンボルを操作する能力にある。賃金は、労働時

間や仕事量によるよりも、仕事の独創性、アイデア、問題解決の早さなどによって

決まる。研究者、設計技術者、生物工学技術者、投資家、法律家、各種のコンサル

タント業、マーケティング専門家、映画監督、作家、ジャーナリスト、テレビのプ

ロデユーサー、大学教授などが入ると考えられた。 

渡辺聰子・A. Giddens、今田高俊らは、少し違った角度から、モチベーションに

注目して、新しい｢働き方」の特徴を検討した。この新しい企業システムで機能す

るモチベーションの特徴を「職階的成果主義」6) と呼んだ。企業組織での｢働き方」

は、大きく「幹部経営者」、「ゴールドカラー」、「ブルーカラーおよびホワイト

カラー下級職・サービス業雇用者」、「フレックス雇用者」の 4 グループに分かれ、

それぞれに異なるモチベーション管理が適用されると指摘した。「幹部経営者」と

「ゴールドカラー」はアングロ・サクソン型の成果主義、「ブルーカラーおよびホ

ワイトカラー下級職・サービス業雇用者」は日本型のモチベーション管理が適合的
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であり、経営組織は両方の管理方式を含むという意味で、「ハイブリッド型人的資

源政策」となると指摘した。もう少し詳しく説明すると、次のような職階モチベー

ション管理が採用されるハイブリッド・モデルとなる。 

 ①「幹部経営者」：日本型とアングロ・サクソン型の企業統治、それぞれの優れ

た点を取り入れたインセンティブが採用される。②「ゴールドカラー」（管理職・

専門職・起業家・コンサルタント）：組織の活性化と新たな価値の創造に も重要

な役割を果たすことが期待されるグループ。仕事意識のポストモダン化が も顕著

であり、「自己実現至上主義者」である彼らに対しては、戦略的プロセスに参加さ

せ、企画を実現する機会を与え、成果に見合った報酬を与えることによって創造的

能力を発揮させることができる。③「ブルーカラーおよびホワイトカラー下級職・

サービス業雇用者」：雇用の安定、健康・安全管理、仕事の編成や勤務体制におけ

る自由度の拡大、職場の人間関係の満足を重視するインセンティブが採用される。

④「フレックス雇用者」（期間雇用者およびパートタイム雇用者）：個々の雇用者

の置かれているライフ・ステージや経済社会的状況も多様であるが、多くの場合、

雇用の安定、正社員との格差の縮小、正社員への昇格がインセンティブとして採用

される。 

 

3. 株主資本主義化、所得格差と高齢社会の進展 

  ここ 4 半世紀の間、アメリカの産業社会では、グローバル化が進行し、通信技術

の革新と各種の規制緩和が進行した。この中で、大衆投資家と専門経営者に支えら

れた企業システムから、機関投資家と投資ファンドの影響が強まって、経営者と投

資家が手を結ぶ企業経営システムへの変化が進行した。「株主資本主義」としての

側面が強まり、企業システムは、次の様な特徴をもつようになっていった7)。①機

関投資家のシェアが高まり、それらの機関投資家が企業経営に大きな影響力を持つ

ようになった。この結果、投資ファンドが企業のガバナンスへの関与を強め、高利

回りをうたい文句にするヘッジファンドや各種のファンドが登場するようになっ

た。②この株式市場の変化をうけて、経営者の意思決定は、ステイクホルダー（従

業員、経営者、株主、債権者、顧客、消費者、取引業者、地域住民など）の中で、

とりわけ株主のガバナンスが優先されるようになっていった。③またトップ経営層

は、従業員とともに受けとる俸給よりも、ストックオプションによる株式報酬への
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関心が強まり、結果として、短期業績連動型の報酬が一般化していった。 

  この「株主資本主義」の下で、経営者は、配当の増加と株価上昇を可能にする、

経費削減や賃金抑制に関心を強め、不況期ではない平常期においても、不採算部門

の閉鎖や賃金据置きや引き下げ、中間管理層における成果主義賃金の導入、パート

・アルバイト・派遣・嘱託などの非正規労働力の比率の上昇、福利厚生費の節約に

よる経費節約をすすめるようになった。また、この「株主資本主義」は、好況局面

で、金融工学に裏付けられて「リスクの分散とハイリターン」が両立可能とする金

融商品を販売していった。しかし、2008 年のサブプライム債の破綻を契機にして、

この証券化商品やスワップ商品はあっけなく行詰まり、金融市場は機能しなくなり

崩壊した。 

 日本社会では、内需主導による発展をめざしたバブル景気が、不動産価格と債券

市場の高騰で行詰まり、1990 年代に入ると、不況局面へ移行した。その後、「失

われた 10 年」あるいは「失われた 20 年」と呼ばれる「長期の不況・停滞」を経験

することになった。平成のバブル不況が長びくなか、1990 年代末頃からは給与所

得者の平均給与は 9 年連続の減少を記録することになった。また、この時期の前の

バブル好況期には、不動産や債権を始めとする資産格差が拡大していた。この「長

期の不況・停滞」に直面して、高度経済成長期以降の時期に、「一億総中流」社会

と言われてきた日本の階層構造は、2000 年に刊行された佐藤俊樹著「不平等社会

日本」8) にみるように、階層格差や所得格差の拡大が指摘され、母子世帯等の相対

的貧困率の高い社会層が注目されるようになった。 

この指摘以降、社会学では「格差社会論」や階級階層論が関心を集め、格差が拡

大した背景が検討されるようになった。また、山田昌弘は、正社員とフリーターで

は、単なる収入の格差以外に、将来の見通しにおける「確実さ」に格差がでてきて、

仕事や人生に対する意欲の有無などの「希望格差」が大きくなろうとしており、こ

の点が も重要であると指摘した9)。また、SSM データを用いた社会移動の研究に

おいても、(1)身分制の前進的な除去、(2)学歴による選抜システムの確立、(3)基礎

財における平等化＝豊かさの達成、(4)女性の独立した就労の拡大などのテーマをめ

ぐって格差問題が検討されていった10)。 

 ジニ係数や貧困率（年収が全国民の年収の中央値の半分に満たない国民の割合）

に注目した、経済的な格差や不平等の研究が進んだ。1980 年代以後の日本社会の
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格差拡大の傾向を実証して注目されたのが、橘木俊詔による世帯所得格差の研究で

ある。橘木俊詔によれば、「家計調査」によるジニ係数の推移は、1960 年代には

急速に小さな数値に移項しており、このことは日本の所得配分の平等化が進行した

ことを示している。次いで、1970 年代の 2 つの石油危機の期間一時的に悪化した。

ところが 1980 年代に入るとジニ係数は、じりじりと上昇し、バブル景気の一時期

低下したものの、その後も上昇をつづけていることが指摘された11)。また、橘木俊

詔は、現代社会での相対貧困率の持つ意味に注目して、年齢別や世帯別類型に見る

と「母子家庭」や「高齢単身者」、「若年世帯主」の貧困率の高さが注目されると

指摘した。これらの指摘の後、日本社会の格差拡大の動向が注目され、多くの研究

が試みられるようになった。どのような社会現象により、所得格差や資産格差が拡

大したのかが検討されるようになった。 

大竹文雄は、近年の日本のおける所得格差の変化を、ジニ係数に注目して検討す

ると、次の 5 点の傾向が注目されると指摘した。まず近年の主要な 2 つの変化、つ

いで特定の社会層に見られる 3 つの傾向である12)。まず主要な 2 つの変化として、

(1)ジニ係数は、80 年代、90 年代と拡大傾向にあるが、この上昇トレンドの背景は

人口の高齢化の寄与度が大きいと指摘した。(2)もう一つの傾向として世帯と所得の

関係が変化し、これまでのダグラス＝有沢法則が 1980 年代くらいから消滅しつつ

あると指摘した。世帯主の所得が低いと配偶者の就労率が上がり、逆に世帯主の所

得が高いと配偶者の就業率は低かった。これにより、個人ではなく世帯としてみた

とき所得の平準化が見られたが、1980 年頃から、女性の高学歴化と労働力化が進

行するとともに、高所得の男女が配偶者選択をする傾向がうまれ、この世帯構造の

変化に対応して、世帯所得格差は拡大しつつあると指摘した。ついで、特定の社会

層や時代に見られる動向として、(1)中高年層における成果主義の導入と格差の拡

大、(2)長期化する不況の中での賃金抑制がもたらす格差の拡大、(3)非正規職が増

大し、正規職と非正規職の所得格差が注目されるようになった点の 3 点である。 

 

4. 非正規職化の時代と派遣労働の拡大 

 非正規職と派遣労働の増加の動向を、「労働力調査特別調査」（平成 14 年以降

は「労働力調査詳細集計」）により検討したい13)。この期間、雇用者全体では 1985

年の 4259 万人から 2008 年の 5485 万人まで、23 年間に 1226 万人増加している。
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「役員を除く雇用者」に注目すると、このうち「正規の職員・従業員」は、この

23 年間にわずか 28 万人しか増加していない。これに対し、「非正規の職員・従

業員」は 1082 万人増加しており、ここ 4 半世紀の増加分の 97.5%は「非正規職員」

の増加であったと言える。この動向を「正規職員」と「非正規職員」の構成比で

見ると、1985 年には 83.6%対 16.4%であったものが、2008 年には 66.0%対 34.0%

の構成比率に変化している。非正規職は、正規社員の半数を超えるボリュームま

で増加してきたことがわかる。現代の職業チャンスの拡大は、その大部分が「非

正規職」と呼ばれる雇用形態の拡大であった。言い換えれば、労働力の女性化は、

雇用形態の多様化を中核として、まずは非正規職化の時代という働き方の多様化

として定着しつつある。 

 1985 年から 2008 年までの 23 年間における「非正規職」の増加の内訳を見ると、

「パート」が、462 万人増加（増加分の 42.7%)、「アルバイト」が 182 万人増加

（増加分の 16.8%)、「派遣労働者」145 万人（2000 年から新しいカテゴリーとし

て登場し、増加分では 13.4%)、「契約社員・嘱託」及び「その他」154 万人（2001

年から両者が区別された、増加分では 14.2%) であった。「非正規職」増加分の

4 割強は「パート」であった。「アルバイト」は、2001 年頃の 380 万人台がピー

クで、その後やや減少傾向が見られる。 

この時期に、急速に増加したのは、なんといっても「派遣労働者」と「契約社

員・嘱託」である。「派遣労働者」は、2000 年が、数値上ではピークを示してい

るが、145 万人を記録している。2003 年の 46 万人から、2008 年の 145 万人まで、

わずか 5 年間に約 100 万人も増加していることがわかる。同様に、「契約社員・

嘱託」も 2003 年の 226 万人から 2008 年の 310 万人まで、わずか 5 年間で 84 万人

も増加していることがわかる。 

 非正規職の代表である「パート」、「フリーター」（ここでは「アルバイト」

の代わりに）、「派遣スタッフ」の社会属性を、佐藤博樹と小泉清子は、次のよ

うに整理している14)。佐藤らの記述には、近年問題となっている、日雇い派遣や

製造業派遣についての検討がなされていない点はあるものの、それぞれの特徴が、

手際よく簡潔に記述されている。3 つの代表的な非正規職は、次のような特徴を

持つ。 

(1)「パート」 中高年主婦が主力。8 割は既婚者。初職正社員からパートへの経
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路が主流。出産子育て後、パートに従事した人が多い。「時間ができた」・「収

入がいる」が理由で、パートを選んだ制約条件には「子育て」が多い。「通勤」

は徒歩か自転車で 15 分以内、主婦パートは「サービス職・生産工程・労務職・専

門職や技術職」の 4 職種、正社員と同じ仕事をしているが、熟練のレベルは入社

3 年相当程度、フルタイムで働くパートは 1 割強と少ない。特に土、日は休むパ

ートが多い。時給は 1062 円で、年間 130 万円を超えるのはおよそ 2 割に過ぎない。

大部分はそれ以下。 

(2)「フリーター」 フリーターを「19 歳から 34 歳、未婚、アルバイトまたはパ

ートまたはフリーターとして雇用されているもの」と定義される。8 割が中高卒

・専修各種学校卒。中退経験者も多い。一人暮らし可能は 2 割前後で、残りは親

元で生活。「モラトリアム型」、「夢追求型」、「やむを得ず型」がある。「一

度就職したことのあるフリーター」で約 3 割。職種は、｢接客・給仕」「商品販売」

「レジ」「その他のサービス職」などのサービス職が多い。フリーターは、週 5

日・6 日働く者も多く、働き者である。ただ、半数近くは時給 800 円から 950 円。

就業形態には不満である人が相対的に多い。正社員登用制度や教育には関心低い

が、年齢が高くなると男子は正社員を希望する比率が高くなる。 

(3)「派遣スタッフ」 男が 1/3 で女は 2/3 の構成。40 歳未満で未婚者が多い。今

のところ正社員やパート・アルバイトを経て派遣スタッフになった人が多い。や

りたい仕事・職種を選択できるのと、残業が少ない。「事務職」、「サービス職」、

「専門・技術職」が多い。多くが正社員と同じ仕事をしている。雇用期間は「1

年以下」が 4 割、「定めなし」は 4 割。通勤時間の長さと働いている曜日で不満

強い。昇給と賞与の希望も強い。年収は 200 万から 350 万円の層が多いが、200

万円未満も 4 割にのぼる。 

 「正規職」と「非正規職」の増減を対比しつつ、1985 年から 2008 年までの雇

用形態別雇用者数の推移を見たのが図－1 である15)。この期間をほぼ 5 年毎に 4

つの時期に分けると、各時期の「正規従業員」対「非正規従業員」の増減の特徴

を指摘できる。 

(1)「バブル景気：正規と非正規の両方で雇用拡大期」：1985 年から 1990 年ま

での期間は、バブル景気の時代に対応し、不動産と株価の値上がりやリゾートブ

ームの中で好況が維持された時代であった。雇用形態別の労働者数の増減をみる 
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図－１ 正規職と非正規職の増減

1985-1990 バブル景気:正規職と非正規職の雇用拡大期
正規職が145万人増加し、非正規職も226万人増加。

木瀬

1990-1995 バブル崩壊:正規職の過剰雇用と非正規の縮小期
正規職が291万人増加し、非正規職の増加幅は120万人にまで減少。

木瀬

1995-2000 アジア経済危機:正規職の激減期と非正規職の増加
正規職が149万人も減少し、非正規職は272万人まで急回復。

木瀬

2000-2008 バブル不況の長期化と雇用の非正規化の時代
正規職がさらに259万人激減し、非正規職は464万人まで急増

木瀬2000

 

と、正社員も 145 万人増加し、かつ非正規社員も 226 万人増加し、計 371 万人も

雇用が拡大した。「非正規」では「パート・アルバイト」が 211 万人増，「派遣

・契約」が 12 万人増加した。 

 (2)「バブル崩壊：正規の過剰雇用と非正規の縮小期」：1990 年から 1995 年ま

での期間は、いわゆる「バブルが弾けた」バブル崩壊期に対応し、急速に景気が

悪化し、一時景気が回復した時代である。 景気の転換点の判断をやや見誤ったこ

とも反映して、バブル時代の余勢を調整できずに、「正社員」は不況下でも 290

万人ほど増加した。パート・アルバイトの増加幅は、120 万人とほぼ半減を記録

している。結果として「正社員増の時代」となったが、この「過剰雇用」分を抱

えたまま「平成のバブル不況」が幕を開けた。 

 (3)「アジア経済危機：正社員が激減し、非正規の増加」：1997 年のアジア経済

危機をはさむ 1995 年から 2000 年までの時代は、深刻な不況が長期化していった

時代であった。1997 年末に発生した通貨危機の影響で、タイ、インドネシア、韓

国などの東アジア地域が深刻な通貨危機・不況におそわれ、これが実体経済の不

況に及ぶようになると共に、この地域への投資していた日本の金融機関にも影響
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が及ぶようになった。中国への工場の進出ともあいまって、「正社員」が 149 万

人も激減し，「非正規」は 272 万人へ増加した。 

 (4)「不況の長期化と雇用の非正規化の時代」：2000 年から 2008 年までの期間

は、更に新規の「正社員」採用が落ち込み、「契約・派遣」「その他」などの「非

正規社員」が大幅に増加した時代である。この時代、「正社員」は ますます減少

して 252 万人減を記録した。他方、「非正規」は 464 万人にまで増加した。雇用

の非正規化の時代であったと言える。特に、この時期、非正規のなかでは「派遣

社員」が、33 万人から 145 万人へと急増し、また「契約社員」「嘱託」「その他」

も、162 万人から 449 万人へと急増した。 

 雇用の非正規化の動向の中で注目すべき変化は、「派遣労働」という働き方が、

公認され、普及して、非正規労働の一タイプとして増加・定着してきた点である。

現状では就業者全体に占める派遣労働者の比率はそれほど高いとは言えないもの

の、不安定なテンポラリー労働ともなりうる働き方の一つであり、セーフティネッ

トの充実が課題となっている「働き方」である。 

 派遣労働における「労働者派遣」とは、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関

係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させるこ

とをいい、当該他人とは雇用関係にないもの」と考えておきたい16)。この派遣労働

という「働き方」が生まれ、導入されるようになった社会的背景としては、(1)サー

ビス経済化に伴う職業の専門分化、(2)外注化・下請け化の進行。(3)労働者の意識

の変化の 3 点が指摘される17)。労働者派遣事業等小委員会の座長を務めた高梨昌信

州大教授は、国会での労働者派遣法の制定をめぐる答弁で前述の(3)の労働の意識の

変化について次のように答弁している。「日本的雇用慣行は堅持すべきだと思うが、

この慣行のもとでは、中途入職は大変困難である。派遣事業形態というのは短時間

就業を希望する女性や、高齢者でまだ働けるがフルタイムの労働ではなしにパート

タイムで働きたいというような希望に応えようとする」制度であると答弁している

点を留意しておきたい。 

 まずは、大都市部の女性を中心とする事務労働で、本人が希望する職務や労働期

間は選択できるが、勤め先の移動を伴う労働で比較的高い時給をえられる外注化・

短期間化、下請け化の働き方の一つとしてスタートした18)。1985 年に労働者派遣法

が制定されてから、現在まで約四半世紀が経過して、派遣労働は時代とともに変化
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してきた。その動向は、変化の焦点に従って、4 つの時期に区分できるように思わ

れる。 

 第 1 期は、「業種が 13 に限定されたポジティブリストの時代」である。1985 年

「労働者派遣法」が制定され、翌年の 1986 年「労働者派遣法」が施行され、13 業

務にかぎり、派遣労働が認められことになった。初期の 13 業務としては、①情報

処理システムの開発、②情報処理機器の操作、③通訳・翻訳・速記、④トップ経営

者の秘書、⑤ファイリング、⑥ 新商品の開発や販売計画の作成、⑦財務書類の作

成、⑧外国との貿易事務、⑨産業用機械や自動車の紹介と操作の説明、⑩各種の旅

行サービス事務、⑪ビル等の建築物での清掃業務、⑫建築設備の整備・運転、⑬受

付・案内や駐車場の管理等があり、この 13 業務に限って、派遣労働が認められる

ようになった。 

 第 2 期は、｢指定された業種を除き原則許可のネガティブリストの時代」である。

1999 年「労働者派遣法」が大幅に規制緩和され、翌年から、派遣労働は禁止業種

以外は原則的には自由というネガティブリスト方式での派遣が可能となった。また

この頃までには、派遣の期間も 1 年、3 年と延長されていった。機械設計、放送機

器等操作、放送番組等演出、⑰研究開発、⑱事業実施体制の企画・立案、書籍等の

制作・編集、広告デザイン、インテリアコーディネーター、アナウンサー、テレマ

ーケティング、セールスエンジニアの営業、放送番組等の大道具・小道具などの業

務が区別されて、名称を与えられ、新しく確立しつつある派遣の業務として認知さ

れた。このネガティブリスト方式への変化により、派遣労働は、その範囲と数量を

増していった。 

 第 3 期は、｢製造業派遣が認められるようになった時代」である。2003 年に労働

者派遣法が改正され、翌 2004 年から「物の製造」の分野での派遣が開始され、製

造業での派遣労働がはじめて認められることになった19)。また、派遣労働は、次の

ような 6 つのカテゴリーに分類されるようになった。それぞれ、①専門性が確立し、

「政令で定める 26 業務」、②期間が 1 年に限られる「臨時的・一時的派遣」、③

代替要因としての「出産・育児・介護休業代替派遣」、④一定期間に仕事が終了す

ることが予定されている「プロジェクト型派遣」、⑤通常より相当程度短い日数の

「日数限定業務派遣」、⑥派遣が終了する前に派遣労働者と派遣先との雇用契約が

締結される場合を含む「紹介予定派遣」の各々である。 



－ 19 － 

 

  第 4 期は、「サブプライム・ショックを契機として始まった不況の影響と派遣・

期間社員の非正規職リストラ」の時代である。アメリカの住宅ローンの破綻が、債

券市場の破綻や金融機関の破綻、経済の不況、購買力の低下、ついで自動車販売の

不振、自動車産業の破綻をもたらした。さらには、アメリカに自動車や電機製品を

輸出している日本の自動車産業や家電産業が、大幅な生産調整を迫られることにな

った。トヨタ自動車は、2008 年 11 月翌年度の生産調整による業績の悪化の見通し

を公表するとともに、期間従業員 3000 人の削減計画を発表した。この報道に続い

て派遣労働者や期間労働者の削減予定が発表された。2008 年度末までに多くの非

正規労働者の「雇止め」がおこなわれた。 

 ところで製造業における派遣労働は、2007 年に 長 3 年に延長された（過半数

労組の同意などの一定の条件付き）。このため 2009 年以降には、この派遣労働者

を直接雇用に切り替えるのかどうかの判断を迫られることになる、いわゆる製造業

派遣の「2009 年問題」が発生することが予定されていた20)。折しもこの状況の中で、

2008 年中盤から前述のようなサブプライム問題に直面することになった。 

 2008 年後半からの不況の中で、非正規社員の失業者数は 15.7 万人と急増してい

るのに対し、2009 年の 3 月までの段階で、正社員の失業者数は 9973 人であると指

摘した。小林良暢は、この点を根拠にして、今回の不況の特徴を「非正規リストラ」、

「セーフティネットなきリストラ」であると主張し、正規・非正規の壁をなくすこ

とこそ労働市場改革の課題であると指摘した21)。この段階までという限定付きでは

あるが、非正規労働者の失業者は、正規労働者の失業者の 15 倍に達している。今

回の不況で、非正規労働者は、まっ先に、解雇されることになった。 

 図－1 にみるようにバブル不況の初期の 2001 年から 2002 年にかけての雇用調整

では、正社員を中心とする雇用調整が行われた。このため失業者の大部分は雇用保

険を受給することができた。これに対し、今回の雇用調整は、派遣労働者や期間労

働者などの非正規労働者から開始されたため、その対象者は雇用保険のセーフティ

ネットを利用できない、あるいは、利用しづらい状況に置かれていた。2008 年末

のリストラでは、「雇止め」された直後に従業員寮を追い出され、ホームレス化し

た労働者の「年越し派遣村」が社会問題化した。 

 この点の改革が求められ、2009 年 4 月から次のような非正規労働者に対するセ

ーフティネットの強化、及び離職者に対する再就職支援の強化が実施された。①非
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正規労働者に対するセーフティネット機能の強化(雇用保険の受給資格要件を緩和

し、被保険者期間を 12 ヶ月から 6 ヶ月に。給付日数を解雇等による離職者並みに

認定）、②再就職が困難な場合の支援の強化（給付日数を 60 日延長）、③安定し

た再就職へのインセンティブ強化（早期の再就職者に対し「再就職手当」の支給基

準の緩和・給付率の引き上げ、「常用就職支度手当」の対象範囲の拡大と給付率の

引き上げ）、④育児休業給付の見直し、⑤雇用保険料率の引き下げなどのセーフテ

ィネットの強化が行われることになった。 

 雇用の「多様化」と「外注化」は、今後とも続く可能性が高い。このばあい 2 つ

のタイプのセーフティネットの充実（「第 1 のセーフティネット」＝「雇用保険」、

「第 2 のセーフティネット」＝「能力開発手当」）が望まれる。さらには、正規雇

用と非正規雇用の賃金格差や能力開発に対するアクセスの障壁を低くするための

制度の導入が望まれる22)。 

 

5. ホワイトカラーの両極化と成果主義 

労働力の女性化、労働力人口の高齢化、外国人労働力の活用などの要請は、雇用

の「多様化」を進展させ、この雇用の多様化は雇用の「外注化」を促し、他方で効

率化の要請はホワイトカラー層の「戦力化」と「機能喪失」を強めていった。結果

として、ホワイトカラー層の両極化が進行していった。ライシュは、この社会階層

の分化を「シンボル・アナリスト」と「対人サービス」の分化として指摘し23)、R

・E・ケリーや渡辺・ギデンス・今田らは「ゴールドカラー」と「ホワイトカラー

下級職およびサービス業雇用者」の分化24) として整理して見せた。それぞれの前

者は、高度な専門技術を持つグループであり、給与は労働時間や仕事量よりも、仕

事の独創性や専門能力によって決定される特徴をもち、後者は人間を対象とするル

ーティン作業であり、給与が労働時間と仕事量によって決定される特徴を持つ。 

ここでは、日本の大企業を中心に取り組まれてきたホワイトカラー上層への成果

主義の導入や個別管理の強化としての「戦力化」が進展し、他方でサービス産業下

級管理層で「名ばかり管理職」と呼ばれた「権限喪失」の過程が進展した。まず、

「戦力化」の事例として、ホワイトカラー層を対象とした成果主義の導入について

考察してみたい。成果主義についてのこれまでの研究を、次の 3 点に注目して検討

したい。 
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(1)「成果主義」概念の定義。成果主義をめぐる論議のわかりにくさは、その概念

の定義の多様性にある。特に、「仕事を切り回し額に汗して働いている個人がより

高い賃金がもらえ、あまり働かないで楽をしている個人はより低い賃金で納得する

ようにすること」が、｢成果主義」であると単純に考え易い点である。もちろん、

この定義は、誰もが肯定すべき近代的な achievement 原則であると言える。しかし、

近年の成果主義をめぐる論議の背景にある現実は、もう少し具体的でかつ複雑であ

る。まず、今回の「成果主義」の導入は、「20 年にも及ぶ不況」、「人口構成の

高齢化」、「グローバリゼーションの影響」の中で選択された人事戦略であった。

経営環境の不確実性が増大し、企業は意思決定の「迅速性」が求められることにな

った。しかも、アメリカからは非関税障壁の撤廃圧力、中国や新しい発展途上国か

らは価格引き下げ圧力と技術力のキャッチアップという展開の中で選択された経

営戦略であり、コストの節約策であった。斯くの如く厳しい経営環境なのだから、

「賃金原資」を切り詰め、有効に利用したいので、配分法を改定したいというのが、

今回の成果主義導入の出発点であった。 

(2)先行研究の研究成果を検討するため笹島芳雄の定義を引用し、それにそって研

究成果を整理しておきたい25)。まず、「職能資格制度」を特徴とする「能力主義」

と、「個々の従業員の業績や実績に応じて処遇する制度」である「成果主義」とを

区別しておきたい。能力には「保有能力」と「発揮能力」の 2 種類がある。「保有

能力」とは、個々の従業員の職務遂行能力のことであり、職業遂行能力であると考

えておきたい。「発揮能力」とは、個々の従業員の職務遂行の結果として達成され

た職務実績のことであり、業績とか成果であると考えておきたい。前者は能力主義

に対応し、後者は成果主義に対応している。 

次いで、図－2 にあるように、「年功主義」と「能力主義」と「成果主義」を理

解するための分析軸として、「処遇格差」の大小、「個人成果を処遇に反映するタ

イムスパン」の長短の 2 つの軸を考えたい。つまり、成果主義、能力主義、および

年功主義の相違点は、「個人成果を処遇に反映する時期が短期的か長期的か、また

処遇格差が大きいか小さいのかで区別」することができる26)。 

 ここまでは、それほど難しくないはずである。問題は、図－2 のように図式化し

た時、まず、「どの程度の賃金格差」を設定することが望ましいのかを検討し、経

験的知識を蓄積する必要がある。ついで、「個人成果を処遇に反映するタイムスパ
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ン」を、どのくらいの短さにすることが望ましいのかを検討する必要があろう。ま

た、産業や企業別で、どの程度に設定すべきなのかを検討する必要もある。27) 

図－２ 成果主義・能力主義・年功主義

成果主義

能力主義

年功主義

個人成果を処遇に反映するタイムスパン

処
遇
格
差

（短期決済型）

（中期決済型）

(長期決済型）

大

小

長期短期

笹島芳雄『成果主義 人事・賃金 V 』 p1 7より引用

 

 (3)「成果主義」は、紆余曲折を経つつも、能力主義的なものから成果主義的な

賃金制度へと移行しつつある。集団主義的な管理から、個別で個人主義的な管理

へと移行しつつあるといえる。今野浩一郎によれば、この賃金制度の変化は、経

営側が必要とする変化と、労働者側が要求する変化があり、制度は双方の相互作

用や妥協の中で形成される
28)
。まず、経営側は、不確実性の大きい市場環境の下

で、これまでのように社員の勤続と能力開発を促したとしても、「開発された能

力を生かす仕事は、必ずしも存在するとは限らない」、「生かす仕事があったと

しても，想定されるような成果が上がるとは限らない」ということが起きやすく

なる。このため能力開発を支えようとする賃金とそのアウトプットである成果（業

績）との関連づけが不確実となる。ルーチンワークではないので、働き方を労働

時間や仕事量でコントロールすることは困難であり、「仕事の結果」から評価し、

賃金を支払いたいと考えるようになる。 

他方、労働者側も「働き方」と賃金の変化を求める。伝統的な人事制度の下で、

世帯主として働く男性社員は、安定雇用と程度ライフコースに即した賃金を期待
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してきた。能力主義の年功制度的運用はこの要求に対応するものである。ところ

が、近年、労働力の女性化や雇用の非正規化が進み、働き方は「多様化」せざる

をえず、学歴や勤続年数等の背景が多様な社員からは、公正な賃金の支払いを求

める声が強くなっている。非正規社員の業務が、企業のコア業務に近い職務を担

当するようになれば、雇用形態の差違を賃金支払額の差違に帰することは困難に

なる。年功的な制度から、「働き方の多様化」に強い賃金制度へと転換していく

必要がある。ホワイトカラーへの成果主義の導入、仕事と成果に基づく｢働き方」

への変化はその途についたばかりである。ただ、今回の「成果主義」の導入は、

初から、結果を出せばそれに応じて青空天井で成果に応じた賃金を出すという

分かり易い「成果主義」ではなかったし、多くの企業で深刻な経営構造改革の中

で模索された。 

企業側は、その背景と必要性を分かり易く説明した企業ほど、成果主義の導入

がスムースに進んだように思われる。 

後に、ホワイトカラー下級職あるいはサービス業雇用者の管理職における実

質的な「管理権限の喪失」が明らかになった事例として、「名ばかり管理職」の

問題に言及しておきたい。2008 年 1 月 28 日東京地裁は、日本マクドナルドの店

長が未払い残業代など約 1350 万円の支払いを求めた訴訟で、店長の職務内容は管

理職とは言えないと述べ、同社に 757 万円の残業代の支払いを命じた29)。 外食チ

ェーンや小売業店で、店長を管理職としている企業は多く、これらの企業の中に

は 24 時間営業をしている店舗も多い。管理職とされた店長は、残業手当がつかず

に長時間労働に従事することが多い。日本マクドナルドは、判決直後には、会社

の主張は正しかったとして控訴を考えるとしていたが、約 1 年 2 ヶ月後の 2009

年 3 月一審判決を同社が事実上受け入れて原告の店長が管理職に該当しないこと

を認めた上で約 1000 万円の和解金を支払うことになった。 

 この判決の中で、東京地裁は「管理監督者」(労働基準法上の｢管理職」）の定

義として次の 3 つの条件を挙げている。(1)経営や労務管理について経営者と一体

的な立場なのか、(2)勤務時間に自由裁量があるのか、(3)職務の重要性に見合う手

当が支給されているのか。これらの 3 条件すべて満たせば「管理監督者」すなわ

ち管理職に該当すると判定されることになる。原告はアルバイトの採用など一定

の権限があるが、「権限は店舗内に限られ、経営方針の決定には関与していない」、
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「年収なども管理職の待遇としては不十分」として、労働基準法の対象外となる

管理職には当たらないと判断された. 

確かに、ある居酒屋チェーンが経営するカフェチェーンでは、高校を卒業した

新入社員を、入社 3 日目に、研修も実施することなく店長に任命している。この

ようなケースでは、残業代の支払いの無いのはもちろん、過労につながる長時間

労働をせざるをいないケースが多い。このカフェチェーンの場合、月 60 時間以上

残業をしても、残業代はなし。逆に，朝タイムカードを打ち忘れると時給計算で

給料から天引きされた30)。今後とも「名ばかり管理職」の厳格な運用と、長時間

労働の規制とが期待される。 
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