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2018年10月9日経団連会長
「採用協定廃止発言」の衝撃
　経団連の中西宏明会長は、「経団連が採用の日程
に関して采配すること自体に極めて違和感がある」
と語り、グローバルな人材の獲得競争の時代に、
経団連が個別企業の採用活動を縛るのは現実に合
わない、「2020年春入社の学生までは前年の6月
1日に採用面接を解禁し、10月 1日に内定を出す」
という現在の「採用選考に関する指針」の廃止を
表明した。この指針には会員企業に対する拘束力
はなく、多くの企業は早期に事実上の採用活動を
始めていて、経団連に参加していないベンチャー

企業ばかりではなく、経団連加盟の大手企業でも
有望な学生を早期に囲い込むなど、就職活動は早
期化・長期化してルールが形骸化しているとの指
摘は多かった。いわゆる就活ルールはこれまで経
団連が「採用選考に関する指針」として定めてき
たが、このように経団連が廃止を正式に発表し、
政府が主導する形式に切り替わることになった。
　新卒一括採用という考え方そのものがグローバ
ルに対応できていないと言われながらも現在まで
継続され、採用の主流となっているのはなぜだろ
うか。日本型雇用システムは、職務を規定しない
雇用契約のために、未経験で熟練していない者を

Point
❶  経団連会長「採用協定廃止発言」から終身雇用、年功序列など、日本型人事制度の見直し議論が活
発化している。

❷  日本的経営の三種の神器といわれる、終身雇用、年功序列、企業別労働組合、また労働市場と企業
との構造的関係の日本的特徴とは何か？

❸  高度成長を支えた、優れた日本型人事制度も日本経済の成熟化と社会構造の変化が急速な変化に、
対応が難しくなってきている。

❹  欧米型人事制度へ移行すれば全て解決できるという幻想を捨てて日本型人事の良いところを活か
す、不易流行・複線型人事制度を作り出すことが求められている。

人生100年時代にも通用する日本的人事を考える
日本型人事制度は本当に終わったのか？
̶採用から終身雇用まで̶
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ある職務につける必要がある。そのため、企業内
教育訓練が施される仕組みが成熟してきた。この
仕組みを前提としたとき、入り口として対象者は、
できるだけ長期にわたって雇用契約を継続できる
者にすることが、投資対効果という観点から見て、
合理的な判断であることは明らかであり、新規学
卒者がその対象となるのは必然だった。
　職務単位で採用する欧米のジョブ型の採用とは
異なり、ある種の絶対基準が存在しない中で、一
定数以上の採用を行うことを前提としたときに、
ある時期に一定数の母集団の中から相対的に上位
層を採るという手法は、入社予定者の「質の確保」
と「コスト効率」の両面から、最も合理的な採用
戦略であった。結果として、社会的に見ても世界
で一番、若年層の失業率の低い社会が実現してい
る。しかしながら、採用協定の廃止は単に日本式
新卒一括採用だけの問題ではとどまらず、広く育
成・活用をはじめ人事制度全般にかかわる大きな
問題である。

トヨタ自動車・経団連トップの
「終身雇用難しい」発言相次ぐ
　2019年 5月 7日、経団連の中西宏明会長は定例
会見で「働き手の就労期間の延長が見込まれる中
で、終身雇用を前提に企業運営、事業活動を考え
ることには限界が来ている。外部環境の変化に伴
い、就職した時点と同じ事業がずっと継続すると
は考えにくい。働き手がこれまで従事していた仕
事がなくなるという現実に直面している。そこで、
経営層も従業員も、職種転換に取り組み、社内外
での活躍の場を模索して就労の継続に努めてい
る。利益が上がらない事業で無理に雇用維持する
ことは、従業員にとっても不幸であり、早く踏ん
切りをつけて、今とは違うビジネスに挑戦するこ
とが重要である」と語った。
　トヨタ自動車の豊田章男社長は、翌週13日の
日本自動車工業会の会長会見の中で「雇用を続け
る企業などへのインセンティブがもう少し出てこ
ないと、なかなか終身雇用を守っていくのは難し

い局面に入ってきた」とする、終身雇用に関する
発言が話題を呼んだ。
　日本企業の経営者が、人材育成の仕組みがビル
トインされた、日本的雇用システムの良さを活か
しつつ世界の企業と戦う、人生100年時代にも通
用する日本的人事の不易流行について考えてみた
い。

日本企業の雇用構造の特徴とその論理
　一般に、日本的経営の三種の神器といわれるも
のがある。終身雇用、年功序列、企業別労働組合、
の三つである。いずれも、労働市場と企業との間
の構造的関係の日本的特徴である。経営には、戦
略も資本構造も組織マネジメントもさまざまある
はずなのだが、「日本的」という特徴は何かと聞か
れれば、その答えがすべて雇用構造に集中すると
いうのは、注目されるべき事実であろう。ヒトの
扱い方に、日本の経営の特徴があるといわれる。

 •終身（長期）雇用
　 正規の従業員として採用された場合に、経営上
の大きな困難や従業員の大きな不手際がないか
ぎり、厳密に言えば定年まで雇用されるという
暗黙の契約である。

 •年功序列
　 年齢に応じて、賃金や地位が上がっていく、と
いう人事慣行である、結果としてこうした傾向
があることは、日本だけでなく世界中どこでも
あるが、日本の年功序列は「年齢の序列と賃金
や地位の序列の逆転をなるべく避けようとする
人事慣行」と考えるべきだろう。そこでも、本
質は、結果としての年齢と賃金の対応関係では
なく、逆転を避けようとする人事方針にある。

 •企業別労働組合
　 長期雇用的に雇用関係が結ばれれば、一つの企
業に働く人々は長期間仲間であり続ける、職種
に関係なく、同じ職場の仲間になる。そうした
状態が当たり前になれば、労働組合も企業別に
なるのは自然な話である。
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　日本型人事管理の特徴を簡単に整理すると、重
要な点は「社員の生活はできるかぎり保障する」
という経営理念を重視している点で、それを設計
思想として人事管理を形成してきた。そうなると、
仕事内容や働き方の違いより家庭の大黒柱（世帯
主）か否か（家庭責任の大きさ）によって社員を
分けることになり世帯主型の男性を雇用の安定性
を保障する（つまり終身雇用型の）基幹的社員、
そうでない女性を補助的社員とする社員区分制度
が採られることになる。これが今日の男女格差を
生み、さらに基幹的社員に対しては、設計思想に
沿って生計費に見合った給与を保障するために、
年齢や勤続年数を重視する社員格付け制度（つま
り年功制度）が採られることとなった。このよう
な設計思想と基本システムを基盤として日本では、
人事管理と労使関係の骨格が作られてきた。まず
労使関係についてみると、基幹的社員は、彼らの
仕事と生活が会社の命運に大きく影響される。そ
うなると、共に協力して会社の維持・発展に努力
するという経営者と社員の関係が形成され、さら
に社員の中に、経営に参画するという意識が強ま
る。この関係に入らない補助的な従業員は非正規
社員として処遇されることとなる。このことは、
労働組合の在り方にも影響を及ぼす。組合員の仕
事と生活を守ることが労働組合の最も重要な役割

であるので、社員（組合員）と会社の利害に共通
する部分が多いという状況のもとでは、労働組合
は会社の範囲で組織される企業別組合が合理的な
形態になるし、企業の発展のためには経営に協力
するという労使協調が、労働組合運動の基本的な
路線になる。

見えざる出資（賃金と生産性の不一致）
　こうした雇用慣行と労使関係から生まれるのは，
働く人々が企業活動の長期的なパートナーである
という意識である。株主と並んで、時には株主に
優先して、企業の「実質的オーナー」という意識
が自然に芽生える。自分が勤める会社を「私の会社」
と言うのは日本人だけではないか。これは、コー
ポレートガバナンスの問題であり、日本企業にとっ
ては実に本質的な問題といえる。長期雇用保障が
存在するが年功的な賃金の傾向が強いという状況
から、見えざる出資の感覚は二つのルートから生
まれる。
　一つは、年功賃金体系のもとで、働く人々が若
年時に受け取る賃金が彼らの生産性（仕事の成果）
より低いという状況が発生しうる、（図表1のA）。
そのために、一種の過小支払いとでもいうべき時
期がかなり続く。その過小支払い分は，企業の留
保利益として企業の中に蓄積され、投資される。

図表 1　見えざる出資：生涯成果賃金の理論モデル
給
与

新入社員 定年退職年齢a歳
年齢

A

B1

B2

給与
＋賞与

仕事の成果

退職給付

企業年金
C

C’

G 公的年金

［理論モデル］A＝B1＋B2＋C＋C’＋G

出所：筆者作成
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その分が、従業貝の見えざる出資といわれるもの
である。留保利益増加分は従業員による見えざる
出資と考えることもできる。このように会社が得
た利益は退職引当金として社内に留保され退職金
として支給され大手企業では一時金と企業内の年
金として支給される仕組みとして運用されている
（図表1）。
　このように、年功制度は生涯勤務の成果に応じ
た成果配分制度になっている。私はこれを「生涯
成果賃金モデル」と呼んでいる。

日本的雇用構造の長所と短所
　このように日本的雇用構造は、長期雇用、見え
ざる出資、年功制、企業別組合、さらには企業内
の格差の小ささは、企業の中の一体感を高めるの
に貢献している。その結果、複雑なインセンティ
ブ・システムを作らなくても、ある程度の意欲を
引き出すことができるなど、さまざまな長所をもっ
ている。

　半面、短所としては、
1．  雇用の確保を優先しているために、資源配分が
非効率

2．  企業の固定費を高める（米国では人件費は変動
費）

3．  社員と非正規社員という二重構造を雇用に内包
している

　しかしながら、欧米型の雇用構造にすればこれ
らの課題が解決するかのような議論は少し乱暴だ
と考える。経団連中西会長、トヨタ豊田社長の発
言も終身雇用を見直していくのであれば、これま
で企業に依存してきた教育や能力開発の仕組みを
どうするのか。ジョブ型採用に当てはまらない専
門性のない学生や、十分に成長できなかった中高
年社員の再教育と就職のあっせんなど、雇用の流
動化に対応した社会的セーフネットを企業に押し
つけるのではなく、政府も一体で考えていくべき
課題であると提起していると考えたい。

新卒一括採用は日本の独自な仕組みではない
　日本の新卒一括採用はいわれているほど「特殊」
ではない、アメリカ企業においても、対象は全員
ではないが、日本でいうところの「新卒採用」に
近いものが行われていて、しかもかなり昔から行
われていることが分かっている。有名な例でいえ
ばGE社（General Electric Co.）。GEの新卒採用
は、もともと優秀な工学系の学部を出た新卒者を
確保するために、採用担当者が主要大学のキャン
パスを訪問し、大学推薦を受けた、年間数百人の
新卒者を訓練生として採用し、丁寧な新入社員研
修 ･訓練を行った後に、さまざまな部門に配属す
るという仕組みから始まったといわれていて、
ジャック・ウェルチ元会長もこの仕組みで採用さ
れている。
　アメリカやヨーロッパ、日本の官公庁やかつて
の日本の軍隊など、国や時代を超えて共通する「採
用から差をつける雇用の仕組み」がある。それは、
「エリート」と「非エリート」に分かれているとい
うことだ。これだけ時代や国を問わず共通なのに、
日本の「企業」だけがこの仕組みを使わず、高度
成長の中で大卒総合職採用者全員が「幹部候補」
とする仕組みを作り上げた。諸外国では、出世す
るのはエリートだけなので、非エリートの一般社
員は「決められた仕事だけをしてください」とい
う考え方だ。入社時にある程度の大学を出た人に
対して、人物本位の選考を実施し差をつけず処遇
して、入社後、努力して実績を上げていれば、あ
る程度の地位まで昇っていくことができる。だか
ら、入社した全員が、横一線で頑張り続ける。こ
れが日本型「全員幹部候補」の素晴らしい仕組みで、
日本企業だけが行っている公平な採用方式で今後
も変えるべきではないと思う。もちろん、最新の
AI分野などの人材を厚遇することは否定しない。

日本型複線型人事制度の確立
　全員を幹部候補として採用し、日本型雇用で「誰
もが課長になれるから頑張れ」「若いときの苦労は
買ってでもしろ」と育成し、いろいろと仕事をさ
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せていく中で、成果を出すことができた人に仕事
を与えるというやり方で、日本企業は人を育て、
抜てきしてきた。だからこそ、誰もが創意工夫し
てきた。一部のエリートに頼ったトップダウン型
のアメリカ企業よりも、日本企業は優れていた。
かつての日本企業では、組織長を頂点とするヒエ
ラルキーを一つずつ上っていくというキャリアパ
スが、社員にとってほぼ唯一の選択肢だった。近
年は組織のフラット化が進むとともに、社員の就
業意識の多様化もあり、組織責任者への昇進を前
提とした画一的な人事制度が、必ずしも魅力的な
ものではなくなりつつある。地位や賃金よりも「専
門職として好きな仕事を続けたい」「家族と一緒に
いる時間を大切にしたい」といった個人の希望を
優先したいと考える人が増え、「努力すれば出世で
きる」仕組みだけで全社員のモチベーションを維
持することは難しくなっている。その代替として
入り口の段階は同じだが、雇用していく中で処遇
の仕方を変えていく。しかも、それを自分で選択
することができる、日本型の複線型人事制度が導
入されるべきと考える（図表2）。
　日本では課長職になるのに、15年かかるという
説がある、大学卒業後37歳から 40歳の時点で
キャリアの棚卸しをして、自分の進むべき道を自

分で選択する仕組みの構築が求められている。こ
のときには政府の支援策が講じられ、受け入れ企
業には中高年齢者受け入れ交付金が拡充され、転
職者には転職支援金が支給される仕組みとする。
　このような仕組みが機能すれば、会社もぶら下
がり社員は少なくなり、新人を毎年採用すること
ができ、自動的な人件費の高騰も抑えることがで
きる。人材不足の中堅企業にも大企業から少しで
も人材が移動する仕組みになり、まさに社会・会
社・個人の三方よしにならないだろうか？　現状
から短

たんぺい

兵急
きゅう

に欧米型ジョブ型雇用に変えることは
日本企業の競争力改善にはつながらないと思う。
経営者の皆さま、ぜひとも日本的な人事制度の良
いところを活かして、社会全体として、国際競争
力のある人事制度を作っていただきたいと思う。
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図表 2　日本型　複線型人事制度
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出所：『日本企業の国際人事管理』慶應義塾大学 石田英夫教授（1985）より筆者作成

人生100年時代にも通用する日本的人事を考える  日本型人事制度は本当に終わったのか？




