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従来、わが国では雇用ルールの策定に当たり、「権利」を基本に置いた労働法の視点が重視

されてきたが、近年、人口減少や国際競争の激化、技術進歩の加速化に伴い、効率性を重
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経済的インセンティブを活用し、労働資源の最適配分や質的向上が達成される「高質な労

働市場」を形成するための雇用ルールについて、経済学と法学の視点から考察し、雇用管

理の個別化や雇用系謡の多様化に沿って新たな提案を行なう。とくに「労働サービス」の

特性や経済発展とともにそれがどう変化してきたかを考慮に入れ、市場の失敗や相対取引

の問題の視点から、外部労働市場や企業内部に関わる雇用ルールがどのように改められ、

両者がどう補完されていくべきかについて、具体的な立法政策を検討する。  
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「高質な労働市場を構築するためのルールのあり方」 

樋口美雄・山川隆一 

１． はじめに 

従来、わが国では雇用のルール作りにおいて、「権利」を基本に置いた労働法の視点が重

視され、効率性を尊重する経済学の視点は十分省みられてこなかった。 

しかし少子高齢化が進展し、人口減少社会に突入するにつれ、多様な価値観を持った人

材の有効資源活用がこれまで以上に重要性を増している。ましてや経済のグローバル化が

進展し、企業間競争が激化する一方、技術革新が急ピッチで進み、産業構造・需要構造が

急速に転換するようになった今日、人件費を削減する一方、新たな知識や技能を身につけ

た労働者を活用し生産性を向上させる必要性が高まっている。こうした状況下にあっては、

たとえ個人の権利を最大限尊重しようと思っても、それが経済効率と相反するものであれ

ば、長期的に保障することは難しくなるから、社会的合理性を無視することは許されなく

なる。そしてその逆に、個人の権利が尊重されないような状態では、労働者はやる気を失

い、生産性は低下しせざるを得なくなる。社会環境が大きく変化した現在、権利と効率の

両視点から、法学と経済学が協力して、わが国の雇用ルールのあり方について検討してい

く必要性が高まっている。 

本章では、こうした認識の下、「高質な労働市場」を構築するために必要な法制度を、法

学と経済学の視点から考察する。まず次節では雇用ルールに対する両視点の違いを概観し、

３節で現代社会に適した「高質な労働市場」が果たさなければならない機能について考察

する。そして４節では「労働サービス」の持つ特性を考えたとき、高質な労働市場を形成

するにはどのような雇用ルールが求められているかを法学と経済学の視点から考察し、５

節ではこの基準に照らし合わせたとき、近年、変更された雇用ルールがそれぞれどのよう

に評価されるかを述べ、最終節の６節では今後、改革されるべき雇用ルールについて具体

的な検討を加えることにする。 

 

２．雇用ルールに対する法学の視点・経済学の視点 

２．１ 法学の視点 

労働立法の根拠づけとして、あるいは現に存在する法律の説明において、労働法理論で

は「権利」という概念が援用される項目が多い。こうした「権利」の中でも特に重要なも

のは「人権」であり、日本の国家の最高規範である憲法は、諸種の基本的人権を定めてい
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る。たとえば、憲法 27 条１項は、基本的人権の１つとしていわゆる「勤労権」を定め、こ

れに基づいて、雇用保険法や職業安定法などの雇用政策に関わる諸法規が制定されている。 

さらに憲法 28 条は、「団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利」を保障

しており、同条を基礎として、労働組合法などの集団的労働関係にかかわる立法がなされ

ている。このような憲法上の諸権利は、それ自体として一定の法的効果を持つこともある

が、加えて、上で見たような個別の労働法規を国が制定することを要請するという意味も

持ちうる。このような意味で、これらの権利は、労働法規の存在理由を根拠づけるものと

なっている。 

 以上は、労働立法の根拠付けという観点から「権利」という概念に言及したものである

が、そのような観点に限らず、ルールの内容という点から見ても、労働法規（というより

もむしろ法律一般）は、権利の実現を主たる機能とするものと位置づけられる（義務は権

利に対応するものであり、権利と義務は表裏一体の関係に立つ）。したがって、労働法学を

含め、法学においては、「権利」や「義務」が議論の中心となる。その意味で、「権利」は、

法学における発想の特色を端的に言い表したものということができよう（ドイツ語では、

recht は権利という意味と法という意味とを併せ持っている）。 

 他方、経済学における基本的な発想ないし概念枠組は「市場」であり、労働分野におい

ては「労働市場」ということになる。しかし「労働市場」という用語自体、これまでわが

国の法律の規定に登場したことはないのである（諏訪［1999］）。もっとも、労働市場的発

想を示す法律がないわけではない。すなわち、雇用対策法１条は、同法の目的として、「国

が、雇用に関し、・・・必要な施策を総合的に講ずることにより、労働力の需給が質量両面

にわたり均衡することを促進して、・・・国民経済の均衡ある発展と完全雇用の達成とに資

することを目的とする」と定めている。ここでは、同法が、労働力の需給の均衡という市

場理論の発想に立っていることは明らかではあるのだが。 

 では、なぜ、「労働市場」という用語は労働法の法文に使われてこなかったのか。この点

は推測する他はないが、「市場」という観念が「財」ないし「商品」の取引が行われる場な

いしシステムを意味することからは、「労働市場」は、労働（力）という商品についての市

場を意味することになる。しかし、従来から、「労働は商品ではない」という発想が一般的

であったため（1944 年の ILO フィラデルフィア宣言）、労働市場という用語は、労働が「商

品」であるという理解を与えかねず、それゆえに、法律の明文に盛り込むことは回避され

てきたのではないだろうか。 
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２．２ 経済学の視点 

 その一方、労働経済学では後で詳しく見るように、「労働力」は「人間」としての労働者

から切り離して取引することはできず、他の財やサービスと違った特性を持っていると考

えられるものの、基本的には「労働力」も貴重な有限資源であり、これを最適に配分し有

効に活用することの重要性が強調される。そして資源の最適配分や有効活用は、完全情報

のもと、多数の市場参加者がみずからの意思決定に基づき自由な競争を行ない、財サービ

スの自由な取引によって達成されると説明されてきた。こうした完全競争市場では、個々

の経済主体の便益や嗜好を反映した需給の大きさを反映して価格が決定され、各主体がそ

の価格をシグナルとして需給量を決定することによって、売りたいと考える人から買いた

いと考える人に財サービスが配分され、取り引きを通じ社会全体の経済効率や国民の厚生

を高めることができると考えられている。個人の利己心を無視した政府による直接的な財

やサービスの配分が、いかに非効率で非公正であるかは、社会主義国家の崩壊を見るまで

もなく明らかであるとされている。 

もっともどのような条件下であっても、政府は何もしないまま、自由放任にしておけば、

市場はうまく機能するとは考えられていない。そこではいわゆる「市場の失敗」の問題が

ある。たとえば「規模の経済性」があったり、取引に参加しない第三者に影響が及ぶ「外

部経済」や「外部不経済」が存在したり、さらには所有者以外の利用を排除できない「公

共財」の性格があったり、売り手と買い手の間に「情報の非対称性」が存在している場合、

市場がまったく成立しなかったり、ゆがみが生じてしまう「市場の失敗」が発生し、政府

が市場に介入する必要があると説明されている。 

さらには最近の理論では、序章で述べられたように、多数の人が参加して財サービスが

交換される「市場取引」が成立せず、「相対（アイタイ）取引」が行なわれる場合、無制約

的に利己心に基づいた行動が許されると、ときにはそれが誤った方向に使われ、詐欺や強

奪が横行し、他人の自由を踏みにじった行動が氾濫してしまう危険性があると認識され、

そこに法律の制定とその遵守によって構築される「公正競争の場」の提供といった政府の

役割が求められると指摘されるようになった（矢野［2001］）。 

以上のような議論も、いくつかの特性をもつ「労働サービス」の取り引きにあてはめた

ら、どのようなことがいえるのだろうか。「労働サービス」は「生きている人間」であると

ころの労働者から切り離して取引することはできないという特性がある。このため、他の
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財やサービスとは異なって、自由に労働サービスが取引された場合、いくつかの問題点が

発生する。第１に労働市場の売り手である労働者は、買い手である雇用主に比べて所有す

る資産が少なく耐久力がないため、何とか雇用契約を成立させようとして譲歩を迫られ、

交渉上弱い立場に立たされる（辻村［1977］）。そして、企業の契約成立後の雇用管理や人

材育成によってその人の発揮する成果は大きく異なってくるし、働いてみないと相手の特

性や実情を見極めにくく、情報の不完全性や非対称性が発生しやすいという特性がある。

さらに雇用主にしろ、労働者にしろ、多種多様であり、地域的にも限定されており、規格

化された商品が全国・全世界で取引される場合と違って、多数の供給者、需要者が交換に

参加する市場取引が成立しにくく、相対取引の性格を帯びやすい（矢野 [2001]）。こうし

た特性を持ち合わせるサービスを取引する労働市場において、企業の欲する人材を適切な

賃金で雇用し、かつ労働者がその人の能力に応じた適切な賃金で就業でき、適材適所の労

働配分がなされ、なおかつ能力を高めることができ、質量両面において完全雇用が達成さ

れるためにはどのようなルールが必要なのであろうか。労働経済学では、こうした視点か

ら、あるべき雇用ルールが追求されてきた。 

 

２．３ 労働経済学と労働法学の発想の違いと最近の対話 

 法学において「権利」を中心とする発想から制度のあり方を考えていくとき、権利の帰

属主体は多くの場合に個人であるから、個別的な権利の実現ないし権利侵害とその是正に

焦点を当てて考察する傾向が強い。これに対し経済学では「市場」を中心とする発想から

制度のあり方を考え、市場は個別的な取引のなされる場、ないしシステムとして捉えられ、

社会全体から見て効率性の改善や分配の公平性が検討される。その意味で、法学では「個

別性」が重視されるのに対し、経済学では「全体」が重視される傾向がある。 

 また法学では、実際に法違反が生じた場合の刑事制裁や行政処分、あるいは紛争が生じ

た場合の解決が念頭に置かれ議論されることが少なくないため、個々の権利侵害や紛争へ

の「事後的な対応」が重視される傾向がある。これに対し、経済学では市場が効率的に機

能するかどうかが主たる関心事であるため、「事前の制度設計」に焦点を当てた議論がなさ

れる。もちろん、法学の分野でも事前規制の必要性が主張されることは多いが、そこでは

権利侵害への予想に基づいて規制の必要性が説かれることが多い。他方、経済学でも権利

侵害への対応は議論されるが、その場合でも事前規制による市場への介入によるよりも、

損害賠償などの事後的な補償手段による対応を考えることが多い。 
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 以上のような発想の違いから、従来、日本では、法学と経済学の共同作業はあまり行な

われてこなかった。しかし近年、特に立法政策論において、その必要性が強く意識される

ようになり、労働法学でも経済学的発想を取り入れる必要性が認識されたり（菅野和夫・

諏訪康雄[1994]）、経済学でも労働法の分野を研究対象とする検討が進むようになった（大

竹・大内・山川[2004]、日本労働研究機構［2001］など）。そこで、次節ではこれらの研究

成果を考慮に入れ、「高質な労働市場」という概念を取り上げ、「労働サービス」の特性を

考えた場合、それを実現するために求められる雇用ルールのあり方について、検討してい

くことにしたい。 

 

３．個人の権利と社会の効率改善を両立させる「高質な労働市場」 

 ３．１ 個人の権利と社会の経済効率の関係  

個人の権利を最大限尊重しようとしても、社会の経済効率を無視した場合、これを長期

的に保障することはできない。経済効率が低下し、分配されるべき社会全体の経済のパイ

が縮小した状況では、個々人の権利は守られにくい。雇用機会が減少し失業者が大量に発

生している状態では、どんなに勤労権の重要性が主張されても、これを実現することは難

しい。個人の権利を守っていくためにも、効率の改善は不可欠であり、経済成長は維持さ

れなければならない。逆に個人の権利が認められない状況では、人々は働くインセンティ

ブを失い、効率は低下してしまう。個人の権利と経済効率の改善は短期的には対立するこ

とがあっても、長期的には補完関係にあることを認めざるを得ない。 

労働市場において権利と経済効率をつなぐ重要な鍵は、賃金に代表される雇用条件が握

っている。賃金には人々の豊かさを示す「所得シグナル」としての役割があり、同時に経

済全体、あるいは個別職種や個別産業、個別企業における労働需給の逼迫度を示す「価格

シグナル」の役割がある。所得が高く、恵まれた雇用条件が保障されるならば、その人の

権利は守られやすい。賃金が労働需給を十分に反映し、価格シグナルの役割を果たすなら

ば、個々の企業や労働者はこれに基づき行動することによって、その人材を不要とすると

ころから必要とするところへ再配置することによって、労働資源の適切な配分が達成可能

になる。したがって、個人の権利が守られ、同時に経済効率が改善されるためには、賃金

がこうした機能を十分に果たし、そのもとに個々の市場参加者が自由に行動できる「高質

な労働市場」が用意されなければならない。 
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 ３．２ 労働資源の最適配分を可能にする労働市場 

 「高質な労働市場」はいくつかの機能を備えていなければならない。その第１の機能は、

労働資源の適材適所の配分を保証し、有効活用を可能にすることである。こうしたコーデ

ィネーション機能を兼ね備えている市場では、質量両面において完全雇用が達成される。

そのためには、企業の欲する人材が具体的にどのような内容の職業能力をどの程度持たな

ければならないかが明示され、企業はそれに相応しい適切な賃金（価格）を払えば、市場

を通じて、そうした要件を満たす人材を確保することができる。他方、労働者にとっては、

企業の明示した求人要件を満たしてさえいれば、市場を通じ、適切な賃金を受け取り、採

用されうる。企業や労働者の競争を通じ、公正賃金が形成されることによって、取引者に

交換の利益が配分される一方、市場に直接的に関与していない第三者へも価格シグナルと

して、その情報が伝達されることにより、技能形成などを刺激することができる。そのた

めには職種別労働市場が形成されるための工夫が凝らされ、仕組みが創られていかなけれ

ばならない。 

 第２の機能は、価格シグナル機能を通じ労働資源が最適に配分されるためには、小さな

移動コストでその人材を必要とするところへ再配置できることである。もしも移動コスト

が高ければ、その人材を必要とする企業がその人の生産性に見合った賃金を払おうとして

も、移動は起こらない。労働資源の最適配分を可能にするには、求職者や求人企業につい

ての情報が十分存在し、企業にとっては機会費用を含む求人コストが低く、最適な人材を

確保できる一方、労働者にとっては機会費用を含む求職コスト・転職コストが低く、最適

な仕事に就職できなければならない。こうした市場においては企業の未充足期間や労働者

の求職期間は短縮され、量的完全雇用が達成されると同時に、適材適所の労働配分により

質的完全雇用も実現される。 

 

３．３ 労働資源の質的向上を可能にする市場 

第３に労働資源の有効活用を実現するには、個々人がすでに身につけている職業能力を

活用するばかりか、社会の求める職業能力を効率よく向上させることのできる市場でなけ

ればならない。賃金の価格シグナルが働き、企業がどのような能力を身につけている人材

を求めているかが示されると同時に、その求められる能力を高めるチャンスが与えられな

ければならない。 

職業能力には企業の内部で就業経験を積み重ねることによって形成されるものと、座学
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など企業外部で形成されるものとがある。両者は互いに補完関係を持っている面もあるが、

仕事の種類によって、どちらが高い比率を求められるかは異なってくる。ただ、いずれの

場合であっても、本人の意思に反して、経済的制約や時間的制約により、職業能力を身に

つけるチャンスが制限されている場合、これを身につけることにより社会全体に外部効果

をもたらすと判断されるならば、その制約を政府が緩和し、技能形成を支援する対策を実

行することも正当化される。 

 

４．労働という財の特殊性と法的規律の必要性 

「市場の失敗」を引き起こす特性を持たない財では、自由放任主義にもとづき完全競争

を促進していけば、「高質な市場」は形成され、パレート最適は達成されると考えられる。

しかし労働という財には、以下のような特殊性が存在するため、「高質な労働市場」の形成

には、一定の政府の介入が求められる。この点に関し、この節では、どのような対応がこ

れまで取られてきたかについて整理する。 

 

４．１ 身体と精神を持った「人間」としての労働者から切り離せない「労働サービス」 

 「労働サービス」は、その供給者である「人間」から切り離して取引するわけには行か

ない。労働者は、職場においていかなる事態が起こるかを事前に予測できなかったり、生

きていくためには危険な職場での就業を拒否できなかったりするため、身体的精神的健康

を害する状態から労働者を保護する法律が必要であるとされてきた。 

 労働安全衛生法は、職場における労働者の安全衛生の確保のために、事業主に対して安

全管理体制の整備や、危険・健康障害の発生を防止するための措置を義務づけ、さらに、

安全衛生教育や健康診断を実施することを求めている。また、労働基準法は、労働時間の

最長限度を定めるなどして、労働時間の側面から、労働者の健康確保の促進を図ってきた

が、最近では、労働安全衛生法でも、いわゆる過労死の防止のため、時間外労働が一定限

度を超えた場合に健康診断の受診を義務づけるなどの対応がとられている。さらに、労働

災害が実際に発生した場合、労働者や家族の生活に大きな影響を及ぼすおそれが強く、こ

うした問題には、保険システムによるリスク分散を図る必要があるため、労働者災害補償

保険法により、労災保険という特別の保険システムが設定されている。 
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４．２ 買い手と売り手の交渉上の地歩の差 

 労働の取引は相対取引になりやすく、買い手と売り手が対等な立場に立って、契約交渉

が行なわれにくいといった特性がある。雇用主と労働者の間には保有資産に違いがあり、

労働サービスの提供の機会は貯蔵できないため、契約が成立しなかったときに労働者が被

る損失は大きいことが予想される。さらに、労働市場システムの整備状況によっても異な

るが、失業に陥った場合、新たな就職先を探すには時間面をも含めて大きなコストがかか

る。以上のような理由により、雇用主に比べ労働者は契約の不成立を避けようとして危険

回避的な行動をとるため、交渉上、大きな譲歩を余儀なくされ、生産性に見合った公正な

賃金が成立しないことがある。この弱者としての労働者の立場を保護するには、労働者が

他社も含め多くの雇用機会を選択できるようにし、雇用主間の競争を促進するとともに、

交渉上の地歩の差が歴然としている場合には、次のような法制度が用意されなければなら

ない。 

 たとえば、労働市場において取引が成立しなかった場合、労働者の生活保障のため、雇

用保険法は失業給付の制度を設けている。さらに労働者が買い叩かれ、労働市場において

あまりに低い賃金で働かざるを得なくなることを阻止するため、労働者の生存に必要とな

る所得以下の賃金を禁止した最低賃金法が設けられた（辻村［1977］）。また所得水準が低

かった時代には、監禁軟禁や強奪・口入れ屋など、市場システムを悪用する行動が多くみ

られたが、こうした状況を回避すべく職業安定法は、民間の有料職業紹介事業を原則とし

て禁止し、公共職業安定所による無料の職業紹介サービスを行うシステムを設立した。 

 以上は基本的に外部労働市場の法規制であるが、内部労働市場についても、たとえば、

労働基準法は、労働時間について前述したような上限規制を設けているほか、同時に解雇

についても、30 日前の予告を義務づけて、再就職の準備のための時間的余裕を与えること

とした（解雇そのものの規制については、戦後の判例法の発展により、合理的な理由のな

い解雇を無効とする、いわゆる解雇権濫用法理が形成された。大竹・大内・山川[2004]）。

加えて、労働組合法は、個別労働者の交渉力の弱さを労働組合の団体交渉により補完する

システムを設定している。 

 

４．３ 情報の不完全性・非対称性 

 労働サービスは規格化された財でないために、求人企業は契約時に品質や適性を見抜け

にくい。このための求人企業は、コストを払って個々の応募者の能力や特性を見抜く代わ
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りに、外見からその平均値に基づいて、応募者の能力や特性を判断しようとする「統計的

差別」が発生しやすい。これは求人企業にとっては合理的であっても、求職者にとっては、

外見が同じだとの理由により、個々人の能力や特性とは無関係な判断がなされることにな

る。このこと自身、不合理な「差別」そのものに他ならず、禁止されるべき行為となる。 

 労働基準法は国籍・信条・社会的身分を理由とする労働条件の差別を禁止するとともに、

「統計的差別」に対応するため、男女の別により賃金において差別することを禁止してい

る。また、男女別の他の取扱いについても、1985 年に制定された男女雇用機会均等法によ

り一定範囲で禁止され、その後数次の改正により規制が強化されてきている。 

 他方、障害者や高年齢者については、従来は差別禁止という方策はとられず、障害者雇

用促進法や高年齢者雇用安定法により雇用促進策がとられてきた。ただし近年では、後述

するように、年齢差別を禁止しようという意見も強くなってきており、雇用対策法におい

て、努力義務規定ではあるが、年齢に関わりなく均等な雇用機会を与えるべき旨の規定が

設けられた。こうした就職面で不利な立場に立たされやすい労働者について、職業能力開

発促進法も、職業訓練等において特別な支援策を用意している。 

  

４．４ 技能の企業特殊性と解雇規制 

多くの場合、在職者の能力開発は企業と労働者の共同投資・共同回収によって実施され

る。どの企業でも高い評価を受ける一般的技能の開発であれば、たとえ労働者が費用を負

担し、なおかつその後、企業から解雇されたとしても、他の企業からも良好な雇用条件を

受けることができる。ところが他の企業では通用しない企業特殊的技能の形成となると、

労働者が一所懸命努力して身につけても、後になって解雇された場合、その人は大きな経

済的損失を被ることになる。そうした場合、いわゆるホールド・アップ問題が発生し、労

働者は交渉上、さらに不利な立場に立たされる。そこで能力開発を始める前に、雇用条件

や解雇条件を明示しそれが遵守されることを保障する必要が発生する。解雇権濫用法理に

より合理的な理由のない解雇を無効とすることは、こうした理由により正当化されると考

えられてきた。 

他方、解雇規制は、いわゆる不完備契約理論に基づき、次のように説明されることもあ

る。労働者は適切に人的資本を蓄積すれば、使用者はこれに対し高い賃金を支払う内容の

契約を締結し、これを実行することによって効率的な資源配分は達成可能となる。しかし

締結後、使用者は労働者の上記義務違反を主張して解雇するという機会主義的な行動をと
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るおそれを労働者が持つとすれば、人的資本を身につけようとする者はいなくなり、効率

性は低下するため、事前にそれを阻止しようとして解雇規制が設けられる必要があるとの

見解が示されている（中馬 [1998]）。 

ただこれに対して、解雇規制の内容として人的資本の蓄積が適切であったかを基準とす

るのであれば、その判断の困難さを前提とする不完備契約理論とは調和しないなどの反論

も存在する（常木[2004]）。また解雇規制は既に就職しているインサイダーには有利に働く

一方、これから就職しようとする者にとっては新規の雇用創出が削減され、不利になると

して、解雇規制を緩和すべきであるとの政策論も唱えられている（八代［1999］、大竹［2001］）。

だが、はたして解雇規制の緩和は雇用機会の拡大をもたらすものかどうか、実証研究にお

いても意見が分れている（樋口［2001］）。他方、立法レベルでは、2003 年の労基法改正に

おいて労基法 18 条の２が新設され、従来の解雇規制に関する判例法理が明文化された。 

 

５．経済の高度化によって変わる労働の特殊性と法的規制改革；緩和と強化 

前節で取り上げた労働の特性も、経済の高度化によって変化してくる。わが国では、労

働基準法等が整備された当時に比べ、経済発展の結果、職場環境も改善され、労働者の資

産蓄積も進んだ。また、サービス経済化の進展や人件費の硬直化回避のために、雇用形態

も多様化するようになった。こうした状況変化に伴って、労働法にも規制改革を求める動

きが強まってきた。この節では社会環境の変化に応じて、雇用ルールがどのように変えら

れてきたか、最近の動きについて見ていくことにする。 

 

 ５．１ 経済社会の変化と労働法の対応 

 労働時間や労働契約期間について雇用ルールが、労働基準法の改正により実施されてき

た。1987 年の労基法改正によって、週の最長労働時間が４８時間から４０時間に短縮され

る一方、フレックスタイム制や裁量労働制などの導入が認められ、労働時間の柔軟化が進

められた。そしてさらに、かつて労働基準法は、労働契約の期間を原則として最長１年ま

でとしていたが、1998 年の改正により、一定の専門職に就く労働者や高齢者につき上限を

３年に延長し、さらに、2003 年には、一般労働者につき上限が３年に、専門職労働者や高

齢者につき上限が５年にそれぞれ延長された。かつての厳しい期間限定の趣旨は、労働者

に対する長期にわたる身分的拘束を防止することにあったが、経済発展の結果、専門職労

働者等はもとより、一般の労働者についても、そうした身分的拘束の懸念は相当程度薄め
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られ、むしろ上限期間を延長した方が雇用創出に役立ちうるとの判断から改正がなされる

ことになった。 

 以上のような労働者をめぐる状況変化とも関連して、従来、個別労働関係の法規制の代

表的存在であった労働基準法型の規制のあり方にも変更が加えられるようになった。すな

わち、労働基準法は、賃金や労働時間などの基本的労働条件について、刑罰と行政取締を

中心とした規制を行ってきたが、同法の規制の対象外である配転・出向・労働条件変更・

解雇の合理性などの個別紛争が増加する中で、刑罰や行政取締といった権力的規制ではな

く、契約ルールを設定し、私人間の紛争を解決するためのシステムを整備することによっ

て対応を図ろうとする動きが生じたのである。 

 この点に関し、2001 年に個別労働紛争解決促進法が制定され、簡易な行政上の紛争解決

手続が整備された。そして 2004 年には労働審判法が制定されて、裁判所においても、個別

労働紛争に適合した迅速・簡易・柔軟な紛争解決手続が新設されるに至っている。そして

現在では、後述するように、労働契約をめぐるルールを包括的に定めた労働契約法の立法

化が議論されている。 

 最後に、これまでみてきたのとは別の面における最近の動きとして、企業の倒産や組織

変化の増加を指摘できる。戦後の経済成長期にあったわが国においては、企業は永続的に

活動する存在であるとのイメージが一般的であったが、最近では、長期にわたる不況や国

際的・国内的競争の激化によって、有名大企業の経営不振やその末の倒産などが目立つよ

うになり、企業は必ずしも永続的なものではないことが示された。加えて、外国資本の進

出やコーポレート・ガバナンスにおける株主の地位の向上なども背景となって、買収や合

併・営業譲渡などの組織変更がなされる企業が増加した。 

 このように企業組織の変更が盛んになる中で、2000 年には労働契約承継法が制定され、

新たに導入された会社分割における労働契約の承継ルール等が整備された。他方、こうし

た企業のあり方の変化は、労働者にとっての外部労働市場の重要性を認識させることとな

り、以下で述べるような職業安定法の改正等に影響をもたらしたといえる。 

 

５．２ 人事管理・労働条件決定の個別化と外部労働市場の重視 

 経済発展やそれに伴う産業構造の変化により、そしてまた多様な人材を活用していく必

要性から、人事管理や労働条件決定の個別化が進行しつつある。従来の製造業中心の産業

構造のもとでは、企業内での長期雇用による熟練形成が予定されていたため、労働者に求
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められる技能も均質的なものであり、それに対応する賃金も企業による生活保障を反映し

た年功的なものであったことから、人事管理や労働条件決定も画一的・集団的になされる

ことが多かった。 

 しかし、最近では、企業が厳しい国際・国内競争にさらされるようになり、労働者はそ

れぞれの職務において高度な能力を発揮することが求められる場面が増えたため、働き方

も一律ではなくなるとともに、能力の発揮度ないし成果に応じて報酬を決定することが要

求されるようになってきている。その結果、人事管理や労働条件の決定は個別化の傾向が

強まっている。また仕事が高度化・専門化するにつれ、職種別の給与体系を導入したりす

る企業も増えている。 

 従来の集団的・画一的な人事管理や労働条件決定のもとでは、就業規則や労働協約の果

たす役割が大きかったが、個別化の進展に伴い、個別の労働契約の果たす役割が増大して

いる。これに対応し、1998 年の労基法改正では、労働者を採用するに当たって書面で示す

べき労働条件が、従来の賃金に関する事項に加え、労働契約の期間、就業の場所及び従事

すべき業務など、主要な労働条件のほとんどに拡大された。 

 以上のことは、就職・採用という外部労働市場の機能にも影響を与えている。日本の企

業はこれまで、企業内の熟練形成を前提にして、個別労働者の特性や技能にさほど着目す

ることなく、新卒者の一括定期採用を行ってきたが、労働者に求められる能力の個別化・

高度化が進むにつれ、このような従来型の採用方法のみでは十分な対応ができず、中途採

用などを通じて、より個別的な採用形態をとることが求められるようになった。 

 その結果、高等学校等が職業安定所の役割を代行して企業に卒業生を紹介する機能は相

対的に重要性が低下したといえるが、その一方で、中途採用の増加などを背景に、民間の

有料職業紹介事業への期待は高まった。1999 年の職業安定法改正により、有料職業紹介事

業の対象が、従来のポジティブリスト方式（専門的職業等以外については有料職業紹介事

業を禁止するもの）からネガティブリスト方式（弊害の多い建設業等以外は自由化するも

の）に変わったのは、こうした外部市場におけるマッチング機能重視の動きに対応するも

のと位置づけられる。 

その一方、職業能力開発支援についても、従来、わが国ではこれを実施する企業に対し

て雇用保険三事業により助成し、社員の技能を高める間接支援の方法がとられてきたが、

1998 年の雇用保険法の改正による教育訓練給付制度の設置は、教育訓練を受ける本人に直

接補助する方式を導入したことになる。他方、年金制度においても、確定給付から確定拠
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出に切り替え、転職しても損をしないポータビリティー化を図る企業が増えてきている。

また退職金への所得課税においても、従来、企業での勤続年数が一定年数を越えると、急

激に控除額が増え、長期勤続者が有利になる制度となっていたが、この点についても、現

在、転職者が不利にならないよう、制度改革が職種別賃金制度の導入とともに、こうした

企業の枠を越え、市場全体で人材の有効活用を図っていこうという一連の動きは、「高質な

労働市場」を形成していくための第 1歩として、注目される。 

 

５．３ 雇用形態の多様化 

 近年、わが国ではパートタイム労働者や有期契約労働者、あるいは派遣労働者など、「正

社員」以外の雇用形態の労働者が増え、全雇用者に占めるこれら非典型労働者の比率は、

現在、３割程度に上昇している。こうした雇用形態の多様化により、法的にも、従来のよ

うな「雇用主対労働者」という単純な図式は取れず、同時に労働者間のバランスの問題が

発生するようになった。 

非典型雇用労働者は、長期雇用や年功賃金といった伝統的な日本型雇用システムの枠外

にあり、雇用調整弁として、優先的に人員削減の対象となるとともに、企業内での長期の

技能形成が期待されていないという点において共通している。こうした非典型雇用が増大

したのは、不況や企業間競争による人件費コスト削減の必要性によるところが大きいとみ

られる。だが、同時に、労働を供給する側においても、家事の省力化による時間的余裕の

増加に伴い、専業主婦層がパートタイム労働市場に流入したり、健康な高齢者が定年後、

有期雇用の嘱託社員として再就職するなど、柔軟な働き方へのニーズが増大したことも少

なからず影響している。 

 非典型雇用の増大は、労働法制にも改革を求めるようになった。まず、一方で、非典型

雇用への企業ニーズの高まりを反映して、さらには一部労働者からの要望もあり、従来、

存在した非典型雇用への規制緩和を求める動きが拡大した。労働契約の期間設定に対する

上限が１年から３年へと延長されたのは前記のとおりであるが、労働者派遣についても、

1999 年の改正により、対象業務が原則として自由化されるとともに（前記の職安法と同様

の意味のネガティブリスト化）、いわゆる紹介予定派遣の解禁などの措置がとられた。これ

らの規制緩和は、長期にわたり景気低迷が続く中で、少なからず雇用の拡大をもたらした

ことは間違いない。ただその一方で、職務や職責において、典型雇用者と差の小さな非典

型雇用者が増えたにもかかわらず、雇用条件の面で大きな格差が生ずるという問題が発生
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している。 

もっとも法制面においては、非典型雇用者の保護の動きもみられた。有期労働契約につ

いては、2003 年の労基法改正により、期間の上限が延長される一方で、契約締結や雇止め

にあたって使用者のとるべき措置を定めうること、及び、それについて行政指導を行なえ

ることが定められ、それに基づき、契約締結時における更新の判断基準の説明や雇止めの

予告、及び雇止め理由の証明などについての指針が定められた。また、労働者派遣法につ

いても、いわゆる紹介予定派遣に法律上明確な位置づけが与えられ、派遣労働者が派遣先

に直接雇用されるルートが用意された。 

またパートタイム労働者については、1993 年にいわゆるパートタイム労働法が制定され

た。ただし、パートタイム労働法は、事業主の努力義務と労働条件改善のための支援等を

主たる内容とするものにとどまっており、パートタイム労働者と正社員との間の均衡処遇

の問題についても、法的拘束力のない指針が定められているに過ぎない。公正かつ効率的

な「高質な労働市場」を形成するためには、均衡処遇規定の強化が求められる。また派遣

労働や構内請負労働については、雇用主が一般労働者と異なるため、企業内の均衡処遇の

促進だけでは対応できない問題を抱えており、先に述べたような、企業を超えた職種別労

働市場の形成が効果的であると判断される。 

 

５．４ 少子高齢化の進展と人口減少社会 

 近年、わが国では少子高齢化が進み、人口減少社会に突入するに連れ、人材の有効活用

の必要性が強く認識されるようになり、いかにしてこれを促進していくべきか、論議が行

われてきた。 

日本人高齢者の労働力率は他の先進国に比べて高く、就業意欲が強いにもかかわらず、

約 8割の企業で 60 歳の一律定年制が採用され、必ずしも人材が有効に活用されているとは

いえない。こうした状況を打開するに当たって、法律により強制的に定年年齢を引き上げ

たり、60 歳代前半の雇用保障を企業に求めたりする必要があるとの主張がある一方、年齢

差別禁止の視点から定年制の廃止を企業に命じ、高齢者雇用の促進を図るべきだとの主張

がある（清家・山田［2004］）。 

この議論において焦点になるのが、定年制の経済学的意味である。定年制はその年齢に

到達したら、だれもが本人の意欲と能力にかかわりなく、勤めてきた企業をやめなければ

ならず、この意味では年齢差別の色彩が強い。ただその反面、解雇規制と関連し、その年
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齢までは雇用を実質上保障しなければならないといった雇用保障的性格をも有している。

解雇規制が続く中、もしも定年制だけが廃止されたならば、企業は個々の社員の退職希望

年齢まで雇用し続けなければならず、企業の自由は大きく制限されてしまうことになる（そ

のため、定年制廃止は、解雇規制の緩和とセットになって議論されることが多い）。 

 こうした議論の中で、政府は、これまで 1992 年の高齢者雇用安定法改正により、定年年

齢を 60 歳未満にすることを禁止したうえ、2004 年の同法改正により、年金給付引き上げ

年齢の引き上げに対応すべく、60 歳代前半の雇用促進については、企業が定年年齢の引き

上げ、雇用延長や再雇用による継続雇用、定年制の廃止の三つから選択し、雇用確保措置

をとることを義務付けた。 

 他方、少子化対策の視点から、企業に育児の支援策を求めることについてはどうか。外

部労働市場が未整備のまま、出産・育児のために、一時的にしろ、離職してしまうと、再

就職しようとしたときの雇用条件は大幅に低下し、大きな機会費用を負担しなければなら

なくなる。そして同時に、キャリアが分断されてしまう恐れが大きい。また企業にしても、

出産や育児によって辞められたのでは、人的投資の回収期間が短縮してしまうため、積極

的に人的投資を行う動機が失われてしまう。出生率の低下に伴う社会的費用を引き下げ、

また育児に伴うハンディキャップを縮小してフェアな競争条件を確保するには、出産育児

後の継続就業を容易にする必要があり、1991 年に育児休業法が制定された。同法は、さら

に 1995 年に介護休業が法制化されたことにより、育児休業・介護休業法という名称に改め

られ、その後も、育児休業期間の延長や時間外労働・深夜労働の免除請求権を新設した。

さらに、2003 年には、次世代育成支援対策推進法が制定され、事業主や地方公共団体に行

動計画の策定を義務づけるに至っている。 

 このように少子化対策に関連し、政府が企業に諸制度の導入や改善を求める動きをどの

ように考えたらよいのだろうか。経済学では、社会的便益がなく、また市場の失敗をもた

らす懸念がないものに関しては、私的便益と私的コストの比較による個々の主体の意思決

定に任せ、経済行為に政府は介入すべきではないと考えられる。したがって少子化対策だ

とはいえ、出生率が上昇することにより社会的便益がないとすれば、どのような制度を設

けるかは、個別企業の判断にゆだねるべきだということになる。 

少子化対策として位置付けられる制度の多くは、これにより優秀な人材を引き付けられ

るといった企業の私的便益は存在するであろう。しかし、こうしたプログラムを用意する

ことにより、その企業で働く社員の出生率が上がったとしても、その子どもたちが、将来、
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自社で働く可能性は低く、この意味での企業の私的便益は期待できない。もしも各企業で

働く人々の出生率の上昇により、将来、労働力人口が増加し、経済が活性化するなどの大

きな社会的便益が発生すると判断されるのであれば、政府が個別企業にそうした制度の導

入を要求することは正当化されよう。 

 少子高齢化への対応は、仕事と家庭との調和、より広い観点からみれば、仕事と生活と

の調和を実現しようとするものであるが、以上のような意味で、これにより少子高齢化社

会における労働力の有効活用を図ろうとする動きと見ることもできる。このような観点か

らの法規律は、従来のわが国の労働法制にはあまりみられなかったものであり、労働法制

において新たな原理の１つを提供したということができよう。 

 

６． 高質な労働市場を構築するための法制度のあり方： 

 前節では、わが国における経済社会状況の変化に伴い、労働関係がいかなる影響を受け

てきたか、その結果、最近の労働法制においてはいかなる対応が取られてきたかについて

概観した。これを前提に、本節では、第３節で述べた「高質な労働市場」を実現するため

には、今後、どのような対応が必要であるか、労働法制における課題と制度設計の方向性

について検討する。 

 

６．１ 労働市場機能の強化 

 ３節で述べたように、高質な労働市場が備えていなければならない機能としてまず挙げ

られるのは、労働資源の適材適所の配分を、小さな移動コストにより実現できること、す

なわち、企業にとっては低い求人コストで最適な人材を確保でき、労働者にとっては低い

求職（転職）コストで最適な仕事に就くことのできることであった。こうした観点からは、

労働力の取引という外部労働市場の機能が適切に作用するように環境を整備していく必要

がある。ここで、外部労働市場の機能が「適切」に発揮できるということは、当事者にと

って低い取引費用のもとで、求人企業と求職者のそれぞれのニーズに関する情報が市場参

加者の間に完全にいきわたり、そのニーズが満たされるよう量的及び質的なマッチングが

迅速に実現することを意味する。 

 このように労働市場が適切に機能すれば、求職者がよりよい職を求めて競争や能力開発

をするだけでなく、求人企業がよりよい求職者を求めて労働条件や職場環境を改善させて

行くなどの効果が期待でき、双方の利益が増進されることが見込まれる（雇用機会の拡大
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やセーフティネットの整備、能力開発の機会の充実などを同時に進めることはもちろん必

要である）。外部労働市場の果たすべき役割が増している現状では、このような環境整備は

特に重要になっている。そしてこのことは、法律学の観点からすれば、労働者の勤労権（憲

法 27 条１項）の保障を実現するというだけでなく、職業選択の自由（憲法 22 条１項）を

確保するという役割を実現可能にすることになる。 

 以上のような労働市場の機能強化という要請を満たすには、能力が公平に評価され、そ

れが雇用条件に反映される職種別労働市場の構築が有効である。職業能力には就業経験を

積み重ねた企業だけで役立ち、他の企業では通用しない企業特殊的技能と、どの企業でも

通用する一般的技能が存在する。仕事の種類によってどちらがより重要であるかは異なっ

てくるであろう。わが国ではこれまで、企業特殊的技能が重視される傾向が強かったとい

われるが、近年、サービス産業化や産業の高度化により重要視されるようになって来た高

度で専門的な技能を必要とする仕事の中には、たとえばプロフェッショナル人材のように

特定の企業の枠を越えて能力を発揮できる仕事が増えてきている。わが国でもこうした傾

向をさらに強化し、そのような仕事割合を高めていくことによって、職種別労働市場を拡

大していくことは可能である。 

 適材適所の実現のためには、労働市場において、より個々の求職者の能力や適性、ある

いは就業経験に着目した形でのマッチングが行われることが求められよう。こうした観点

からの政策的対応としては、労働者の能力や適性などの客観化を促進していくことが、後

述する能力開発の強化とともに重要となるであろう。こうした施策を通じて職種別労働市

場を形成拡大し、具体的職業能力や就業経験をこれまで以上に重視した採用が行われるよ

うにしていかなければならない。 

さらに求人求職情報を広め、移動コストを引き下げるには、職業安定法のもとで、民営

有料職業紹介事業がより効率的に活動できる環境整備を図ることが提案される。また、公

共職業安定所については、民間事業者を利用しにくい地域や求職者に対するセーフティネ

ットとしての機能の強化を図り、また、そのサービスや効率性を一層向上させることなど

が求められよう（樋口・児玉・阿部［2005］）。現在、有料職業紹介において求職者からの

手数料徴収は制限されているが、これを緩和し、金銭的費用はかかっても良好なサービス

を受けたいとする求職者に利用できるようにすることによって、求職期間を短縮し、合計

した転職費用を引き下げることも検討に値しよう。 
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６．２ 労働力の有効活用の促進 

 高質な労働市場が果たすべき第 2の機能は、限られた労働資源を有効に活用できること、

すなわち、労働者にとっては能力の発揮、および、企業にとっては労働力の価値の向上を

実現することである。こうした観点からの法政策上の課題は複数の側面から検討されなけ

ればならない。まず、労働者の能力発揮や労働力の価値の向上という点からは、職業能力

開発の促進が挙げられる。職業能力開発促進法は近年数次にわたり改正されてきており、

その中では、意欲をもつ個人への直接的能力開発支援を強化する方向が求められるように

なった。 

 企業主導の能力開発のインセンティブが低下している現状のもとでは、こうした方向性

は妥当なものであり、最近の職業能力開発促進法も、個人の能力開発を個人が主体的に選

択できるよう、個人の「キャリア権」を重視する発想に立つものといえるが（同法３条・

諏訪［1999］）、こうした観点からは、雇用保険加入者が対象となる教育訓練給付などの施

策に加え、広く一般国民が利用可能になるキャリア奨学金制度や税制上の優遇措置の新設、

さらには企業による能力開発のための休暇制度等の整備を促進するための方策についても

考える必要があると思われる（樋口・川出[2003]）。こうした支援は社会の階層化を回避し、

再挑戦可能な社会を創っていくためにも必要である（樋口ほか[2006]）。 

また、正社員以外の雇用形態が増大している現在、パート労働者等の能力開発を図り、

自発的な正規雇用との転換を容易にするなどの支援策も重要性を増している。 

 労働力の有効活用という点では、個人の能力や適性に基づかない差別をなくすこと、す

なわち、雇用平等法の強化を図ることも、とりわけ、少子高齢化が急速に進み労働力減少

が予想されるわが国にとっては重要な施策である。この点に関しては、2006 年の男女雇用

機会均等法改正において、一定の範囲でいわゆる間接差別、すなわち、中立的な基準であ

っても、それを適用すると、一方の性の労働者に実質的な不利益がもたらされ、かつその

基準が業務上の必要により根拠づけられないものが規制の対象に加えられた。こうした改

正法を円滑に運用していくと同時に、いわゆるポジティブ・アクションの促進を図るため

の有効な施策を検討することや、男女雇用平等以外についての平等取扱規制（上記の年齢

差別の他、外国人差別、パートタイム労働者や派遣労働者の均衡処遇問題など）の導入や

強化についても検討する必要があろう。 

 さらに、前節でもみたように、仕事と生活の調和を促進することも、労働力の有効活用

の促進策の一環として位置づけられる。意欲や適性を有するにもかかわらず、家庭生活を
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はじめとする生活上の諸要請との調和を図れないために就職や再就職を断念したり、ある

いは不本意ながらパートタイム労働に就かざるを得ないのでは、意欲と能力のある労働資

源を有効活用したとはいえないからである。もちろん、仕事と生活の調和の促進は、少子

高齢化への対応や市民生活の充実など、様々な政策的要請に基づくものであるが、高質な

労働市場の実現にも資するものである。 

 こうした仕事と生活の調和の促進を図るための労働立法としては、先にみた育児休業・

介護休業法や、次世代育成支援対策推進法があげられるが、企業レベルでの労使の自主的

な話し合いを支援するなど、育児休業や介護休業、及び勤務時間短縮などの活用をさらに

促進する方策を検討する必要があろう。また、この問題は、労働政策の次元のみでは十分

に解決できないものであり、いわゆる待機児童問題の解消など、児童保育面での環境整備、

就業インセンティブへの影響を考慮した税制や社会保障制度の改革などと合わせて対策を

進める必要がある。そのためには、各法領域の垣根を超えて総合的な対応を進めるために、

仕事と生活の調和を推進するための基本法を制定することも必要である（経済社会生産性

本部[2006]）。 

 

６．３ 企業内個別取引にかかわるルールの整備 

 ６．１においては、外部労働市場の機能強化について述べたが、労働者と企業の取引に

よる双方の利益の拡大という観点からは、企業内労働市場についても、「高質な労働市場」

の実現を図ることが求められる。従来から、企業内労働市場という概念は存在してきたが、

わが国の企業の労働関係においては、使用者の一方的な指揮命令により決定がなされる部

分が多く、市場原理よりは組織原理の方が優先されてきたといえる。また、労働者と使用

者との間の交渉力格差に加え、働き方や労働条件決定についての多様性が十分でなかった

ことから、企業内における個人と企業の取引という観念は相対的に希薄であり、それがな

される場合も、先にみた相対取引の弊害が生じやすかった。 

 前節でみたように、経済発展により労働者の生活水準が向上してきたうえ、企業で働く

労働者像も多様化し、さらに、個々の労働者の能力をそれぞれの職務等に応じて十分に発

揮することが求められるようになってきた現状のもとでは、従来に比べ、企業内における

個人と企業の取引の役割は重要性を増していると言える。そして、こうした企業内労働市

場における個別取引は、個別労働契約という形をとって行われるが、そこでは、労働市場

の特性に配慮しつつ、個別取引の適正化を図るため、労働契約をめぐるルールの整備や明
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確化が必要になる。このことは職種別の外部労働市場を形成する上でも、大いに役立つと

考えられる。 

 近年のわが国では、個別の労働紛争が増加を続けており、これを背景として、上記のと

おり、2001 年には個別労働紛争解決促進法が、2004 年には労働審判法がそれぞれ成立し、

紛争解決システムが整備されつつある。こうした労働紛争解決システムは、特に企業内労

働市場における個別取引をめぐる紛争を解決するためのものといえるが、それが有効に機

能するためには、個別取引の適正化を図るルールが合わせて整備されることが必要である。 

 こうしたルールにより紛争解決の基準が予見可能な形で示されれば、ルールに従った行

動がとられることにより、紛争が発生する前に予防される（取引費用の低減）ことが見込

まれる（八代［2005］）。現在、労働契約法制の立法化が提言され（厚生労働省労働基準局

［2005］）、厚生労働省の労働政策審議会（労働条件分科会）で引き続き検討がなされてい

る。この点に関しては、解雇が解雇権濫用として無効となった場合において、契約関係の

継続ではなく、一定の要件のもとに金銭補償により解決する手続の創設も提言されており

（厚生労働省労働基準局［2005］）、使用者側からは賛意が示されている一方、労働側から

は強い反対がみられる（山川［2006］参照）。このような議論の対立はあるが、人材の有効

活用という視点から、労働契約をめぐるルールの明確化が必要であること自体については、

異論は少ないと思われる。 

 現在、労働時間規制に関し、一定の自律的な働き方をしている労働者につき、従来の１

日８時間、１週 40 時間を上限とする労働時間規制を適用除外する新たなルールが、厚生労

働省の研究会によって提言されている（厚生労働省労働基準局［2006］）。この提言によれ

ば、新たなルールを適用するためには、職務遂行の手法や労働時間の配分について使用者

から具体的な指示を受けずに勤務し、賃金も労働時間の長短によらずに決定される労働者

につき、年収の額、休日の日数、出退勤時刻を守らなかったことを理由とする減給が行わ

れないこと等につき、対象労働者と個別的に合意書を作成することが要件のひとつになっ

ている。こうした制度改革は、経済学的観点からは、一定範囲の労働者につき、上述した

労働力の有効活用を促進するものとしても位置づけられよう。 

 なお、以上のような企業内労働市場におけるルールの整備は、本節の最初に述べた外部

労働市場の強化にも役立つものである。外部労働市場が整備され、職業能力に基づき転職

が円滑にできる状況になれば、内部労働市場における取引条件に不満な労働者は、転職と

いう退出戦略をとりやすくなり、潜在的な労働需要主体が現れることにより、相対取引に
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よる弊害が緩和されることになるのである（この戦略の重要性については、矢野[2005] ）。

したがって、内部労働市場のルール整備は、外部労働市場におけるルールの整備と並行し

て進めていく必要があり、各主体の自主的な意思決定に基づく公正な競争の土俵を用意し

た「高質な労働市場」の形成にとって不可欠であるといえる。 
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