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要旨 
 

本稿の目的は、職業訓練を充実させることが雇用の流動性を高め、非正規雇用者の雇用を増加

させるかどうかを検証することである。ここでいう「流動性」とは、非正規雇用と比べて企業が

雇うのにコストがかかる正規雇用を減らし、転職が容易で労働者のスキルアップが可能な非正規

雇用の割合が増加することを示している。 

近年、わが国では非正規雇用者の顕著な増加がみられる。その非正規雇用者の多くは、学生を

除くと、正規雇用者と働く時間は同じくらいである割に正規雇用者と比べると低賃金で働いてい

る。非正規雇用者には特別な技術を持たない者が多いために一度非正規雇用者になると正規雇用

者として再就職することが難しい。それによって生涯低い収入で生きていかなければならない可

能性が高くなる。 

非正規雇用者が増加した背景として、不況や企業のコスト意識の高まりがある。実際、全雇用

者に占める非正規雇用者の割合は 1994年に 22.8％であったのが、1999年には 27.5％、2003年に

は 34.6％と、伸び続けている。2003年の時点ですでに、雇用者の 3人に 1人が非正規雇用者であ

る。一方で、正規雇用者の割合は減少し続けている。雇用の流動化はわずかだが進んでいるとい

えよう。上昇傾向にある失業率を改善し、今後日本経済が発展するためには非正規雇用者をどう

生かすかが鍵となる。そのためには、職業訓練と併せて現在はほとんど進んでいない雇用の流動

化を促すことが欠かせない。 

我が国において、現在企業も政府も職業訓練そのものは行っているものの、非正規雇用者に対

する職業訓練はあまり進んでいるとはいえない。その理由として、企業では人材が不足している

ことと教育コストが回収できないことが、政府では非正規雇用者が使いづらい制度であることが

あげられる。教育が進まなければ、雇用の流動化も進まない。日本は今その状況下にあるという

ことができる。 

職業訓練を充実させることで失業率を低下させることに成功した例として、デンマークとスペ

インを挙げる。充実した再就職支援制度を擁するデンマークは、平均６回という転職回数の多さ

と平均勤続年数の短さで特徴づけられる。近年の不況下でも低い失業率を誇る。一方、スペイン

は過去２度の失業率低下に成功している。理由は制度改革による職業訓練の拡充である。しかし、

近年の不況によってスペインの失業率は急上昇した。このことから、職業訓練だけでなく雇用の

流動性が失業率低下には重要であるといえる。 

デンマークの職業訓練の財源は、高い税負担分である。私たちは、日本で職業訓練の充実と雇

用の流動性上昇を推し進めるにあたって、その費用をコスト削減や技術力向上等の恩恵を受ける

企業に負担してもらうことを考えている。それを使って職業訓練を充実させ、雇用を流動化する

ことで失業率の低下、ひいては非正規雇用者の経済的自立を図ることができる。 
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第１章 現状分析 

第１節 労働力人口の推移 

 はじめに、現在の非正規雇用の現状を把握するために労働力人口の推移をみていく。労働力人

口とは、１５歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口のことである。 

 

 

             出所：総務省「労働力調査」 

 

 図表１－１は平成１２年から平成２２年までの男女計の労働力人口の推移を、図表１－２は男

女別の労働力人口の推移を折れ線グラフで表したものである。日本の労働力人口は平成１２年の

約６７７０万人を境に減少しており、平成１６年から１８年にかけては微増しているものの、そ

れ以降は減少している。今日の日本では少子高齢社会や人口減少といった問題が存するため、今

後も労働力人口は減少すると考えられる。図表１－２をみると、男性の労働力人口は平成１２年

の４０２０万人から平成２２年には３８２２万人に減少しているが、女性は平成１２年の２７５

０万人から平成２２年の２７６８万人に微増している。その理由として、女性の社会的地位の向

上や女性が働きやすい環境の整備が考えられる。しかし下の図表１－４、１－５からわかるよう

に同期間における非正規雇用者数と女性の非正規雇用者比率が上昇していることから、こちらが

主な理由として考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 
【図表１－１ 労働力人口の推移（男女計）】 【図表１－２ 労働力人口の推移（男女別）】 
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【図表１－３ GDP 推移】 

 

    参考: IMF - World Economic Outlook Databases(2012 年 4 月版) 

 

 次に、図表１－３から分かるように、近年の日本の GDP は２００７年をピークとして伸び悩

んでいる。先述したように少子高齢化により今後労働力人口が減少していくことが予想されるた

め、日本の経済を活性化することを考えると労働者一人あたりの生産性を上げる必要がある。そ

れに加えて、労働力を維持することも重要となる。しかし一口に労働力といっても様々な雇用形

態が存在しており、いずれを選択するのかという問題が生じる。いま日本は円高不況を迎えてお

り、企業側は少しでも余計な費用を削減したいと考えるため正規雇用は避け相対的に費用を減ら

すことのできる非正規雇用を増やそうとするだろうし、日本経済の再生のためにも我々は非正規

雇用の増加を推し進める方向で考える。 

 

 

第２節 非正規雇用者の労働市場 

第２節では非正規雇用者の規模や構成、労働環境をとりあげ、非正規雇用における現状を見て

いき、課題を抽出する。 

１．規模 

 非正規雇用者の規模は図表１－４の棒グラフが表している。 
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【図表１－４ 正規雇用者と非正規雇用者の推移】 

 

 労働者人口が減少している一方で、非正規雇用者の数は１９９０年の８７０万人から２０１１

年の１７１７万人に増加している。正規雇用者に対する非正規雇用者の割合を表す非正規雇用者

比率も年々上昇しており、１９９０年には２０％であったのが２０１１年には３５％を超えた。

ここから、就業者の非正規化が進んでいることが読み取れる。ただしこの間に労働環境の整備や

賃金格差の解消はこれといってされておらず、望まない形の非正規化である可能性も否めないた

め単純に数字だけみて良い結果が出ているとは言い難い。 
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２．構成 

【図表１－５ 非正規雇用者比率の推移（男女年齢別）】 

 

 どんな人が非正規雇用者として働いているのか。図表１－５から、男女別、年齢別の非正規雇

用者比率の推移が分かる。非正規雇用者比率は男女ともに低下している年もあるものの概ね上昇

傾向である。２０１１年の非正規雇用者比率は、全体では女性が５４．６％、男性は２０．１％

であり、女性の半数、男性の５人に１人が非正規雇用者として働いていることが分かる。また、

年齢別にみると、男性では非正規雇用者比率が全体平均より５０％高く７０％近くにのぼる６５

歳以上の高齢者層と、全体平均より約３０％高い約５０％である１５～２４歳が他の年齢と比べ

て突出しているのに対し、女性は全体平均の±２０％以内に収まっている。また、女性には１５

～２４歳を除くと、年齢が上がるにつれて非正規雇用者比率が上がる傾向がある。なお、１５～

２４歳の若年者層については、雇用者がパート・アルバイトも含むことと、高等教育への就学率

が上昇しており半数近くが学生であることを考慮すれば、学生のアルバイトが増加したことによ

る非正規雇用者比率の上昇だととらえてよいだろう。 
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【図表１－６ 配偶者の有無別非正規労働者の割合】 

 

参考：厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」 

 

【図表１－７ 主な生活の収入源別非正規労働者の割合】 

 

参考：厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」 

 

 次に、非正規雇用者の収入に関してみていく。図表１－６を見ると男性は配偶者のいる者とい

ない者がおよそ半数ずつであったのに対し、女性は配偶者のいる者がいない者を２６．６％上回

った。また図表１－７によれば男性は自分の収入、女性は配偶者の収入を生活の主な収入源とし

ている者の割合がそれぞれ７０．５５％、５４．５５％で最も高かった。これらの図表から特に、

女性で主な生活の収入源が配偶者の収入であると答えた者は、配偶者がいると答えた女性（６３．

３％）の非正規労働者の割合と近く、家計の補助のために非正規雇用者として働く主婦が多いこ

とがわかる。 
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【図表１－８ 非正規雇用者の年収】 

 

参考：総務省「労働力調査」2011 年度 

 

【図表１－９ 正規雇用者の年収】 

 

参考：総務省「労働力調査」2011 年度 

 

図表１－８では非正規雇用者の年収について示してあり、年間５０～９９万と答えた者の人数

が多く、３割近くに上る。正規雇用者では年収２００～２４９万の層が最も厚く、最頻値で比べ

ると非正規雇用者は正規雇用者より１５０万円程年収が低い。 
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【図表１－１０ 年収別正規雇用者・非正規雇用者の割合】 

 

参考：総務省「労働力調査」 

 

 内訳をみると図表１－１０のようになり、上でみたように非正規雇用者は正規雇用者と比べて

低所得であることがわかる。 

 

３．労働環境 

 

【図表１－１１ １週間の労働時間（正規雇用者）】 

 

参考：厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」 

 

 

非正規雇用者 

正規雇用者 
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【図表１－１２ １週間の労働時間（非正規雇用者）】 

 

参考：厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」 

 

 ここでは非正規雇用者の労働環境について述べていく。図表１－１１と１－１２を見比べただ

けでも非正規雇用者は正規雇用者と比べて労働時間が短いことが分かる。正規雇用者は週に４０

時間以上働く者が大半を占めるが、非正規雇用者では１５～２９時間と答える者が多かった。た

だし、ここでも学生のアルバイトが一定数存在することから、１週間の労働時間が２９時間以下

の者は大半が学生アルバイトであると考えられる。したがって、正規雇用者と変わらない４０～

４８時間の労働をしている者が非正規雇用者全体の２割以上存在することに注目すべきであり、

そう考えるのであれば労働時間については大きな違いは見られないというべきものである。 
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【図表１－１３ 雇用形態別離職率（年齢階級別）】 

 

出所：厚生労働省「労働経済白書」 

 

 非正規雇用者の離職率は６０～６４歳を除いて、正規雇用者の離職率と比べて高い。６０～６

４歳の正規雇用者は定年を迎えるため、非正規雇用者より離職率が高いと考えられる。他の年齢

では、正規雇用者にはない何らかの要因によって非正規雇用者の離職率が高くなっていると考え

られ、その要因が何かを検討する必要がある。 

 

【図表１－１４ フリーターから正社員への転職状況】 
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    ※  18～29 歳、正規課程の学生年、専業主婦を除く 

出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構「大都市の若者の就業行動と移行過程―包括的な移

行支援にむけて―」2006 

 

 図表１－１４から、一旦非正規雇用者として働くと、正規雇用者として働くことが難しいこと

が分かる。図表内の「６ヶ月以内」等の期間はフリーターとして働いていた期間を表している。

一度非正規雇用者になると、最低でも２割の者が正社員にはなれない。フリーターの期間が３年

を超えると正規雇用者になれない者の割合は５割を超える。つまり、正規雇用者とのさまざまな

格差が是正されなければ、非正規雇用者は格差から抜け出すことができず低所得のままになって

しまう確率が高い。また、この結果は労働市場が流動的でないことも示しており、我々が考える

課題の一つである。 

 

 

第３節 非正規雇用者増加の背景 

1 不況 

 バブル経済崩壊後日本は、長期にわたる不況に陥った。図表 1－4 を見てみると 1990 年以降、

非正規雇用比率はほぼ横這いで推移していたが、1990 年代後半になると増加傾向が著しく

なり、1999 年に 25％、2003 年に 30％を超え、2011 年には過去最高 35.2%を記録し、3

人に 1 人超を占めるようになる。日本は現在も不況が続いており、この不況が続くなら

ば非正規雇用者は増え続けると考えられる。 

2 企業  

現在、日本企業では、雇用期間の定めがなくフルタイムで働く、「正社員」のほかに、「非正

規労働者」と総称される様々な就業形態の人材が活用されている。これら非正規労働者は、1970

年代以降次第にその数を増し、1990年代後半以降は増加がより顕著となった。1994年の労働省『就

業形態の多様化に関する実態調査』によれば、9 大産業の常用雇用者が5 人以上いる事業所で働

く非正規労働者は約981万人であったが、1999年の同調査では約1335万人、2003年の調査（厚生

労働省実施）では1637万人と増加を続けている。全雇用者に占める割合も、1994年：22.8％⇒1999

年：27.5％⇒2003年：34.6％と伸び続けており、雇用者の3人に1人が非正社員という状況に至っ

ている。非正規労働者の活用が増える中で活用のあり方も多様化し、派遣労働者や請負労働者と

いった、企業が直接には雇用していない人材もその数を増していった。 
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【図表１－１５】 

 

 図表１－１５は派遣労働者数推移の棒グラフで表したものである。図表 1－10 を見てみると労

働派遣法が改正された 1999 年以降、派遣労働者数は増加している。これは法改正によって、派

遣可能な業種が原則自由化され、派遣対象業務が一定業務を除くすべての業務に拡大された

ためである。さらに 2004 年 3 月からは製造業の製造業務での派遣労働も可能となった。そ

のため現在の日本の企業にとって派遣労働者は必要不可欠なものとなった。 

 

【図表１－１６】 
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 図表１－１６は企業の非正社員の割合が上昇している要因のグラフである。この図をみる

と、８０％以上の事業所が「労務コスト削減のため」を挙げており、「即戦力の人材の確保」「正

社員の負担減」がそれに続いている。つまり、リストラと新卒の採用抑制による正社員の減少分

を、正社員よりも低コストで雇用できる非正規雇用者で補充しているという企業行動がうかがえ

る。 

 

 

３ 産業構造の変化 

【図表１－１７】 

  

 図表１－１７は主な産業別非正規雇用比率の推移を折れ線グラフで表したものである。図

表１－１７を見ると、１９８０年以降、建設業を除く産業は非正規雇用比率が増加しており、

特に、卸売・小売業、飲食店及びサービス業での上昇幅が大きくなっている。製造業につい

ては、９０年代後半にいったん低下したが、２０００年に入り拡大傾向を強めており、これ

までサービス産業を中心に拡大する傾向がみられた非正規雇用の活用は、最近では、製造業

でも広がりをみせている。２００５年には、飲食店・宿泊業（６２．７％）、サービス業（４

５．３％）、卸売・小売業（４４．２％）の順番で非正規雇用比率が高くなっている。あら

ゆる業種で非正規雇用が浸透しており、パートやアルバイト、派遣社員といった非正規雇用

者がいないと会社が経営できなかったり、業務が回らないといった企業も多く存在すると考

えられる。 

 

 



WEST 論文研究発表会 2012          

 15 

【図表１－１８】 

 

 図表１－１８は労働者増減別事業所割合をまとめたものである。この図表を見ると、一般労働

者を減少させてパートタイム労働者を増やしている事業所の割合よりも、一般労働者を増加させ

つつパートタイム労働者も増やしている事業所の方が多い。一般労働者を増加させている事業所

に限ってみると、パートタイム労働者を増やしている事業所の割合が、パートタイム労働者を減

少させている事業所の割合よりも高い。日本の雇用全体としてみれば、正規雇用が減少し非正規

雇用は増加する傾向にある。ここでいう一般労働者には、派遣労働者や契約社員など、パートタ

イム労働者以外の非正規雇用者も含まれていることについて留意が必要であるが、パートタイム

労働者についても、これまで、一般労働者が減少する中で増加してきた。これは、事業所の内部

でこれまで一般労働者が行ってきた仕事をパートタイム労働者に置き換える動きとともに、一般

労働者を増加させながらパートタイム労働者を増加させたり、パートタイム労働者が多い事業所

が新たに設置される動きに伴うものと考えられる。企業が、新たに発生する仕事や従業員の配置

転換などの状況に応じて、緩やかに雇用の柔軟化が進んでいると考えられる。  
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第 2 章 問題提起 

 第１章では、パート・アルバイト、派遣社員といった正規雇用以外の形態で働いている者が全

労働者のうち３人に１人以上いることが分かった。また、実質的な労働時間に差がないにも関わ

らず正規雇用と非正規雇用との間には大きな賃金格差が存在することや、緩やかに雇用の柔軟化

が進んでいるといっても、依然として労働市場は流動的でないといった課題を抽出してきた。こ

れらの問題は一見独立した問題のようにも思えるが、実は密接に関係しあっており、ただ一つの

問題に集約されうると我々は結論付けた。労働市場が流動的であれば、技能を持った者が企業側

により好まれる、もしくは技能を持った者自身がより条件のいい職場を探すという状態になり、

労働者は技能の習得に意欲的になるため、その結果正規雇用と非正規雇用との間に存する賃金格

差は縮まるという仮説を設定してみると、職業訓練の必要性が生じる。現時点でも職業訓練に関

する政策や企業の人材育成は行われているが、それが十分な程度実施されているのか、その効果

が十分に発揮されているのかを検証していく必要がある。 

 先述したように、非正規雇用者は労働者全体の３割超を占めており、一度非正規雇用者として

働くと転職後正社員として働くことが難しいことから、非正規雇用者が増加することはあっても

減少することは考えにくい。企業が存続し続けるためには、非正規雇用者の活用、つまり非正規

雇用者の増加と生産性上昇の両立が必要であり、そのためには非正規雇用者の職業訓練が不可欠

である。従来、日本では新卒採用した社員を教育し一人前に育て、定年まで働いてもらうことで

教育コストの回収と収益をあげてきた。しかし非正規雇用者は離職率が高く、企業の教育コスト

の回収が難しいといった問題もあり、現状と問題点を以下で整理していく。 

 

1.実施状況 

 職業能力には、一般的能力と企業特殊的能力の２種類がある。一般的能力とは、どの企業でも

通用するものであり、学校教育や語学力、パソコン操作スキル、法律や科学技術の専門知識など

がある。これに対して企業特殊的能力は、その企業にしか通用しない能力を指し、企業独自のシ

ステムの取り扱いや企業内の人的ネットワークなどがある。企業は一般的能力を備えた人材を非

正規雇用者として雇い入れることで教育コストを減らすことができる。ただし、非正規雇用者比

率の高い若年層は一般的能力を備えていない場合が多く、そうした労働者に企業がどれだけ教育

時間やコストを投じるかが鍵となる。 
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【図表２－１ OJT の実施状況】 

 

参考：厚生労働省「能力開発基本調査」2009 年、2010 年、2011 年 

 

【図表２－２ OFF-JT の実施状況】 

 

参考：厚生労働省「能力開発基本調査」2009 年、2010 年、2011 年 

 

 企業による主な職業訓練には、OTJ と OFF-JT とがある。OJT とは、職務を行うのに必要な技

術を担当する業務についたまま教育を受けることで、OFF-JT とは職場を離れて研修を受けるこ

とである。平成２３年度の調査では正規雇用者の能力開発を企業主体ですべきだと考えている企

業が 74.5％であったのに対し、非正規雇用者に対しては 63.2％であった。実際に非正規雇用者に

対する OJT を実施した企業の割合は 30.8％であり、正規雇用者に対する割合 63.0％と比べて低

い。OFF-JT に関しても、平成２３年度には正規雇用者に対する実施割合が 71.4％であったのに
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対し非正規雇用者への実施割合は 32.9％にとどまった。過去３年間この傾向に変化はない。労働

者の教育に関する企業の考え方は、正規雇用者に対するものと比べ非正規雇用者に対しては消極

的であると考えられる。 

 

２．人材育成が進まない要因 

 なぜ非正規雇用者の人材育成は進まないのか、その原因を探っていく。 

 

【図表２－３ 人材育成に関する問題点の内訳】 

 

参考：厚生労働省「能力開発基本調査」2011 年度 

 

 企業は人材育成の現状に問題があると感じていることが図表２－３から分かる。人材育成に問

題があると考えている企業は全体の３分の２にのぼり、その主な理由は大きく分けて、育成環境

が整っていないことと人材に対する育成へのインセンティブの低さの 2 つがある。育成環境の面

には、指導する人材や時間、金銭の不足がある。ここからは人材育成を進めたいという企業の意

思が確かにうかがえる。しかし、インセンティブの低さも人材育成における大きな問題である。

人材を育成してもその人材がやめてしまうと考える企業が 37.1％存在するのである。人材育成を

進めたいと考える一方で、このことが企業の非正規雇用者に対する人材育成へのインセンティブ

を下げる要因であると分かる。 

 

３．対策 

 企業の職業訓練の現状に対し、政府が現在取っている対策には次のようなものがある。 

 ⅰ．求職者支援制度 

 求職者支援制度とは、失業保険を受給できない求職者に対し無料の職業訓練を行い、ハローワ
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ークの支援のもと就職を目指す制度である。一定の基準を満たせば給付金の支給を受けることも

できる。 

 ⅱ．ジョブ・カード制度 

 この制度は、労働者に対してコンサルティングと実践的な職業訓練を行い、キャリアを形成す

ることを目的としている。職業訓練は個人の目的に応じて雇用型訓練、公共職業訓練、基金訓練

の 3 種類のプログラムが用意されており、企業や教育訓練機関での OJT、OFF-JT が行われ、座

学と実地の両方での訓練を受けることができる。この制度はキャリア形成目的以外にも、訓練を

終えると職務遂行能力について自己、企業双方の評価が記入されるジョブ･カードが面接時に使え

るため、求職者が就職活動をする際に役立てることもできる。 

 ジョブ・カードの普及は進んできており、平成 20 年度には 65000 人余りであったジョブ･カー

ド取得者数は平成 22 年度には 200000 人近くにまで増加した。しかし一方で、職業能力形成プロ

グラムの受講者数は平成 20 年度に 35000 人ほどであったのが平成 22 年度には 40000 人と、わ

ずかな増加にとどまった。また、訓練の受け入れ先企業の不足や、時間の拘束があることから非

正規雇用者として働きながら訓練を受けることが難しいプログラムが多いことも問題となってい

る。 
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第 3 章 先行研究及び本稿の位置づけ 

第 1節 先行研究 

非正規雇用者は正規雇用者と比べて手を抜かないことと成果主義が正規雇用の手抜き抑止に効

果があることを示している小林（2009、2011）、正社員と非正規雇用者との間の格差が生じた要因

を分析している平山（2010）、非正規雇用者の類型によって法政策は異なることを検討した島田

（1998）について述べた後、本稿の位置づけについて述べる。 

小林（2009、2011）では、2007年の SSM若年層郵送調査、同年 SSM若年層インターネット調査

の結果を用い、15～39歳の労働者を非正規雇用者と正規雇用者、成果主義を導入した場合の非正

規雇用者と正規雇用者とに分けて、それぞれのフリーライダーの度合いを点数化し回帰分析を行

っている。その上でフリーライダーの要因を雇用形態や人事制度（成果主義、年功序列制度）の

面から分析している。 

 小林の分析では、まず非正規雇用を独立変数、手抜きをしないことを従属変数とした回帰分析

を、人事制度の違いや内発的モチベーションを考慮しつつ行っている。さらに、成果主義を独立

変数とした場合と、成果主義を独立変数、内発的モチベーションを従属変数とした場合をそれぞ

れ回帰分析し、人事制度が仕事の手抜きに与える影響を分析している。 

 その結果、人事制度・内発的モチベーションによらず非正規雇用者は正規雇用者と比べて手抜

きをしないことと、正規雇用においては内発的モチベーションが上がることにより成果主義が手

抜き軽減に有効であることが示された。 

平山（2010）では、はじめに日本型雇用慣行の歴史を振り返り、非正規雇用が増加した要因に

加え、正社員と非正規雇用者との間での格差を生む要因がどこにあるかを明らかにしている。そ

れを踏まえて、政府や企業がどのような取り組みをすべきかを考察していく。平山論文は、経済

成長の鈍化や非正規雇用の向上といった方向に経済・社会環境が変化した以上、ライフスタイル

に応じて柔軟に働き方を変えられる多元的な雇用システムを構築する必要があるという。このよ

うな雇用システムを実現するうえで、労働法制の整備や社会保障制度の改革にも並行して取り組

む必要があり、政府・企業・個人が分担して果たすべき役割を遂行することが求められるとする。 

島田（1998）では、はじめに非正規雇用とは何かを定義し、昨今の厳しい経済状況においては

非正規雇用のどの類型も増加は避けられないとして、その上で非正規雇用の法政策について複数

の視点から論じている。非正規雇用は不安定な雇用であるとしてこれを制限することは、人件費

を削減したい需要側の利益を阻害するのみならず、自由な働き方を希望する供給側の利益をも阻

害してしまう可能性がある。そこで、非正規雇用を削減するのではなく、非正規雇用と正社員と

の間に存在する賃金格差や解雇問題を是正する法政策を行うべきであるとする。非正規雇用のう

ち特にパートタイム労働者と、正社員との間には著しい賃金格差があることから、均等待遇原則

を法定化することによりこれを是正することができる。また派遣労働者について取り上げ、派遣

労働関係を派遣元、派遣先及び派遣労働者の三者関係であるととらえたうえで、総合的な規制を
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行う必要があるとする。 

 

第 2節 本稿の位置づけ 

 これらの論文からわかることは、厳しい経済状況下においてやむを得ず増加している非正規雇

用に対して仕方なく政策を行うという点で消極的であるということである。そこで本稿では、需

要側の人件費削減と、供給側の自由な働き方を選択したいという双方の要望に応えるという形で、

積極的に非正規雇用を増加させることを主たる目的とする。ここでの増加とはその数ではなく割

合であることに注意してほしい。人口の減少から、近い将来労働力人口が減少することは避けら

れず、絶対数の増加を目指すというのは当然現実的でないからである。ここでいう積極的とは、

放っておいても増加していく傾向にある非正規雇用を政府の政策によってさらに増加させるとい

う意味である。あえて積極的にその割合を増やし、非正規雇用の意見がより世間に通るほどに多

数派となれば、格差を是正する法政策を実現しやすくなると思われるので、その点で本稿は有益

なものであるといえる。 
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第４章 理論・分析 

非正規雇用者は第 2 章第 1 節で挙げた理由から増加してきた。しかし、第 2 章第 2 節で見たよ

うに職業訓練制度が十分でないことや労働環境の悪さから、第 1 章で示したように非正規雇用者

の生活水準が低くとどまっていることが問題になっている。 

 以上を踏まえて、職業訓練を充実させると失業率が低下することを示す。デンマークとスペイ

ンの例を取り上げ、職業訓練を充実させると失業率が低下すること、また、各々の国で非正規雇

用を増加させて雇用の流動化をどのように図ってきたのかを考察する。これを基に、日本におけ

る非正規雇用の増加と雇用の流動化をどのように実現すればよいかについて政策提言をおこな

う。 

 まず、以下の２つの図を説明する。これらの図は、デンマークとスペインの一人当たり職業訓

練費用と失業率の相関関係をそれぞれ表している。この図から、職業訓練費用を増やせば失業率

が低下していることがわかる。 

 

 

【図表４－１ デンマークの一人当たり職業訓練費用と失業率の相関関係（１９８６年～９１年）】 

 

参考：UNESCO Institute for Statistics 

International Labour Organization, Key Indicators of the Labour Market database. 
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【図表４－２ スペインの一人当たり職業訓練費用と失業率の相関関係（１９９８年～２００７

年）】 

 

参考：UNESCO Institute for Statistics 

  International Labour Organization, Key Indicators of the Labour Market database. 

 

 次に、積極的労働政策を行うことによって実際に労働市場に流動性をもたらすことに成功した

二国、デンマークとスペインについてその社会的、時代的背景について触れながらその政策と効

果をみていく。 

はじめにデンマークの例を紹介する。2006 年 2 月末に欧州委員会が発表した「労働力の流動性

に関する調査報告書」によると、デンマークの労働者の転職回数は平均６回で、EU 諸国の中で

最も転職率が高いことが明らかにされた。さらにデンマークの労働者が一つの仕事にとどまる平

均年数は 8 年で、OECD 加盟国の中ではアメリカ、イギリスに次いで３番目に短くなっている。

要因として、デンマークでは職を変えず同じ会社や同じ機関・団体で同じ仕事をしている限り、

勤続年数が増しても賃金はほとんど変わらず、新たな職にチャレンジするだけでなく、同時によ

り高い賃金の確保を目指して転職するケースが挙げられる。 

デンマークにおける「フレキシキュリティ(flexicurity)」（「柔軟性（flexibility）」と「安定

(security)」を組み合わせた造語）は、「黄金の三角形」と呼ばれる①フレキシブルな労働市場②

手厚い失業保障(失業手当は失業前収入の最大９割を最長４年間支給)③充実した再就職支援とい

う 3 つの柱から成り立っている。この「黄金の三角形」が機能的に連携することで、失業への不

安が減り、人々の能力を向上させつつ、時代の変化に対応した雇用の構造調整・転換がスムーズ
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に行われているのである。しかし、これらを財政的に維持するために高い税負担（個人所得最高

税率 59％、消費税 25％）に加え、労働市場貢献金(所得の一律 8％)が課せられており、こうした

高負担に対する国民の納得と覚悟があるからこそ可能なモデルであり、日本に置き換えて簡単に

模倣できるとは思えないが、日本においても理想的なモデルであるといえる。 

次にスペインについて紹介する。1980 年から現在まで、スペインは 2 度にわたり大幅な失業率

引き下げに成功している。 

１度目は 1980 年代後半。1973 年の石油危機以降不況に陥っていたスペインは、1980 年代に景

気を回復させることに成功した。この理由として、モンクロア協約が挙げられる。モンクロア協

約は 1977 年に取り決められたものであり、インフレや財政赤字の削減と経済構造改革の二つか

ら構成されている。モンクロア協定は今のスペイン経済に大きな影響を与えている。この協定に

より、スペインは労働市場の柔軟化などを行ってきた。1980 年代後半に失業率の低下が認められ

た要因のひとつとして、市場の流動性が高まったことが挙げられるといえるであろう。 

 

【図表４－３ スペインの賃金・物価上昇率】 

 

参考：EU 統計局（EUROSTAT) ２００１年～２０１０年 

 

2 度目は 90 年代後半から 2000 年代半ばである。このグラフは、2000 年から 2010 年までのス

ペインの物価上昇率と賃金の上昇率を表している。2000 年から 2008 年まで、スペインは物価と

賃金が安定して上昇する、好況下にあった。この時期においては、年を追うごとに職業訓練費用

の増加と失業率の低下を見ることもできた。 
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しかし、それ以降は不況の煽りをうけ、それまでの流れから一変した。物価上昇も賃金の上昇

も止まり、10％程度であった失業率が常態的に 20％を超えるようになった。その背景には硬直的

な雇用制度と不十分な職業訓練がある。不況により職を失った、スキルを持たない労働者は、再

就職することができない。スペインの正規雇用者は強く保護されている。保護指標の高さからそ

の様子を伺うことができる。これがスペインの雇用の流動性の低さを表していると考えられる。

一旦失業者や非正規労働者になってしまえば、正社員として再就職することは難しい。さらに、

職業訓練制度がしっかりしていないため、腕を磨くことも容易でない。このことが非正規化、失

業率上昇の大きな要因となっている。 

職業訓練により正社員を増やすことができるのなら訓練を充実させさえすればよいのだが、不

況下で正社員数の増加を見込むのは現実的ではない。職業訓練をした上で流動性を高めることで

非正規労働者の自立を促すことが必要であろう。実際、スペインは現在、職業訓練制度の整備と

ともに流動性の上昇を目指し、法整備を行っている。 
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第５章 政策提言 

正規雇用の割合が増加し、職の安定性が失われつつあることを問題視して非正規雇用を減らそ

うという動きがある中で、本稿では、企業の人件費削減や自由な働き方を推奨する目的で非正規

雇用の割合を増加させ、労働市場の流動性を上げる政策を提案する。先の理論分析の章で、職業

訓練に費用をかけることにより失業率が下がることを示し、また実際に労働市場の流動性を上げ

ることに成功した国について述べた。高コストになりがちな積極的労働市場政策を実施している

国では、政府や企業が様々な職業支援策を行い転職、求職に必要なスキルを身に着けさせるとと

もに、政府が手厚い失業手当を支給して失業中の生活を保障している。それにより労働者は就き

たい職に容易に就けることから満足度も高いし、同一労働同一賃金はほぼ達成しているといって

よい状況にまでなっている。この例を踏まえて、非正規雇用の割合を増加させるために①職業訓

練の充実②失業手当の充実③労働環境の改善④これらの政策に要する費用の負担をどのように分

担するか、といった手段があげられるが、本稿では特に、職業訓練と費用拠出についての政策提

言を行う。 

我々が行う政策提言は、非正規雇用者を増やすという目的での、政府主導の職業訓練を種類・

予算ともに充実させることと、その費用を企業に負担させず国民に負担させることである。日本

政府の発表によると 2012 年 7 月の時点で 288 万人もの完全失業者が存在することから、彼らに

職業訓練を利用してもらい人員不足の部門に人を集めることができれば需給の一致につながる

し、そうなれば失業率も当然に下がる。併せて金銭的・時間的余裕のない企業に代わり政府が職

業訓練費用を負担すれば、企業側は職業訓練に携わっていた以前より費用をかけずに技能を身に

付けた人を雇用することができるため、非正規雇用者の付加価値が高まる。それにより非正規雇

用者の割合は一層上昇し、労働市場の柔軟化もさらに進むだろう。また、社会全体でこれにかか

る費用を負担することにより非正規雇用の問題が国全体の問題であることを認識させる必要があ

る。確かに不況である上に国民に負担を強いるというのは経済活性化という観点から見ればよい

政策とはいえない。しかしどの部門に負担させても結局は国民に負担が転嫁されてしまうことが

予想される。したがって、所得税の累進税率を高め、高所得者層に負担してもらうのが最も現実

的な案であるとの結論に至った。 

この非正規雇用者を増やす職業訓練とは労働市場の流動性を高めることが目的だが、非正規雇

用者の問題に対する最終地点では決してない。この労働市場の柔軟化によってまずは企業の負担

を軽減し、日本経済を活性化させ、そして徐々に格差の是正に踏み込むべきである。その第一歩

として本稿を書き上げるに至った。 
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