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これからの雇用・労働政策を考える
ワークシェアリングを中心に

菊 池 光 造

今日は、雇用・労働政策全体の中でワークシ

ェアリングを考えるという位置づけにしました。

私は、研究室から問題を考えていますので、皆

さんの立場からすると隔靴掻痒のところがある

と思いますが、皆さんがお考えになる１つの素

材として話を聞いていただきたいと思います。

最近の雇用動向は、申すまでもなく、バブル

が弾けて以降、長期不況の中で、大量のリスト

ラがおこなわれ、失業が増えています。それは

現在も一向に減らない。今年（2000年）春前に

は完全失業率が4.9％、男性だけでみると５％

を越えました。背景には、日本の雇用構造の問

題もありますが、求職者と雇用者との関係から

すると女性の方が失業率が低い。その後、やや

落ち着きをみせたと言いますが、馴らしてみれ

ば4.7％になっています。その要因として、む

ろん中小企業の倒産や大企業の大幅なリストラ

が相次いでいることがあります。しかしそれだ

けでは説明できない要素があって、私は企業の

雇用戦略の変化によって、現在の雇用情勢が生

まれていると考えています。

この厳しい雇用状況をどうするのか。この数

年間、労使交渉の中でも雇用問題、賃金問題が

深刻な交渉課題になってきましたが、一方で経

営サイドも失業率の増加をこのまま見過ごして

いるわけにはいかなくなっています。そのため、

この数年は、中央団体レベルで労使が共同して

政府に雇用政策を要求する形にもなってきまし

た。経営者としても今の状況にどう対応するか

が問われてきています。

そういう中で、ワークシェアリングが次第に

クローズアップされてきています 「ワークシ。

ェアリング」とは「仕事の分かち合い」という

ことです。限定された雇用機会を、働く者の間

でどう分かち合って生活を維持するかが根本で

す。この考え方は、ヨーロッパの労働運動の中

から、雇用問題への対応として知恵を絞って出

てきたものです。

日本でも、比較的早い時期から、労働省でワ

ークシェアリングを問題にしてきました。1990

年に労働省の中にワークシェアリング研究会が

作られ、そこで議論されたことがあります。労

働時間法の制定よって週40時間労働になること

を前提に、労働時間と雇用問題がどう変化する

かが、１つのポイントでした。ところが近年、

社会的に急速にワークシェアリングがクローズ

アップされてきました。１昨年くらいまでは理

念としてのワークシェアリングであって、それ

が具体的にどういう形で可能なのか、どういう

ふうに取り組むべきかは、労働サイドでは詰め
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資料１ グループ別にみた処遇の主な内容

られていませんでした。しかし、雇用情勢に明

確な手が打てない段階で、新しい可能性として

ワークシェアリングが浮上してきたわけです。

経営サイドの雇用政策

ワークシェアリングと雇用ポートフォリオ

昨年１月、春闘を目前に、日経連でワークシ

ェアリングの問題を取り上げたことがあります。

、 、その報告書では 「今次、労使交渉においては

許される総額人件費の中で雇用の安定を最重要

視し、その他の労働条件については労使で柔軟

に対処する 。次がポイントですが 「すなわち」 、

賃金分割をともなうワークシェアリングの考え

方、たとえば１人分の賃金を２人の雇用者で分

け合うという発想の導入や、企業内における多

様な雇用形態、長期雇用の基幹社員だけではな

く、専門能力を活用する有期雇用契約社員、パ

ート労働者という雇用の多様な形態、それを適

切に組み合わせることで、これに対応する」と

言っています。つまり、日経連では、１人分の

仕事を２人で分けて賃金も半分にするという発

想を中心にしてワークシェアリングを考えてい

るわけです。ジョブ・シェアリング（１つの仕

事を２人で分ける）＝ウェイジ・シェアリング

（賃金も２分の１にする 、それがワークシェ）

アリングの中身だとしたうえで、雇用の解決に

はこれも１つのあり方だとしたわけです。

もう１つは、雇用形態の多様化です。今年

（2000年）の春闘を迎えるにあたって、経営サ

イドは、雇用ポートフォリオの考え方を徹底さ

せました。振り返ってみれば、日経連の『新時

代の「日本的経営 （日経連、1995年）では、」』

今までの終身雇用や労使協調など、企業別組合

でやってきた国際的にも知られている日本的労

使関係はもう限界で、大競争時代のこれからは、

日本的経営を作り直しながら21世紀に臨むとし

ています。その新しい雇用の形態として従業員

を「長期蓄積能力活用型グループ 「高度専門」

能力活用型グループ 「雇用柔軟型グループ」」

の３つのカテゴリーに分けて考える（資料１参

照 「長期蓄積能力活用型」とは期間の定めの）。

ない雇用契約、つまり従来型の終身雇用と言わ

れる正規雇用の労働者です。契約上は期間の定

めがなく、定年まで勤め続けることになるわけ

です。対象は管理職、総合職、技能部門の基幹

職です。企業にとってコアな分野の労働力は長

期蓄積能力活用型とする。賃金は従来通りの月

給制、管理部門の年俸制、賞与もポイント制で

業績スライド、退職金や昇進昇格があり、福祉

政策は生涯型の総合福祉政策の対象となります。

「高度専門能力活用型」は、これからの企業
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の従業員には、高度な専門能力や特定の資格、

ノウハウなどをもった人材が必要となる。そう

いう人々を対象に有期で雇用する。専門性の高

い仕事、企画や営業、典型的には工業デザイン

などがあります。すでに10年前、日本の自動車

企業は新車のデザイナーとしてイタリア人を有

期雇用しました。また、財務部門、法務部門で

も、会計事務所から公認会計士をスカウトする。

研究開発部門では、大学の理工学部の教授層を

呼んでくることも考えられます。こうした点を

巡るエピソードを上げますと、ニュースにもな

りましたが、日本のローカルな中企業が発光ダ

イオードで青いレーザー光線を出すことに成功

したという、世界に誇ることのできる技術開発

がありました。その開発は国際競争となってい

たので、世界から引き合いや問い合わせがきま

した。そして、発明をした方は徳島大学の工学

部を出たエンジニアでしたが、今年、日本では

なくアメリカの大学に高給で迎えられました。

日本の企業は、これまでのところ、そういう創

造性のある新技術の開発に、どれほど報いてい

るか。本人の談話では「自分の発明は自分自身

にはメリットとならなかった。したがって、し

たい研究をやらせてくれるところに行く」と言

うことでした。日本では、特殊な高い技能、研

究能力を持っている大学の研究者に、企業サイ

ドがどれくらいオファーしているでしょうか。

しかし、これからは企業の研究者も自覚を持っ

て企業と有期契約を結ぶことになるかもしれな

い。野球ならフリー・エイジェント、自分の能

力を認めるところと契約をする。経営サイドは、

そういう人とは有期契約、つまり年俸制、成果

配分、成功報酬で迎え入れることになります。

３つめの雇用形態として特に注目していただ

きたいのは 「雇用柔軟型グループ」です。有、

期雇用契約ですが、一般職・技術部門・販売部

門のなかでも、パート、アルバイト、臨時等々

でやれるルーティン型の仕事は、柔軟型の雇用

でまかなうと、経営サイドでは位置づけていま

す。時間給制で、賞与は低率、退職金・年金は

ありません。上位職への転換も機会はごく限ら

れています。

この雇用の３分化は、今後の雇用問題を考え

る場合に、是非、頭に入れておいてください。

これが企業の雇用戦略のベースにある。そのう

えで、従来のようにすべての労働者が企業の完

全雇用対象者として位置づけられるのではなく、

３つの雇用形態を組み合わせて考えようとして

います。これが、雇用ポートフォリオの考え方

です。

これによって予測されるのは、今後、コアに

なる「期間の定めのない雇用契約労働者」は数

を絞って、専門的な仕事については特定のノウ

ハウを持った人と「有期雇用契約」を、そして

多くの仕事は第３のパート、アルバイト、臨時

等々の「雇用柔軟型」とし、経営にとってコス

ト負担の少ないところでこなしていく。この３

つの組み合わせを、非常にニュートラルな、ク

ールな言い方ですが「最適雇用ミックス」とし

ています。その意味するところは、企業の従業

員労働者を大きく選別することにあります。

今年１月の日経連の報告書（資料２参照）で

は、労使交渉の課題を掲げ「１．雇用・賃金・

労働時間の総合的検討を 「２．ワークシェア」

リングの検討を－時間給概念も視野に入れて」

という形で「ワークシェアリングとは、一般に、

就労時間を減らし、その分、賃金を下げて雇用

を維持する手法であるとされている」と述べて

います。柔軟なワークシェアリングを考える。

時間給的な考え方を取り入れて労働時間の縮減

に応じて賃金を削減する。これはコアの労働者

にとっても考えられる、と。本来は月給制であ
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資料２ 日経連の雇用に対する考え方
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っても労働時間を縮減する。民間企業の場合は

操業時間、労働時間を縮減すれば賃金もカット

する。資料２では「正規従業員の仕事・価値を

洗い直し、仕事の性格・内容によって時間給管

理が可能なものは時間給賃金とする発想も必要

ではないか 。さらにＳＯＨＯ（SmallOffice」

HomeOffice）など多様な就労形態も考えられ

ています。会社に行って事業所の中で労働する

形態だけではなく、家でコンピュータネットワ

ークを通じて請け負い的に仕事をする。雇用形

態の多様化を組み合わせながら総人件費をいか

に低く抑えるかという工夫をするべきだという

のが、経営サイドの考え方です。

労働運動にみるワークシェアリング

それに対して労働側はどういうふうに考えて

いるか。今、労働運動の中では、ワークシェア

リングが理念だけの段階から、次第に具体化を

考える段階にきています。いくつかの特徴的な

ものをピックアップしますと、１つ注目される

のは、電機連合の考え方だろうと思います。

電機連合：先任権制度の導入

電機連合では、かなり踏み込んでワークシェ

アリングを考えています。昨春、電機連合は

「雇用確保のための社会契約を」という討論素

材を作って、ＪＣの本部に対して提案しました。

現在の雇用情勢に対してどのように対処するか

という観点から 「社会契約的な考え方をとる、

ことができれば、一定期限付きでベアの抑制な

いし凍結も考えることができるのではないか。

あるいは業績回復後に優先的に雇用を保障する

ことを前提とした自動復職条項をつけて、２年

間の時限付きで一時的に職を離れる緊急避難措

置も考えられる」と提起しています。一方では

「時間外労働は法律どおりの年間360時間を厳

守する。時間外の割増率を引き上げて平日50％、

休日100％にする。有給休暇の取得促進を労使

で取り組む」と言っています。

これは面白いところで、時間短縮を要求し残

業を規制して、それによって不足する要員を確

保する。また労働時間の弾力化と、パート労働

者、派遣、契約社員などの雇用の柔軟化で埋め

ていく。結果として雇用の増大になります。さ

らには一歩踏み込んだ形で、限定された期間、

優先的呼び戻しを前提にして一時解雇をするこ

とも容認する。これはアメリカ型の｢先任権制

） 。度(Seniority」の考え方を導入したものです

先任権は先に仕事についた者が優先権を持つシ

ステムです。欧米のブルーカラーの世界では、

先に仕事についている、つまり先任権の高い者

が昇進、昇格については優先されます。雇用調

整が行われる時には、後から入った者が雇用調

整の対象になる。

アメリカはこのルールがはっきりしています。

景気の変動によって企業はかなりドライに一時

解雇を行います。労働組合との協定にしたがっ

て、人員を増やせる段階になったときには先任

権の高い人から呼び戻す。したがって、アメリ

カでは雇用調整が客観的なルールによって行わ

れているので、労使紛争になりにくい。クール

に問題が処理されます。呼び戻す時、必ず戻っ

てくるとは言えません。その間に転職する人も

いる。いずれにしても、そういうシステムを電

機労連は念頭に起きながら問題を考えています。

鉄鋼労連：60歳以上のハーフ勤務

鉄鋼労連では「ハーフ勤務」を統一要求とし

て組み込んでいます。ハーフ勤務の対象は60歳

以上の人です。

定年は法制的に60歳ですが、60歳代前半、65
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歳までは現役で働くのが社会の趨勢となってい

て、政府の政策でもこれに重点が置かれていま

す。それに適合する仕事をどれだけ開発するか

は、日本全体、社会的規模での課題になってく

ると思います。

企業レベルでも鉄鋼の場合、60歳～65歳の間、

従来型のフルタイムではなく、週３日や隔週勤

務とする。鉄鋼の場合、交代制作業の問題もあ

りますので、それとすり合わせながらハーフ勤

務をする。こういう形で一種のワークシェアリ

ングをする考え方を持っています。

自動車産業：時間短縮により従業員削減を回避

自動車産業は、トヨタ１人勝ちで、全体として

は難しい経営状況のため、自動車総連でもワー

クシェアリングを考えないといけない。自動車

総連の草野会長は、ワークシェアリングの類型

として日野自動車工業の例を取り上げています。

日野自動車は、緊急避難措置として、99年６月

から、間接部門に働く55歳以上の約250人を対

象に、１日あたりの所定労働時間を１時間短縮

しました。それに合わせて賃金もカットし、雇

用調整は行わないことになりました。１日の所

定労働時間が７時間55分になるため、１時間分

の賃金削減率は11.7％。制度の実施期間は今年

３月末まででした。日野自動車の労使の間では

これをワークシェアリングとは呼んでいません。

企業の経営改善に必要な固定費の削減のために

考えたとしています。しかしこれによって雇用

を維持することができたのであり、ワークシェ

アリング的なものだと、自動車総連では位置づ

けをしています。このように労働組合でも徐々

に具体レベルに入ってきているのが実態です。

ここで一言ふれておけば、全労連もワークシ

ェアリングで雇用創出を掲げています。緊急雇

用対策としてワークシェアリングにより900万

人の雇用創出を掲げています。ワークシェアリ

ングで900万人は大変だろうと思いますが、い

ずれにしても日本の労働組合も全般的にみてワ

ークシェアリングを視野に置き始めたといえる

でしょう。

先進諸国にみるワークシェアリング

ワークシェアリングについての先進国、ドイ

ツ、フランス、オランダなどの、主としてヨー

ロッパではどういう取り組みをしているかをみ

てみると、ドイツではフォルクスワーゲン社の

事例があります。

ドイツ

93年、フォルクスワーゲンが３万人の従業員削

減という合理化案を提案しました。従業員の３

分の１というかなりの人数です。それを経営者

側が提起し、労働者サイドとすり合わせをしま

した。その結果、時間短縮によって対応するこ

とになったのです。

もともとドイツは労働組合が産業別なので、労

使交渉も産業別に交渉します。個別問題は、産

業別の機械金属労組（ＥＧメタル）という強力

な組合が個別企業の従業員代表組織をバックア

ップして経営協議会で議論をする。

金属産業では、84年の協約で労働時間を40時

間から38.5時間に、給与面の削減なしに時短を

していました。数年前には、ストライキを構え

て時短交渉を行い、週休３日、１日９時間で３

組２交代制、週35時間労働を協約によって決定

しました。ドイツでは自動車産業の交代制は今

まで行われていませんでしたが、ある程度の作

業形態柔軟化を受け入れながら時短を行ってき

たわけです。その分の費用負担は作業のやり方
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の柔軟化や生産性向上によってカバーするとい

う方法で、雇用を増やす取り組みです。

さて、フォルクスワーゲン社は週35時間労働

を93年末に合意し、94年１月から28.8時間に短

縮しました。週４日制勤務です。その代わり時

短分の給与は引き下げる。しかし、収入全体が

下がるのをできるだけ歯止めをかけるために、

諸手当てで調整して月収を維持しています。年

収全体では、時間比例で20％の賃金減になると

ころですが、それを10数％の減収という形で歯

止めをかけました。フォルクスワーゲンでは

「この協定が有効な期間内は経営上の理由によ

る解雇は行わない」という内容の協約が結ばれ

ました。これが狭い意味での、具体的なワーク

シェアリングの姿です。狭義の意味でのワーク

シェアリングは、ミクロ（個別企業）の次元で

存在している仕事を分け合い、収入の減少をど

れだけくい止めるかが、労使のすり合わせによ

って行われていることになります。その意味で

は、いま日経連が主張している考えがそのまま

実行されるといったものではないのです。

フランス

フランスは、政府主導で労働時間短縮をして

います。つまり、立法による社会契約型として

の法定労働時間短縮であり、マクロのワークシ

ェアリングだといえます。

ミッテラン政権時代の1982年、労働法を改正

して、法定労働時間を週40時間から39時間に、

年次有給休暇を４週間から５週間にしました。

ヨーロッパではバカンスが習慣化していて、夏

の間に年次有給休暇が５週間連続してとること

が可能になりました。フランスも失業に悩んで

いたわけですが、この時の改訂は失業解消には

役立たなかったといわれています。

93年暮れには雇用５カ年法ができて、労働時

間短縮を企業レベルで労使交渉し、給与削減を

ともなう15％の時短を行いました。政府も、時

短で10％以上の雇用を増やしたら、企業から徴

収する社会保障の事業主負担分を軽減するとい

う奨励策でバックアップしました。96年にはロ

ビアン法ができました。協定により時短を行っ

ても雇用増が進まないので、さらに要件を緩め

て社会保障費負担の軽減という形で奨励策をと

りました。

98年には第１次オブリ法ができ、今年２月に

発効した第２次オブリ法では、法定労働時間は

39時間から35時間になりました。時短の方法に

ついては企業レベルでの労使交渉で決めなさい。

そして10％以上の時短をやって週労働時間35時

間以下、新規採用６％以上を実現した企業に対

しては、社会保険料の事業主負担を軽減する。

このような具体的な形で取り組みやすい枠組み

を作り、雇用を新しく増やした時は５年間、リ

ストラをせず雇用を維持した場合は３年間、社

会保障費負担を軽減するという方向をとってい

ます。賃金については賃金上昇は抑制しつつも

水準については維持する、とされています。イ

ンターネットでチェックしてみますと、３月時

点で、この枠組みで労働協約を結んだ企業数は

２万8000になっています。適用対象になる労働

者は300万人以上、結果的に18万人分の雇用が

創り出されるか、あるいはリストラをせずに維

持されたとしています。フランスは、現政権の

性格もあって、政府主導によって取り組んでい

ることがわかります。

オランダ

オランダは、注目に値すると思います。近年、

ＥＵ諸国は経済停滞によって高失業率となって

います。かつてオランダも失業率12％でしたが、

近年どんどん下がり、現在4.2％と、アメリカ
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と同じになっています。日本の方が高くなって

しまいました。このように下がった背景には、

オランダ流のワークシェアリングがあります。

オランダは、政労資の合意による社会契約型

でワークシェアリングに取り組んでいます。19

82年に、雇用創出と失業率低下を条件として労

働サイドが賃金抑制に協力するという「ワッセ

ナー合意」を結びました。労働組合サイドにと

っては、かなりの決断、大胆な取り組みです。

当時、オランダ病と言われるほど深刻な経済停

滞があったのですが、雇用を回復するためには

企業収益を改善する必要性があることを組合サ

イドも認め、賃金の抑制に労働サイドが協力す

ることとしました。内容は、85年までの間、賃

金協約の中から生計費スライド条項を削る。つ

まり、自動賃上げを抑制することで協約を結び

ました。これによって、実質賃金は82年から85

年で９％程度減りました。

その一方で、政府は社会保障改革に着手し、

社会保険料の引き下げと減税をしました。実質

賃金は下がりましたが、その影響が及ばないよ

うに、社会保険料の引き下げと減税によって可

処分所得の落ち込みを緩和するという方法で、

政府が労使をバックアップしました。その合意

の一環として、83年から85年の間に、週40時間

から38時間労働への時間短縮をやり、98年には

再びフルタイム労働の労働時間短縮をし、現在

ではオランダの半分の労働者は週36時間労働で

す。

ここで注目していただきたいのは、この間、

パート労働者の問題に労使双方が取り組んで、

パート労働者を均等待遇にしたことです。96年、

政府はパート労働者の均等取り扱いの原則を労

働法に導入しました。フルタイムの労働者とパ

ート労働者は雇用条件で同権化され、パート労

働者は働いた実際の労働時間が少ないだけで、

同じ仕事をしていればフルタイム労働者と全く

同じ率で賃金が支払われる制度となったのです。

パート労働者だから安く雇うということは許さ

れなくなりました。年次有給休暇なども働いた

日数に比例して付与され、年金・健康保険・雇

用保険等々の社会保障面もフルタイム労働者と

の差は働いた実日数の差に比例するだけで、原

則的に全く同じ基準です。労働者は、フルタイ

ムで働くか、短時間働くかを、経営サイドから

強制されるのではなく、自分で自由に選ぶこと

ができる権利を保障する制度ができたわけです。

これは強く我々の関心を惹くところです。

報道によれば、病院の医師で、子どもが生ま

れた時、育児に父親としても積極的に参加した

いと夫の方が週３日労働を選び、妻の方がフル

タイムで働く。介護関係の仕事をしている女性

が、子どもが生まれると同時に短時間労働を選

ぶ。時間に比例して収入が変動するだけで、や

がて子どもが手を離れると、もう１度フルタイ

ムに戻る。それが法的権利として認められてい

るということです。

。オランダでは夫婦２人で1.5人分の労働です

夫婦共に完全フルタイムで働くと時に家庭が犠

牲になる。子どものためにも、家族のふれあい

のためにも、女性だけではなく、夫婦どちらか

が選択して短時間労働にする。驚いたことに、

結果としては、全雇用労働者の４割がパート労

働者となりました。男子のパート労働者の数も

多い。こうした状況は、他のヨーロッパ諸国と

比べて、まして日本と比べて大きく異なってい

ます。男女が均等待遇されているために、自主

的な選択をすることが可能になったわけです。

残業規制と時短によって雇用の創出を

こうしたことをふまえて、今後、日本ではど
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のようにワークシェアリングを考えていけるの

か。

日本の問題点は、大量失業を生みだす一方で、

就業している人たちは益々ハードな労働密度で

長時間労働をしている。この矛盾をどうするか

です。まずはサービス残業をどれだけ減らすの

か。社会生産性本部の調査でも、サービス残業

をやめれば年間90万人以上の雇用増になる。残

業全体を規制したら170万人の雇用増になると

いう結果が出ています。これが即時にできるか

といえば困難ですが、まずは有給休暇の非消化

をなくし、就業している人の過密長時間労働を

できるだけ規制する。過密労働は、本人の健康

だけでなく、家庭生活に影響を及ぼしています。

残業を組み込んだ人員配置や仕事の組み方を改

善し、交代要員を入れてゆとりのもてる仕事の

やり方を追求する。これ自体が結果として雇用

を増やす効果を持つのであり、こうした地味な

取り組みが必要だと思います。

もう１つは、日本では従来、時短をすると残

業が増えて結果的には可処分所得が増える。そ

れを当てにする気持ちが我われの中にあったの

ではないかと思います。それは時短概念の自殺

です。時短が残業増加・収入増加につながると

いう考え方を改め、時間短縮をして仕事をする

仲間を増やす。それは、我われの生活感覚を切

り換えることと結びついてきます。毎年、賃金

が上がり生活が豊かになるということは望まし

いことではあります。しかし、それは右肩上が

りの時代なら可能ですが、今の時代はもう当然

とは考えられなくなっています。これからは、

いささかの収入減には耐え、質素な生活、シン

プルライフを試みながら仲間の働き口を増やす

ことを考えていく。それが日本社会全体として

のワークシェアリングになっていく。高齢社会

の中で年齢の高い人も社会参加しながら働く。

女性も自分の労働の仕方を選択しながら働ける。

こういうことを皆で考えていかねばならないだ

ろうと思います。

労働組合の課題

日本のワークシェアリングをとりまく状況の

特徴は、意外なまでに経営サイドが積極的に考

えていることです。これだけのリストラが行わ

れて大量失業という現実がありますから、経営

サイドとしても何とか対応しないといけないと

いうことがあります。

経営サイドの考え方はジョブ・シェアリング

＝ウェイジ・シェアリング（仕事の分割と賃下

げ）です。そして、多様な雇用形態の組み合わ

せ（雇用ポートフォリオ）によって、いかに労

務コストを削減するかです。ただ日経連も悩ん

でいます。個別企業はかなりの勢いでリストラ

をしている。終身雇用と年功序列型賃金体系で

はだめだと大合唱している。雇用形態について

もドライにポートフォリオ化を進めていこうと

いう動きがある。こうした動きに対して、かつ

ては先頭に立って労働サイドに攻撃をかけてい

た日経連首脳は、今、逆に個別企業の暴走を抑

えようという姿勢をみせています。日経連会長

のトヨタ出身の奥田さんは、昨年「トヨタでは

終身雇用は守る。雇用調整はやらない」と宣言

しました。それによってトヨタはムーディーズ

の格付けが下がりました。グローバル・スタン

ダードからすれば、リストラやドラスティック

な雇用削減をする方が評価されます 「雇用を。

守る」と言うと、企業評価が下がる。しかし

「雇用を守ることが長期的にみてマイナスには

ならない」と奥田氏は反論しています。散見さ

れる日経連のトップ層の論調では「雇用を守る

ことを可能な限りやらねばならない。人間の顔
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資料３ ワークシェアリングに対する連合の考え方
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資料４ 日経連と連合のワークシェアリング論

日 経 連 連 合

○雇用維持のために賃金分割（たとえば１人分の賃金を ○ワークシェアリングについて検討して行く必要があ

２人の雇用者で分け合う）ことによるワークシェアリン る。サービス残業や長時間残業、年休不消化という現実

グの導入を視野に入れることが望まれる＜99年度労働問 に照らして、時短と雇用確保をセットで進めるのが日本

題研究委員会報告＞ 的ワークシェアリングのあり方だろう＜2000～2001年運

○雇用・賃金・労働時間を適切に配分し、雇用の維持・ 動方針＞

創出を実現するため柔軟なワークシェアリングについて ○本来的には労働時間の分かち合いによる雇用創策であ

具体策を検討することが必要である。緊急避難措置とし る。全労働者を対象とし必ずしも賃下げを伴うものでは

て労働時間の縮減に応じた賃金削減も一つの選択肢にな ない。契約時間からの時間減は休業であり、時間比例の

る＜2000年度報告＞ 賃金カットは労基法上からも認められない＜10日の中央

闘争委員会＞

をした経営を」という言い方をしています。個

別企業がドラスティックなリストラをやるのは、

長期的にみて問題があると考えているのだと思

います。

労働組合にとっては、民間企業のドライな雇

用調整に対して、強固な抵抗や交渉でリストラ

を最小限で押さえ、諸悪の根源のように言われ

ている終身雇用をできるだけ維持することが、

見方によってはワークシェアリングになってい

るのだとも言えます。ワークシェアリングとい

う理念を掲げるかどうかは別として、結果とし

て、企業に余剰人員を抱えこませることになる

ので、賃金は上がらない、時には賃下げもやむ

えないことがあるかもしれない。しかし、企業

が過剰人員と認識しても仲間を抱えこんでいく

ことは、結果としてのワークシェアリングです。

泥臭い、一向に新しくないけれども、しかし現

実的な対応の姿だと思っています。こうした点

をふまえた上で、ワークシェアリングをどのよ

うに考えていくか。本当の意味で、人間らしい

働き方と生活をどのようにして守るかというこ

とになるわけです。

ワークシェアリングに対する連合の考え方は、

資料３を、ご覧いただきたいと思います。その

内容の中で１つだけ申し上げておきたいのは、

連合は、日経連が言っている短時間就業、短期

雇用契約、派遣労働者等々の雇用形態の転換は

ワークシェアリングではない、危険な方向だと

していることです。たしかに現状ではそのとお

りです。経営サイドは、労務コスト削減のため

に、正規従業員を削減し、派遣、パート、アル

バイトの雇用に転換する。それを手放しで認め

るわけにはいきません。しかし今後の方向性を

考えるときには、すこし発想を変える必要があ

るかもしれません。すなわち、全力を傾けるべ

きは、日本もオランダのように男女の同権化、

均等化を完全に実現する方向で制度改革をする

ことです。またフルタイム労働とパート労働の

格差を排除することです。現在、パート労働法

の改正が検討されていますが、これは女性だけ

の問題ではなく、男性も含めて短時間労働、派

遣労働全体に影響する問題です。フルタイムで

も、短時間労働でも、自分の選んだ労働にリン

クした賃金が支払われる、それ以外の差別はな

い、社会保障の各分野についても差別がない、

という制度を作っていくことこそが重要だと思
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います。

なお、参考までに日経連と連合の、ワークシ

ェアリングに対する考え方を資料４にまとめて

ありますので、参照してください。

豊かな生活の実現

最後に一言、オランダでは今のようなワーク

シェアリングが、家族生活を充実する方向で、

社会全体に影響を及ぼしています。日本では、

女性が生涯に子どもを産む数を表す合計特殊出

生率が、昨年1.34でした。2.08ないと日本の人

口は縮小していきます。今年は1.32まで下がる

だろうと予測されています。３年前の人口推計

では、2000年で1.38、それ以後は1.60まで上昇

すると考えられていたのが、現実には下がって

います。少子高齢化がどんどん進んでいる。

オランダは、90年代に１度は1.53まで下がり

ましたがそこでストップし、現在、出生率は上

昇しています。日本では女性が働き続けようと

思ったら子どもを産んでいられない。日本では

第１子を産むのが27.7歳、オランダでは29歳で

す。それでもオランダでは出生率が増加してき

た。ワークシェアリングを前提にして、社会全

体として家庭生活を充実させる方向に向き、子

どもの「産み控え」をしなくてすむようになっ

たからです。トータルなワークシェアリングは、

雇用の維持・創出、ゆとりのある仕事、のみな

らず充実した家庭生活と豊かなコミュニティを

創るという可能性をも持っています。そういっ

た意味でも、今後、ワークシェアリングは、ま

すますクローズアップされていくと考えられま

す。

＊この原稿は、昨年11月24日に、京都地方自治総合研

究所の主催で開催された講演会をもとに作成したも

のです。

（きくち こうぞう・

大阪商業大学教授、京都地方自治総合研究所理事）
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