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私は、労働法が専門ですが、大学では社会保

障法を教えています。1985 年に労働者派遣法

（以下、派遣法）ができた当時から、派遣労働

の問題に関わって、現在に至っています。今は、

とくに非正規労働者の権利の問題を中心に研究

し、社会的な活動にも参加しています。

非正規労働の問題では、ブラック企業が注目

を集めています。ブラック企業は、法律違反の

働かせ方をする会社ですが、最近は「若い人を

使いつぶす、という企業に限定すべきだ」と言

う人もいます。厚生労働省は、監督対象に、ブ

ラック企業 4000 社をあげています。なぜ 4000

社なのか。監督官が対応できるのが 4000 社だ

からだそうです。本当はもっともっと多い。

人権を無視した労務管理

私は、1996 年に、インターネットで「派遣

労働者の悩み 100 番」というページを開設しま

した。そしたら、ページを開いた途端に相談が

飛び込んでくるという状態でした。最初は女性

が多かったのですが、だんだん男性、それも若

い男性の相談が増えています。

そのなかの一つが、「ヨドバシカメラ違法派

遣暴行事件」です。26 歳の男性は、携帯電話

のメーカーに派遣されるはずだったのが、ヨド

バシカメラの販売に派遣された。いわゆる二重

派遣です。派遣会社の労務管理者も、ヨドバシ

カメラの現場担当者も乱暴でした。決められた

始業時間の 30 分前に出勤するよう命じられた

のですが、彼はその時刻を 10 分遅れた。そし

たら「たるんどる」ということで、ファイルで

バンバン叩かれた。現場の人によると、彼は動

きも鈍く、笑顔も足りないと睨まれていたそう

です。遅刻した罰として「トイレを掃除しろ」

と命じられ、「きれいに掃除した証しに、便器

をなめろ」と言われたそうです。とてもここで

は働けないと思い、母親の仕事場に隠れて登社

拒否をしました。しかし派遣会社は探し出し、

母親の目前で、殴る蹴るの暴行を働き、血だら

けになりました。もちろん刑事事件になりまし

た。母親はショックを受けて、派遣会社と派遣

先を相手に裁判を起こしました。結果、東京地

裁でも、高等裁判所でも、勝訴しました。

1996 年当時は、派遣の問題を取り組む労働

組合は皆無に近い状態でした。インターネット

を立ち上げてしばらくしてから、ようやくこう

いった問題を扱う地域ユニオンができましたの

で、相談者に地域ユニオンに相談するよう助言

し、東京ユニオンが派遣会社と交渉してくれま

したが、東京ユニオンの交渉者に派遣会社の社

員がいきなり殴りかかり、鼻を骨折してしまい

ました。派遣会社には、人を食い物にするよう

な会社があるのを思い知らされた事件でした。

派遣先での差別処遇・無権利

相談は、派遣先での差別処遇、無権利状態に
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ついての内容が非常に多いという特徴がありま

す。派遣先の労働者は、別会社の人が来ている

ため、同僚としては見ない。本当にムチャを言

います。例えば、事務機器操作で派遣されてい

るはずなのに、ホームページができるとわかる

と、その仕事をさせられる。そこで、労働者が

ホームページ作成に相当する賃金を要求しても、

派遣元は事務機器操作の契約料しかもらってな

いとして、相応の賃金を払ってくれない。

派遣労働は、労働者に仕事の指示をするのは、

派遣元でなければならないのですが、実態は、

派遣先が派遣元を飛ばして、指揮命令をしてい

ます。形だけが派遣の形態を取っている。

派遣元の問題も、山とあります。とくに年次

有給休暇のトラブルが多い。例えば、派遣で半

年働くと、労働基準法によれば 10 日の有給休

暇をとれます。そのため、半年で契約を一旦止

めて、1 カ月休ませる。そしたら年次有給休暇

が消えると言います。また、6 カ月で 10 日の

年休ですから、8 カ月契約の労働者は、残り 2

カ月で 10 日分の年休が使えるのですが、派遣

会社は、12 カ月で 10 日が使えるのだと言う。

残り 2 カ月は、10 日の 2 ÷ 12、つまり 1.6 日

しか使えないと言ったことも聞きました。

さらに、2 カ月継続して働いたら、健康保険

や雇用保険に加入させる義務があるのですが、

2 カ月たったら、契約をまた最初からやり直す。

派遣先とは 1年契約になっているにも関わらず、

です。派遣労働者はそんな扱いを受けています。

過労死した正規社員

最近は、正社員にも大きな問題が生まれてい

ます。非正規雇用は、2008 年から 2009 年のリ

ーマンショックによる派遣切りで、世間の批判

を浴びました。労働者も、非正規では集まりに

くくなったため、正規雇用で雇うケースが増え

ています。しかし、待遇は、非正規と同様のケ

ースがあります。

その事例として、東証 1 部に上場している

「日本海庄や事件」があります。この会社は外

食チェーン店で、京都の大学を卒業した男性が、

大津の店に配属されました。給料は 19 万円。

しかし実際には、19 万円の給料のなかに 80 時

間の残業代が含まれていました。それだけ働か

なければ、12 万円しかない。こういう仕組み

は、大学を出たばかりの学生にはわかりません。

彼は、4月 1 日に働きだして、8月 11 日に母

親が見に行ったら、息をしていなかった。いわ

ゆる過労死です。両親は、息子がどういう働き

方をしていたのかを明らかにしたいと思って、

裁判を起こしました。この事件では、過労死弁

護団がついて、会社ぐるみの犯罪だとして告発

しました。商法の、取締役の責任を直接問える

条文を適用して、責任を追及しました。

裁判の結果は、京都地裁が過労死を認め、大

阪高裁は控訴を棄却。最高裁は上告を不受理と

しました。最高裁は、当時、電通事件、淡路交

通事件、東京会場の事件と、3 つの事件で過労

死を認定しました。この結果を受けて、厚生労

働省は認定基準を変えざるを得なくなりました。

東京大学の大河内一男さんは、「労働を個別

の資本に任せておいたら、労働者の権利を踏み

にじる。これでは資本主義は持続できず、国家

が滅んでしまう。したがって国家が総資本とし

て、個別資本の横暴を押さえ、理性を働かせて、

労働法を作り、社会保障をつくってきた」と言

っています。こういう考え方が出てきたのはビ

スマルクの時代です。大河内さんは、最高裁の

判断を、「総資本の理性」を示したものである

と言われたのが、非常に印象的でした。

本来は、政府や行政が理性を働かせるべきで

すが、日本は労働者が死ぬにいたって、ようや

く、最高裁が理性を働かせた。

自殺した派遣労働者

ホームページで相談をうけたなかには、過労
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で自殺した事例があります。ビルゲイツに憧れ

ていた 23 歳の青年が、アメリカ行きの資金を

貯めるために大学を辞め、偽装請負の形で、ニ

コン熊谷製作所で働きだしました。就いた仕事

はカメラの検査業務で、宇宙服のような服を着

て、業務をさせられていた。知的レベルが高い

ので、台湾にも出張させられるような、重要な

仕事を任されていました。

母親が、息子が電話に出ないため、アパート

に行ってみたら、電気のコードで首をくくって

自殺をしていました。どうも過労が原因らしい

と考えて、一緒に働いていた人の証言を得よう

としたのですが、職場にはいろいろな派遣会社

からの労働者が混在しているため、証言してく

れる人を見つけるのが難しい状況でした。労働

組合や下請けは、解雇を恐れて証言してくれな

い。記録もほとんど残っていない状態でした。

そこで、私のホームページに、証言者を探す

記事を掲載したり、読売新聞が協力してくれた

り、支援の会ができたりして、なんとか証言者

がみつけることができました。

この方は自殺ですので、裁判では、鬱病にか

かっていたかどうかが問題になりました。しか

し、東京地裁、東京高裁のいずれも、原告側の

勝訴となりました。それまで、派遣先企業には

健康配慮義務がないとされていましたが、東京

地裁では、派遣先企業にも健康配慮義務がある

とし、派遣元、派遣先に約 2490 万円の賠償命

令がでました。また東京高裁では、地裁よりも

多くの 7000 万円以上の賠償命令を出しました。

日本的雇用慣行

日本では、これまで労働者を大切にする雇用

慣行がありました。ヨーロッパの場合、学校を

出てもなかなか就職できません。しかし日本は、

労働者不足もあって、新卒の未熟練労働者を

「金の卵」として、4 月に大量に雇用し、企業

内で職業訓練をしていました。また賃金も、定

年まで働くことを前提にした年功序列型賃金で、

退職金や家族手当などの社会保障は企業単位で

負担しています。これは欧米と非常に異なると

ころです。欧米は、職業訓練を公的に行ってい

るところが少なくない。また、賃金は職種別賃

金で、職務給です。家族手当などを企業が負担

することもありません。

民主党政権時代に、子ども手当ができました

が、国家が負担するのではあれば、大企業や中

小企業の格差がなくなり、みんなが平等になり

ます。日本のように、すべてを企業が負担する

のには限界があります。

欧米の労働組合は企業別です。1988 年に、

恩師から、イタリアで労働契約を勉強してこい

言われ、行きました。日本では就業規則が非常

に重要な意味をもっています。そこでイタリア

の状況を調べてこい言われて、一生懸命探した

のですが、イタリアにはありませんでした。そ

のかわり、労働契約が主要な役割を果たしてい

るのがわかりました。

契約内容は、企業別ではなく、全国規模の産

業別組合で決まっていました。18 くらいの産

業に分かれていて、業者団体と 3年ごとに協定

を結ぶ。8 ～ 9 割くらいがその労働協約で決め

られています。したがって、日本のように、企

業ごとの独自性はわずかしかありません。これ

は世界的な傾向です。本来、労働法はこうした

考え方でできていて、ILO の条約、日本の憲法

は、このヨーロッパの考え方を前提にした規定

です。戦後の労働基準法や労働組合法も、そう

いう考え方を強く受けています。

例えば、「地域的の一般的拘束力」を規定し

た労働組合法 18 条は、都道府県ぐらいの地域

で、かなりの労働者が組合の適用を受けたら、

残りの未適用の労働者にも拡張適用することに

なっています。これはほとんど使われていない。

またヨーロッパでは、EU に統合された後は、

EU 指令で、パート指令、有期雇用指令、派遣

労働指令を定めています。この 3つの指令は、
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「否差別」ということで、正社員と同じ仕事を

している場合には、有期や非正規労働者であっ

ても、同一の賃金を支払わないといけないこと

を明記しています。

韓国は、独裁政権だった 1987 年までは、労

働組合は弾圧され、「労働組合」を名乗ること

すらできなかったのですが、今や、めざましく

発展しました。盧武鉉（ノ・ムヒョン）政権時

代の 2006 年には、「非正規職保護法」を策定し

ました。ヨーロッパをモデルにしたもので、派

遣や有期は 2年まで。その 2年間も、同じ仕事、

あるいは類似の仕事をしている社員と差別があ

ってはいけないことになっています。

この非正規職保護法は、2012 年の民主党政

権時代に労働契約法が改定されて有期雇用が規

制されましたが、そのときの議論を参考にしま

した。

労働をめぐる 6つの基本原則

私は、40 年間の研究で、「労働をめぐる 6 つ

の基本原則」があると考えるに至りました。

就労実態に基づく労働者保護

請負契約など、名目は個人請負でも、実態が

雇用者であれば、雇用者として保護するという

考え方です。これは、戦後一貫した労働行政の

考え方です。しかし、今は、非正規社員や派遣

などとして、雇用形態で労働者を差別すること

が強まっています。労働法学会でも、研究者は、

実態ではなく契約を重視することが主流になっ

ています。有期雇用は、何回も契約更新して雇

用しているのであれば、期間の定めのない常用

雇用と同じです。私は、そういう実態に基づい

て労働者を保護すべきだと思います。

2006 年、ILO から日本へ「雇用関係に関す

る勧告」が出されました。概要は、「雇用関係

の存在の実効的な確立および被用者と自営労働

者の区別に関する国の政策を労使と協議のうえ、

策定し、採択すること。偽装された雇用関係に

対する対策を講じ、あらゆる形態の契約取り決

めに適用される基準を確保すること」という内

容の勧告です。日本は、最後まで締結に抵抗し

ました。

常用雇用（解雇・有期雇用制限）

労働者を雇う以上は、正当な理由がなければ

解雇できない。また、恒常的な業務に、期間の

定めをすることは、解雇と同じで脱法です。期

間を定めて何度も何度も更新する。必要なくな

ったら、契約を打ち切る。企業側は、「解雇で

はなく採用しないだけ。採用の自由がある」と

主張します。しかし、ヨーロッパでは、そうい

った脱法行為を初めから否定しています。

ドイツは、1951 年に早くも解雇制限法がで

きました。ドイツでも有期雇用が生まれたので

すが、連邦裁判所は、法律の回避、いわゆる脱

法であるとして、そういう方法を認めないとい

う判決を出しました。フランスは、法律で、雇

用は常用が原則です。臨時的な理由がなければ

期間設定はできない。

直接雇用（間接雇用禁止）

間接雇用禁止は、「職安法 44 条」の考え方で

す。労働者を直接に指揮命令し、一番利益を受

けているエンドユーザーが、雇用者責任を名ば

かり雇用主に押しつけて、責任をとらない。こ

れはダメだというのが、本来の直接雇用、間接

雇用禁止の考え方です。しかし日本では、派遣

法で大きな風穴が開けられてしまいました。

均等待遇

同一価値労働同一賃金のことです。日本では

あいまいになっていますが、これからは大きな

意味を持たせなければいけない原則です。同一

価値労働同一賃金が徹底されれば、非正規雇用

の問題の半分はなくなると思います。
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良好な公正労働条件保障

ワーキングプアのような、低劣な労働条件を

認めない。すべての労働者に、社会保険や労働

保険を適用して、人間らしく生きられる賃金を

保障する。これは国際人権規約が求めるところ

です。

団結権・団結活動保障

働く労働者が、自分の労働条件を、ストライ

キによって解決できる権利です。団体活動を保

障する。学生に、公務員はストライキができる

かどうか聞いてみたところ、全員が「できな

い」と答えたのでびっくりしました。イギリス

の消防士は公務員ですが 1カ月のストライキを

します。公務員も労働者ですから、当然、団結

権があることを知らない。

労働協約

日本は、労働協約を同じ労働組合の組合員に

対してだけ適用していますが、そういう国は、

おそらく日本だけです。

労働協約は組合が結ぶのですが、ヨーロッパ

は組合員の数が少ない。1997 年の数字ですが、

フランスは 9％。日本の半分です。だからフラ

ンスは労働組合が弱いと思うと間違いで、フラ

ンスの労働協約は 95 ％の労働者に適用されま

す。しかも、組合が呼びかけたストライキに、

組合員でもない人が参加します。非正規や組合

のない企業の労働者が参加する。

ストライキ権は、フランスやイタリアは、憲

法で保障されている、個人の権利です。したが

って、ストライキを行った労働者は、憲法で保

護されていて、もちろん刑事罰の適用はありま

せん。私が京都府立大学教職員組合の委員長を

していたとき、健康保険の本人適用反対ストラ

イキを、公務員として認められた 30 分までし

ましたが、それでも当局から停止勧告を受けま

した。以前は、阪急電鉄や京阪電鉄が、よくス

トライキをしていました。ストライキは、労働

運動にとって非常に重要です。ストライキをし

なくなったことが、労働運動の影響力低下に表

れていると思います。このように、組合員の組

織率でみれば日本は多いのですが、ストライキ

をしているかどうか、労働協約の適用が確立し

ているかどうかという視点から見れば、大きな

差があります。

労働組合が企業別であることは、世界的みれ

ば異常なことです。イタリアのフィアットは、

企業の従業員だけで組合をつくったことがあり

ますが、裁判所は、それを労働組合と認めず、

全国的な金属組合を労働組合としました。日本

の労働組合は、非正規労働者を含めた従業員全

員を代表していない。このあたりが、一番の問

題です。日本では、大企業の正社員や正規の公

務員には労働組合がありますが、一番、必要な

中小零細企業の労働者や、非正規労働者には労

働組合がなく、労働協約の拡張適用もない。

日本的雇用慣行は、陰の部分がたくさんあり

ました。1 つは労働条件の企業間格差。大企業

は労働条件が優遇されていても、中小零細企業

は非常に厳しい。また、定年まで正社員で働け

るのは男性だけで、女性は結婚したり子どもが

生まれたら退職せざるを得ない。高度経済成長

期はまだよかったのですが、低成長になり、雇

用を劣化が起こっています。今では正社員も含

めて不安定雇用になってきています。雇用者数

が拡大しても、増えたのは非正規雇用です。

「日本型」パートタイム労働

日本は、パートタイム労働が、非正規以下の

労働となっています。年収が 100 万円以下とい

う、貧困線を大きく下回る水準です。

パートタイム労働者は、夫が正社員であれば、

年収 103 万円以下であれば、税制面の優遇や、

夫の健康保険に加入できる仕組みがあります。

第 3号被保険者として年金ももらえます。これ

12 様々な働き方の拡大と社会保障に求められる課題



は、中曽根政権時代の 1980 年に、内簡で、労

働時間が 4分の 3 を下回れば、健康保険や労働

保険に加入させなくてもいいと、制度化された

ことによります。しかし、このことは、法律上

どこにも書かれていません。部内の申し合わせ

にすぎない内簡で示されて、広がった。

労働時間は、フルタイムは 1 年で 2000 時間

です。この 4 分の 3 である 1500 時間に最低賃

金をかければ、105 万円です。したがって、日

本の最低賃金はパート賃金ということができま

す。本人だけで自立できなくても、夫が 400 ～

500 万円を稼いでくれれば、家族は生活できま

す。男性片働き、女性がそれを補充することを

前提にした制度です。

韓国の人は、これが理解できない。同一価値

労働同一賃金が原則で、被扶養者だから賃金は

安くてもいいというような考え方は、理解がで

きない。さらに、平均賃金に比べて最低賃員が

これほど低い国は、世界のどこにもありません。

パート労働でしか働けない、母子家庭のお母

さんにとっては、世帯主であるにもかわらず、

103 万円しか収入を得られない。だから、仕事

をいくつも掛け持ちしています。しかし、時給

700 円で 2000 時間働いても、140 万円にしかな

りません。だから、日本の母子家庭は貧困です。

このパート労働の賃金は、非正規雇用やアル

バイトにも影響しています。フリーターは、年

収 140 万円では足りないので、3000 時間働い

て 210 万円を稼ごうとする。3000 時間働いた

ら、過労死します。過労死認定基準です。3000

時間働いても 210 万円と生活保護水準の賃金し

か得られない。ワーキングプアです。当然、結

婚できない。お父さんがリストラで首になった

り、亡くなったりすれば、ネットカフェを転々

とするホームレスになります。

まとめ

これまで、日本の正社員は給料が高かったの

で、不景気になればどうしても賃金の安い非正

規を雇用します。日本の女性は学歴が高く、有

能であるにもかかわらず、パート労働者として、

100 万円位で働いてくれる。こんな便利な労働

者はないので、それに頼っていった。それが、

アルバイト、派遣労働と、どんどん拡大しまし

た。さらに、これからは、正社員の賃金水準を

下げる方向に進んでいます。これに歯止めをか

けるためには、労働組合が、男性片働きの企業

別正社員モデルから抜け出さなければならなり

ません。

韓国も、以前は日本と同じで、企業別正社員

組合でしたが、このままでは日本のようになっ

てしまうということで、全国民主労働組合総連

盟が産業別に転換をしました。それによって、

労働運動がめざましい展開をしています。

日経連は、正社員を、中核正社員と周辺正社

員に分けようとしています。周辺正社員という

のは、アベノミクスの 3本の矢の 1つとなって

いる限定正社員のことです。労働者を分断し、

企業にとって便利な構造にするというものです。

スウェーデンに行ったときに、日本の賃金を

紹介したら、その高さに驚いていました。スウ

ェーデンの賃金は、日本の労働者に比べて低い。

しかし、医療や教育など、人が生きていくため

に必要な基本的部分は、すべて公的サービスで

まかなわれ、無料です。そのため生活しやすい。

男女平等も実現しやすい。雇用も生活も安定す

る。男女とも正社員として、長く共働きをする。

こういうモデルを、日本もめざすべきではない

かと思います。

（この原稿は、「あったかサポート秋期セミナー」で

の講演を、編集したものです）
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