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新たな時代に向けて 
 

電機連合 書記長  神保 政史 

 

～平成を振り返って～ 

新たな時代を迎えるにあたり、平成とはどん

な時代だったのか？平成元年に社会人生活をス

タートさせた者なりに振り返ってみたい。 

昭和天皇が昭和64年（1989年）１月７日に崩

御され、翌１月８日に元号が「平成」に改めら

れた。 

当時の日本は、低金利政策と積極財政政策に

より空前の好景気、いわゆるバブルの絶頂期。

投資マネーが「財テク」ブームを生み、株式と

不動産を中心に大量の資金が流入し、株価は平

成元年（1989年）12月29日に38,957円の最高値

（取引時間中）を付け、不動産価格は異常なま

でに高騰した。世の中全体が好景気に沸き、思

い返せば日本全体が浮かれていたように思う。

この好景気は続くもの（終わって欲しくない）

と思われていたが、実体とかけ離れた好景気に

は自ずと限界がある。平成３年（1991年）以降、

株価と不動産価格の暴落が始まり、バブルが崩

壊した。 

バブル期に投資した資金が不良債権化し、さ

らに平成９年（1997年）に実施された消費税増

税の影響もあり景気は急速に悪化。平成９年～

10年（1997年～1998年）にかけて、大手金融機

関の経営破たんや国有化などが相次ぎ、金融危

機といわれるほどの事態に陥り、多くの企業が

倒産に追い込まれ、日本の経済成長率はマイナ

ス成長となった。 

電機産業においてはバブル崩壊に加え、世界

を席巻していた日本の技術、製品が新興国の台

頭やグローバル競争の激化により、その優位性

を失い、業績が急激に悪化した。そのため、企

業は生き残りをかけ、事業の分社化や売却、

合従
がっしょう

連衡
れんこう

など様々な経営構造改革を実施した。

これらの施策には、人的施策を伴う厳しい施策

も含まれており、労働組合はその対応に追われ、

「いかに雇用を守り、会社存亡の危機を乗り越

えるか？」を、組合員と真摯に向きあい、連日

にわたり労使協議を行った。しかし、残念なが

ら雇用を守りきれなかったケースもあり、今で

も心が痛む。 

その後、経済は回復基調になるが、平成20年

（2008年）のリーマンショックにより再び大き

な打撃を受けることになる。急激な市況悪化に

伴い、企業はこぞって派遣社員との契約を解除

する「派遣切り」が行われた。職や住居を失う

人々が続出し、年末には国や自治体が臨時宿泊

所を設置、労働組合やNPOなどが「年越し派遣

村」を日比谷に開設するなどの支援に乗り出し

た。 

バブル崩壊以降、日本経済は長らく低迷が続

いたが、平成24年（2012年）から戦後最長とな

る景気回復局面が続くまでに回復した。しかし

ながら、多くの国民に景気回復の実感がないの

は、生活不安や将来不安を抱えているからだろ

う。 

振り返ると、平成は労働を取り巻く環境が著

しく変化した時代だと思う。バブル崩壊以降の

様々な施策により処遇や雇用が劣化し、そのこ

とが多くの社会問題に通じているように思えて

ならない。 

 

また、平成は自然災害が多く発生した時代で

もある。過去に経験したことのない地震や津波、

豪雨などにより多くの方々が犠牲になられた。

そして今もなお、不自由な生活を余儀なくされ

たり、辛い思いを抱えながらも懸命に頑張って

いる方々が大勢いらっしゃる。これらの災害の

記憶を時代が変わっても風化させてはならない

と強く思う。 

 

～新しい時代に向けて～ 

新しい元号の「令和」には「人々が美しく心

を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ。梅の花の

ように、日本人が明日への希望を咲かせる国で

ありますように」という意味が込められている。

新しい時代を、誰もが希望が持てる社会にする

ためには、安心した社会、安定した生活が必要

である。労働組合の責務として、賃金・処遇と

雇用環境の改善を図り、一人ひとりが能力を最

大限発揮し働き続けられる社会を構築していき

たいと思う。 
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30年あまり続いた「平成」が終わり、新元号「令和」がスタートした。ついこの間

までは「平成最後の○○」と言っていたが、これからは「令和初の○○」というタイ

トルが多く見られるだろう。 

本特集では、「令和」になって初の電機連合NAVIの発行にあたり「平成を振り返る」

と題して、30年あまり続いた「平成」を【経済】【労働】【電機連合】【生活】の４つの

視点で４人の有識者に振り返っていただいた。特集１「荒波を進んだ日本経済」では、

平成の日本経済の動向について、特集２「伝統的『正社員』像に挑戦した時代」では、

伝統的な「正社員」像の溶解という視点から平成時代に起きた人事管理の変化につい

て執筆いただいた。特集３「法改正に先駆けて労働運動が実現する働き方改革」では、

電機連合が法改正に先駆けて時代を切り拓いてきた働き方改革の取り組みについて、

特集４「平成における通信手段の変遷と生活への影響」では、私たちの身近な通信手

段である携帯電話・スマートフォンの変遷について紹介いただいた。 

羅針盤では、私たちの老後の生活に深く関わる「年金の動向」について、執筆いた

だいた。 

皆様の活動の一助になれば幸いである。 
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平成を象徴する資産価格の動き 

 

平成はバブル景気の絶頂期に始まったが、ほ

どなくバブルが崩壊し、日本経済は長期に渡っ

て、その後遺症であるバランスシート調整に悩

まされることになった。 

平成の日本経済を象徴するのは株価や地価な

どの資産価格の動きだ。日経平均株価は、平成

元年（1989年）12月に史上最高値の３万8,915

円をつけたが、翌平成２年（90年）に入ると債

券・円・株のトリプル安が起こり、値下がりが

続いた。その後、株価は何度か上昇・下降局面

を繰り返したが、ついに平成の30年あまりの間

に最高値を更新すること無く終わりを迎えた。

バブル期に大きく上昇した地価も、株価に遅れ

て平成３年（91年）から本格的に下落し始め、

高級絵画やゴルフの会員権なども含めた資産価

格全体が大きく下落した。東京の地価が下げ止

まり上昇に転じた後も、地方では人口減少の影

響も加わって地価の下落傾向はなかなか止まら

なかった。全国平均は言うまでもなく、東京で

も平成末の地価はバブル末期の平成初めを大き

く下回ったままである。 

 

図表１－１ 日経225平均株価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産価格のバブルが崩壊した後も、しばらく

は失業率が２％程度であったことなどから、通

常の景気悪化の大きなものと認識されていた。

これが企業や家計のバランスシートの調整、つ

まり資産と負債の整理を要する問題で、長期に

渡って日本経済に深刻な影響を与えるものだと

 
 

荒波を進んだ日本経済 
 

 
ニッセイ基礎研究所 専務理事 エグゼクティブ・フェロー 櫨

はじ

 浩一 



－3－ 電機連合ＮＡＶＩ №70（2019年Ⅱ号） 

‐6

‐4

‐2

0

2

4

6

8

昭

和

60 平

成

5 10 15 20 25 30

実質ＧＤＰ成長率
（％）

（年）（資料）内閣府「国民経済計算」

は意識されていなかったが、平成４年(92年)に

なるころには影響の大きさが次第に明らかと

なってきた。企業はバブル景気の間に蓄積され

た、債務、設備、雇用の３つの過剰の解消が急

務となったが、景気が回復すれば過剰問題が改

善するという期待もあって対応はなかなか進ま

なかった。政府の景気対策によって日本経済は

回復を見せる時期もあったが、平成９年（97年）

になると山一證券などの大手金融機関や、大企

業でも経営破綻が起こった。日本的雇用慣行に

守られてきた大企業でも人員整理が行われるよ

うになって、雇用不安も高まった。日本経済の

足かせとなっていた３つの過剰問題は、時間は

かかったものの次第に改善が進み、平成16年（04

年）頃にはほぼ解消したとみられている。 

企業の過剰債務問題は、反対側にいる資金を

供給している金融機関側から見れば、返済見込

みの薄い不良債権が大量に発生したという不良

債権問題である。日本の経験から学んだ米国で

は、平成20年（08年）に発生したリーマンショッ

クで、多額の政府資金を使って金融不安を早期

に抑え込むことに成功したが、当時の日本では

税金を使うことに対する抵抗が激しく、不良債

権処理はなかなか進まず金融不安が続いた。し

かし、山一證券に続いて北海道拓殖銀行が経営

破綻したことなどを経てようやく議論が進み、

次第に公的資金を使った不良債権処理の仕組み

が整備されていったことに加えて、好調な米国

経済にけん引された景気回復によって不良債権

問題も改善していった。しかし、この米国経済

の好調さは住宅バブルによるもので、後にリー

マンショックを引きおこし世界経済を混乱させ

た。 

 

低下した潜在的な成長力 

 

平成に入ってからの日本経済の成長率は、昭

和に比べて明らかに低下した。実質経済成長率

が二けたとなった昭和40年代半ばまでの高度成

長期はもちろん、２度にわたる石油危機後も実

質経済成長率は概ね３～４％程度であり、バブ

ル景気の昭和63年（88年）には６％台にも達し

た。しかし、平成に入ってからは好景気時によ

うやく２％近くになる程度だった。高成長と

なったのは、リーマンショックによる大幅なマ

イナス成長の反動で平成22年（2010年）に４％

台となった時のみである。 

 

  

図表１－２ 実質ＧＤＰ成長率 
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国内需要の伸びが勢いを欠いていたため、日

本経済は海外経済の影響を受けやすくなり、平

成９年（97年）のアジア通貨危機や平成13年（01

年）の米国ITバブル崩壊、平成20年（08年）の

リーマンショックや平成22年（10年）の欧州政

府債務危機などで海外経済が落ち込むと、日本

はたびたびゼロ成長やマイナス成長になった。 

平成に入って経済成長率が低下した原因には、

少子高齢化による労働力人口と総人口の減少が

あるのは確かだが、それだけでは実際に起こっ

た低下のごく一部分しか説明できない。平成の

前半はバブル崩壊の後遺症であるバランスシー

ト調整の影響で低下は説明できるが、平成の後

半になって３つの過剰問題や不良債権問題が解

消した後も、日本の経済成長率は元の水準を大

きく下回って低迷が続いてきた。この原因とし

ては、後に述べるような物価の下落（デフレ）

や、格差の拡大、企業の設備投資意欲の低下な

どの需要面の原因と、生産性の伸びの低下と

いった供給面の問題が指摘されているが、結論

は出ていない。 

 

物価上昇率の低下 

 

平成の日本経済で特筆すべき特徴は、物価上

昇率が低下して下落局面がしばしば見られたこ

とである。昭和には第二次世界大戦直後のイン

フレや２度の石油危機による原油価格上昇を原

因とする物価上昇などがあり、インフレの抑制

が主要な政策課題であった。

 

図表１－３ 消費者物価上昇率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、平成は逆に物価が持続的に下落する

デフレが大きな問題とされ、消費者物価上昇率

を２％程度にまで高めてデフレから脱却するこ

とが政府の主要な政策課題とされるようになっ

た。後に述べるような様々な政策努力にも関わ

らず、消費者物価の上昇率は高まらず、平成９

年（97年）や平成26年（14年）に消費税率引き

上げの影響で物価上昇率が一時的に高まっただ

けで、これを除けば上昇率はゼロ近辺か小幅な

マイナスという状況が続いた。 

物価上昇率が高まらなかった原因は、賃金上

昇率が低かったためにサービス価格の上昇率が

低かったことである。消費者物価の変動は、原

油価格など資源価格の変動の影響を強く受ける

ようになり、原油価格が高騰すると物価上昇率

が高まるが、下落すると物価上昇率がマイナス
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になるという繰り返しだった。 

 

経済政策の動向 

 

平成の初期には、政府は繰り返し経済対策に

よって公共事業の増加や減税を伴う大規模な財

政政策を発動して景気浮揚を図った。高齢化の

進展による社会保障費の膨張もあって財政赤字

は膨らみ政府債務が累積したため、経済情勢が

改善すると財政赤字の縮小が計られたが、歳出

削減や増税を行うと景気は悪化してしまい、再

び景気刺激策が必要となった。 

バブル崩壊による景気悪化に対して平成４年

（92年）から何度も公共事業の追加を中心とし

た経済対策が策定され、平成６年（94年）から

は大規模な所得税・住民税減税が行われた。経

済が持ち直したことから平成９年（97年）には

消費税率の５％への引き上げなど大規模な増税

が行われた。しかし、同時に社会保障負担の引

き上げや歳出の削減が行われ、アジア通貨危機

の影響も加わって景気が大きく落ち込んだため、

平成10年（98年）には再び所得税・住民税の減

税が行われて景気浮揚が計られた。政府債務が

累増することに対する危機感は広く共有されて

いたものの、景気と財政健全化のどちらを優先

すべきかで政策は揺れ続けた。 

平成24年（12年）の三党合意では、消費税率

は平成26年（14年）４月に８％、平成27年（15

年）10月に10％へと引き上げられる予定だった。

しかし８％への引き上げは予定通り行われたも

のの、10％への引き上げは２度にわたって延期

され、令和元年10月から実施される予定となっ

ている。 

日本の政府債務残高の名目GDP比は平成初

めには60％台で主要国の中でも財政が健全な国

の一つだったが、景気への配慮から財政赤字の

縮小を進められなかったことから、平成末には

200％を超え、欧州債務危機で財政破綻状態と

なったギリシャをも上回るほどになり、平成の

間に財政状況は大きく悪化した。 

 

一方金融政策は、昭和末期に長すぎた金融緩

和によってバブルを膨張させたという反省も

あって、バブル崩壊直後の緩和は段階的に行わ

れたが、後にスピードが遅く不十分だったと批

判されることになった。その後平成11年（99年）

にはゼロ金利政策、平成13年（01年）には量的

緩和政策が導入されるなど、徐々に緩和の度を

強めていった。日銀による株などのリスク性資

産の購入、マイナス金利の導入、長期金利の操

作といった、かつては行うべきではないとされ

ていた手段を使用する非伝統的金融政策が実施

された。 

平成24年（12年）末には、大胆な金融緩和、

機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦

略の３本の矢からなるアベノミクスを経済政策

として掲げる安倍政権が誕生した。政府債務の

累積から財政政策による景気刺激の限界が強く

意識されたこともあり、金融政策によるデフレ

脱却が指向され平成25年（13年）に黒田日銀総

裁が誕生すると、量的・質的金融緩和を導入し

て２年程度の期間を念頭に消費者物価上昇率を

２％に引き上げ、デフレからの脱却を実現する

ことをめざした。量的・質的金融緩和は次第に

強化されたが、量的緩和の限界が議論されるよ

うになり、平成28年（16年）にはマイナス金利

が導入され、次いで長期国債の金利を操作目標

とする長短金利操作付き量的・質的金融緩和が

導入された。平成末には消費者物価の上昇率は

１％程度となりデフレとは言えない状況とは

なったものの、目標とした２％程度の物価上昇

は視界に入っていない。平成30年（18年）頃に
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なると金融緩和政策の限界が指摘されるように

なり、デフレ脱却の手段の議論は再び財政政策

の活用を求めるものに戻ってきた。 

先に述べたように、物価上昇率の低下は平成

日本経済の特徴で、政府は物価の下落が経済不

振の原因という立場をとったが、逆に経済不振

の結果物価が上昇しなくなっているという見方

もあり、経済学者や民間エコノミストの間では

見解が分かれた。 

 

賃金雇用の大きな変化 

 

平成の間に雇用を取り巻く状況も大きく変わ

り、終身雇用、年功賃金、企業別組合という３

つの特徴を持った日本的雇用慣行は大きく崩れ

た。日本的雇用慣行は、日本経済の成長が続く

ことで起こった労働力不足に対処するという性

格もあった。バブル崩壊による売上減少の中で、

企業は過剰な人員を抱えることになり、人手の

確保よりも過剰人員の削減が急務となった。日

本の経済成長率の低下によって国内事業の拡大

が緩やかになったことから、新卒者を大量に採

用して勤続年数とともに職位や賃金が上昇して

いくという年功序列・ピラミッド型の組織を維

持することができなくなった。 

日本的雇用慣行の下で、日本企業は売上や生

産の減少に残業時間の削減や従業員の配置転換

などで対応して雇用調整を回避するため、不況

となっても失業率があまり上昇しないとされて

きた。しかし、バブル景気で平成２年（90年）

に2.1％にまで低下していた失業率は、企業の雇

用調整や新卒採用の抑制などのため上昇してい

き、平成10年（98年）には４％を超え、平成14

年（02年）には5.4％にも達した。その後はリー

マンショックの影響で平成21年（09年）には失

業率は5.1％に達したものの、経済の改善に高齢

化の影響が加わって平成30年（18年）には2.4％

というバブル期並みの水準にまで低下している。 

非正規雇用者の増加も大きな変化であった。

非正規雇用者の増加には、過剰雇用問題に苦し

んだ企業が、労働力が必要となっても正社員を

増やさずに賃金水準が低く雇用調整の容易な非

正規雇用を増やしたことに加えて、女性の社会

進出が進む中で子育てとの両立を図るために

パートやアルバイトなどの非正規雇用で働く女

性が増えたことがある。また、高年齢者雇用安

定化法によって65歳までの就業促進が図られ、

60歳定年後の雇用を確保することが、企業に対

して、当初は努力義務、平成25年（13年）から

は義務とされたが、企業は嘱託や契約社員など

非正規の形で雇用を続けることが多かったこと

も原因である。 

平成20年代半ばになると、第二次世界大戦直

後に生まれた団塊の世代が65歳を超えて引退し

て年金生活に入り始めたこともあって、失業率

の低下、有効求人倍率の上昇傾向が続き、平成

の末には人手不足問題が日本経済の成長の足か

せとされるようになった。こうした労働需給の

著しいひっ迫にも関わらず賃金上昇率が高まら

なかった原因は、大きな謎として残っている。 

 

平成は、阪神・淡路大震災や東日本大震災な

ど、多くの自然災害にも見舞われ、アジア通貨

危機やリーマンショックなどの世界経済の

ショックにも襲われて、日本経済は荒波に揉ま

れた時代だったが、平成末には日本経済は一応

の安定を取り戻している。今後も進む高齢化へ

の対応など課題は山積していて困難な状況では

あるが、平成の次に来る令和の時代を生きるこ

とになる我々は、日本経済をより良いものにし

てこの次の時代に手渡すことが大きな責務であ

ると考える。 
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１．はじめに 

 

平成は、新しい成長経路への出口が見えない

「失われた30年」の1990年代～2010年代にほぼ

対応する時代である。たしかに、80年代は世界

の優等生として賞賛され、日本的経営が国際的

に注目されたが、その後の30年間は実質GDP成

長率が平均して１％前後の低水準で推移する停

滞の時代であった。しかも労働市場をみると、

有効求人倍率や失業率が大きく変動しているに

もかかわらず、実質賃金が横ばいで推移した。

そのため最近では、人手不足が深刻化するにも

かかわらず、なぜ賃金が上がらないのかが大き

な問題になっている。 

このようにみてくると、平成は賃金決定に大

きな影響を及ぼす人事管理が停滞した時代のよ

うにみえるが、構造変化を迫る圧力は確実に高

まり、新しい人事管理スタイルが模索された時

代である。模索の動きは多様な現象として現れ

ているが、その中で最も重要なことの一つは、

伝統的「正社員」像の溶解と表現できる現象で

ある。 

平成以前(つまり1980年代まで)の「正社員」

といえば、会社の指示にしたがって働く時間、

働く場所、仕事内容を柔軟に変え、長い時間を

かけて管理職をめざしてキャリアを積んでいく

社員であり、さらに「正社員」といえば男性「正

社員」であった。この伝統的「正社員」像は平

成時代に徐々に溶解が進み、その動きはいまも

続いている。 

その背景には、労働者の求める働き方の変化

がある。働く女性、パートなどの非正社員、働

く高齢者が増えたことは平成時代に起きた労働

市場の大きな構造変化であるが、それが労働者

の求める働き方の変化を生む大きな力になって

いる。今回は、この伝統的「正社員」像の溶解

という視点から、平成時代に起きた人事管理の

変化を振り返ってみたい。 

なお、そのさい社員タイプを表現するにあた

り、会社の指示にしたがって働く時間、働く場

所、仕事内容を柔軟に変える(つまり、業務上の

要請にあわせて労働サービスを制約なく提供す

る)社員を「無制約社員」、時間、場所、仕事内

容になんらかの制約をもつ社員を「制約社員」

と呼ぶことにする。 

 

２．労働政策が作る溶解の基盤 

 

まずは、以上の点に関わる労働法政策の流れ

について確認しておきたい。男女雇用機会均等

法、パート労働法、労働契約法、高年齢者雇用

安定法。これらは、平成時代に実施された、労

働者の働き方や人事管理に大きな影響を及ぼす

主要な労働法の制定・改正であり、男女雇用機

会均等法は平成９年、18年、28年改正、パート

労働法は平成５年制定、平成19年、26年改正、

労働契約法は平成19年制定、高年齢者雇用安定

法は平成２年、６年、12年、16年、25年改正が

 
 

伝統的「正社員」像に挑戦した時代 
～人事管理から平成を振り返る～ 

学習院大学 名誉教授 今野 浩一郎 
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なされている。 

さらに、それらの特徴をみると、男女雇用機

会均等法は女性、パート労働法は短時間労働者、

労働契約法は有期契約労働者、高年齢者雇用安

定法は定年後の再雇用者というように、いずれ

も伝統的「正社員」以外の社員を対象にした法

律の制定・改正である。これらの労働者は、労

働力の供給制約が強まる中で新たな供給源とし

て期待されている労働者であり、上記の労働法

の制定・改正とそれに関連する政策の流れを引

き継いで、彼ら(彼女ら)の活用を促進する諸法

政策を統合したのが、いま政府が推進している

「働き方改革」である。 

この「働き方改革」の政策体系を人事管理の

観点から整理すると図表のようになる。わが国

経済の再生を図るには、人材面からみると以下

の二つのことが必要になる。第一は、労働力供

給を増やすことである。しかし、労働力が構造

的に減少する時代にあるので、そのためには労

働参加率を高め「一億総活躍社会」を作ること

が必要になる。これを企業の人材活用の面から

みると、これまで十分に活用できていなかった

非正規労働者、育児・介護などを負担する女性

を中心とする労働者、治療と仕事の両立に苦労

する労働者、定年後の高齢労働者などの、「働き

方改革」政策で「多様な人材」と呼んでいる労

働者の雇用と活用を拡大することを意味する。

第二は、労働者の労働生産性を高めることであ

り、それを企業の人材活用の面からみると、労

働者の有効活用を図ることである。 

つまり、企業は「多様な人材」を有効に活用

でき、「多様な人材」が活躍できる人事管理を構

築することが求められることになる。そのため

には、「多様な人材」は生活上の制約を調整しな

がら働く制約社員型の労働者であるので、制約

との調整を難しくする長時間労働は是正する、

制約にあわせて柔軟に働くことができる働き方

を構築する、制約と調整しながら柔軟に働くこ

とがあっても不利にならないように処遇を決定

する、という方向で人事管理を再編することが

必要になる。これを図表では、「多様な人材」が

「『適正な』労働時間で」、「『柔軟な』働き方で

働き」、「『適正に』処遇される」人事管理を構築

すると表現しており、それなくしては、多くの

「多様な人材」が労働に参加して、高度な仕事

に高い意欲をもって取り組み、豊かなキャリア

を形成することにならないだろう。 

「働き方改革」の実行計画にあげられている

諸政策はこれにあわせて作成されている。政策

の主な例をあげると、「『適正な』労働時間で」

には時間外労働の上限規制などの長時間労働是

正の政策、「『柔軟な』働き方で働き」には柔軟

な働き方ができる職場の整備や女性などが働き

やすい環境整備などの政策、「『適正に』処遇さ

れる」には非正社員の処遇改善を目的とした同

一労働同一賃金の政策が対応する。 

以上の労働政策は伝統的「正社員」像の溶解

を迫ってきた。たとえば男女雇用機会均等法、

さらにはそれにつながる女性活躍推進やダイ

バーシテイ・マネジメントの推進をはかる法政

策は、「正社員」は男性という伝統的「正社員」

像とともに、女性が制約社員化する可能性が大

きいことから、「正社員」は無制約社員という伝

統的「正社員」像の変質を迫ってきた。 

正社員と非正社員の均等・均衡待遇を求める

パート法、労働契約法、両者を一部統合したパー

ト・有期雇用労働法は、非正社員の待遇を非正

社員であることをもって低く設定することを禁

止し、特に正社員と同等の仕事につく非正社員

には正社員並みの待遇を求めている。さらに労

働契約法による「無期転換ルール」は、正社員

は無期契約、非正社員は有期契約という区分け
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経済

の再生

労働力供給増

(労働参加率増)

(1億総活躍)

労働生産性の向上

未活用の「多様な」人材

(非正規、育児・介護・治療

負担、女性、高齢者)を

「有効に」活用する

(能力発揮、活躍)

人材活用の基本

「適正な」労働時間で

長時間労働は生産性と「多様

な」人材の活用力を落とす

人事管理の方向

「柔軟な」働き方で働き

「多様な」人材の労働参加

と活用力を上げる

「適正に」処遇される

「多様な」人材の労働参加

と「有効」活用力を上げる

「多様な」人材が

時間外労働の上限規制等の長時

間労働是正

柔軟な働き可の環境整備

女性等が働きやすい環境整備

治療との両立促進

高齢者の就業促進

非正社員の処遇改善

同一労働同一賃金

実行計画

人事管理を構築する

を難しくしている。 

このように平成時代の労働法政策は、女性、

制約社員あるいは非正社員(つまり「多様な人

材」に対応する社員)だから伝統的「正社員」と

は異なる扱いをするという人事管理の修正を

迫ってきた。このことはさらに、女性でも、制

約社員でも、非正社員でも伝統的「正社員」と

同等に活用し処遇する新しい人事管理の構築を

企業に求めることになり、それが伝統的「正社

員」像の溶解を促進する基盤を作りあげてきた

のである。 

 

図表２－１ 人事管理からみた、政府の「働き方改革実行計画」の構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．人材活用戦略が求める伝統的 

「正社員」像の変革 

 

以上のように労働法政策が伝統的「正社員」

像を溶解する基盤を作ったとはいえ、それだけ

で企業がその方向で人事管理の再編に踏み出す

わけではない。たとえば、法政策から正社員と

同等の仕事につく非正社員には正社員並みの処

遇を求めると要請されたときに、企業は伝統的

「正社員」と非正社員の職域分離を明確にする

方向で非正社員の職務内容を変更することで、

両者に対して異なる取り扱いをすることの合理

性を高め、伝統的「正社員」像を維持するかも

しれないからである。つまり、企業が伝統的「正

社員」像を溶解する方向で人事管理の再編に踏

み出すには、それによって経営上のメリットが

得られるという条件が必要なのである。 

その条件とは企業が存続、成長するには、人

材活用の考え方を変革せざるをえない経営環境

に置かれているということである。企業にとっ

て「失われた30年」は競争の激化とグローバル

化、技術の変化などを背景にして経営の不確実

性が高まり、経営の高付加価値化を進めざるを

えない時代であった。付加価値がヒトによる開

発や工夫の努力の産物であることを踏まえると、

この高付加価値化を指向する経営は人材活用力

の向上を求める。 

そうなると企業は、多くの「多様な人材」を

積極的に雇用し活用しつつ、この経営上の要請

に応える人事管理を構築することが必要になり、

伝統的「正社員」像を前提にした人事管理でそ

れが可能かが問題になる。 

経営にとって重要な基幹業務には伝統的「正

社員」を配置するというのが伝統的な人事管理
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の基本ルールであるので、そのもとでは「多様

な人材」がいかに高い付加価値を生む優秀な社

員であっても基幹業務につくことはできない。

このことは、典型的には、つぎのような現象と

してすでに現れている。 

将来経営幹部に育っていくことを期待されて

いる総合職として採用された女性社員の多くが、

出産・育児などによって働き方が制約的になっ

たことを契機に伝統的「正社員」を続けること

が難しくなり離職している。また、優秀な非正

社員は非正社員であるがために基幹業務に従事

できない、あるいは基幹業務に従事しているに

もかかわらず伝統的「正社員」とは異なる処遇

を受け、労働意欲を低下させている。 

人材活用力を高めるという経営上の要請から

すると、これらの現象の意味することは深刻で

ある。つまり、「多様な人材」の中には高度な仕

事に従事し、高い付加価値を生む能力と意欲を

もつ人材がいるにもかかわらず、伝統的「正社

員」像を前提にした人事管理では彼ら(彼女ら)

を有効に活用することが難しく、企業の人材活

用力を劣化させることになるからである。 

そうなると、企業が人材活用力を高めるには、

男性か女性か、無制約社員か制約社員か、正社

員か非正社員かにかかわらず、付加価値を生む

意欲と能力のある社員に基幹業務を担当させる

新しい人事管理が必要になる。人事管理全体の

骨格を変えるまでにはいたっていないものの、

つまり、個別の課題を解決するための断片的な

動きにとどまるものの、それに向けた挑戦が顕

著に現れたのが平成の時代である。 

女性活躍推進に向けた総合職と一般職の統合、

制約社員としての正社員の活躍を促進するため

の限定正社員制度の導入、非正社員の正社員転

換の一般化や両者の人事管理の統合、性、年齢

などの属性に捉われずに能力ある社員が活躍で

きる場を構築するダイバーシティ・マネジメン

トの推進などは全てこの断片的な挑戦であると

ともに、伝統的「正社員」像への挑戦であり、

新しい「正社員」像を構築するための動きなの

である。 

 

４．新しい人事管理と正社員像を求めて 

 

それでは、このような断片的な挑戦を統合し

て作られた新しい人事管理の全体像、さらには、

そのもとで形成される伝統的「正社員」像に代

わる新しい「正社員」像とはどのようなもので

あるのか。残念ながら、いまの段階で具体像を

体系的に提示することは難しいが、それを明ら

かにすることがこれから始まる令和時代に残さ

れた人事管理の課題であると考えている。 

この課題はこれまでの人事管理の骨格を大き

く変えることになる、多くの困難を伴う課題で

ある。日本型を欧米型に転換する、パートナー

シップ型をジョブ型に変えるなどのやり方でこ

の課題が解決できるとは思えない。欧米型、ジョ

ブ型が普遍的な解決策にはならないことは歴史

が教えることであるし、日本は日本の事情や強

みをベースにした解決策を考える必要がある。

ましてや正社員の名称を変更すれば済むという

簡単なことでもない。 

このような困難な課題ではあるものの、「多様

な人材」が活躍し、企業が活力ある高付加価値

型の経営体制を構築するうえで避けて通れない

課題である。これを乗り越え、新しい日本型の

人事管理を構築するために実務家と研究者が知

恵と想像力を発揮することを期待したいし、私

も正解を創造する自信はないものの、人事管理

の専門家である以上は令和時代の課題としたい

と思っている。 
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かつての職場だった電機連合総合研究企画室

（電機総研）の後輩から、本企画執筆の依頼を

頂いた時、思わずうーんと唸ってしまった。 

いささか電機連合の運動に携わってきたとい

うものの、平成を振り返って、平成の30年間に

おける電機連合の運動や取り組みについて６千

字で執筆せよとの依頼は、正直、手に余る難問

であつた（編者には最終的には字数の増加を認

めて頂いたのだが）。 

筆者自身は、昭和61年（1986年）に三菱電機

労働組合の支部の専従執行委員となったのを皮

切りに、以来、単組本部（1990年～2002年）、電

機連合本部（2002年～2009年）、連合本部（2009

年～2017年）、そして連合総研と、専従役員とし

て何らかの形で電機連合の運動に関与はしてき

たが、電機連合本部役員としての在任期間はわ

ずか７年間に過ぎない。小稿では平成の30年間

の電機連合の取り組みは到底語れないが、それ

でも直接・間接にこれまで関わってきた電機連

合の取り組みのうち、電機連合が法改正に先駆

けて時代を切り拓いてきた働き方改革の取り組

みについて、紙数の許す範囲でまとめてみたい。 

 

法改正１年前に実現した電機連合「育児

休職」制度 

 

平成の30年間での取り組みのうち、平成の前

半を中心に、電機連合が時代を切り拓いてきた

育児休職制度の確立と高齢者雇用の取り組みに

ついてご紹介したい（我田引水の点はお許し頂

きご笑覧願いたい）。 

電機連合が統一闘争で実現してきた働き方改

革と、関連する法改正の関係をまとめたのが下

記の年表である。いずれも法改正に先駆ける形

で、電機連合統一闘争での労働協約改定によっ

て、大手を中心とする電機各社での制度化が切

り拓かれてきた歴史が垣間見えると思う。 

 

 

図表３－１ 年表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「法改正に先駆けて労働運動が実現する働き方改革」 
～平成の30年を振り返って 時代を切り拓いた電機連合の取り組み～ 

連合総研 専務理事 兼 事務局長 新谷 信幸 

電機連合の取り組み 関係する国の法改正

1990年 育児休職制度確立（女性労働者）

1991年 育児休業法成立（男女。施行は1992年4月）

1992年
介護休職制度確立
育児・介護短時間制度の導入

1994年
厚生年金法・雇用保険法改正
（2001年からの定額部分の段階的引き上げ）

1995年 育児・介護休業法成立（介護休業の施行は1999年4月）

2000年 65歳に向けた雇用延長制度確立
厚生年金法改正
（2013年からの報酬比例部分の段階的引き上げ）

2001年 年金支給開始年齢繰り下げ開始

2004年
改正高年齢者雇用安定法施行
（65歳までの雇用安定措置の義務化）



－12－ 電機連合ＮＡＶＩ №70（2019年Ⅱ号） 

「労働者が育児休業を申し出た時、子が１歳

に達するまで認めることを事業主の義務」とす

る内容の育児休業法が、労働省婦人少年審議会

婦人部会での建議を経て、国会で成立したのは

平成３年（1991年）５月のことである。 

当時の電機労連１は、この法改正に先立つこ

と１年前、平成２年の「90年春季闘争」に取り

組み、電機労連統一闘争によって加盟組合の多

くで育児休職の制度化を実現していた２。 

育児休職制度は、電機労連としては統一闘争

で1985年、1987年に「統一目標基準」として取

り組んだが実現せず、1989年（平成元年）の秋

季闘争から春季闘争への闘争時期の集中化の後、

90年春季闘争で「統一要求基準」として不退転

の決意で取り組み、電機労連直加盟194組合中、

過半数以上の98組合で制度化を実現することが

できた。政府が育児休業制度の法制化に向けて、

前述の３者構成審議会の婦人部会に検討を諮問

したのはその年の12月のことである３。電機労

連運動史第４巻では「この取り組みの成果は､

他産業に及ぼす影響も大きく､まさに先駆的役

割を果たした」と総括している。 

また、同時に要求した休職の際の「社会保険

料本人負担分」の会社負担化も、31組合で本人

が負担しない形での制度化が図られている。社

会保険料の本人負担分の取り扱いについては、

後に1994年に成立した雇用保険法改正法での

「育児休業給付」（25％）新設の論議へとつな

がっていく。 

同様に、介護休職制度についても電機連合の

果たした先駆者としての社会的役割は小さくは

ないだろう。 

介護休職制度は、結成間もない連合が1992年

２月に「介護休業・短時間勤務制度法制化に向

けた骨子」を取りまとめ、各政党に対し要請活

動を展開していた４。連合の主要構成組織であ

る電機労連は、1992年の「92年春季闘争」で「介

護休職制度の導入」を「統一要求基準」として

掲げて取り組み、社会保険料の会社負担ととも

に介護休職の制度化を実現している。介護休業

制度が「育児・介護休業法」として国の制度と

して法制化されるのは、1995年６月（介護休業

の施行はさらに遅く1999年４月）まで待たねば

ならない。ちなみに92年春季闘争では、事業主

による選択的措置とされていた「短時間勤務制

度」について、義務的措置としての短時間勤務

の制度化を要求し、育児においては小学校入学

までの短時間勤務の制度化および介護における

短時間勤務の制度化も実現している５。 

電機労連運動史第４巻には当時の電機労連 

鈴木書記長のコメントが掲載されており、「電機

産業における育児休職制度の導入は､ひとり電

機労働者のためばかりでなく､日本の勤労者全

体の権利を擁護するという意味において､非常

に大きな寄与をしたと自負していいのではない

か｡電機労連の社会的影響力が大きくなるなか

で､そうした力を目に見える形で発揮したのが

育児休職制度の制度化であろう｡それと同じ意

味で重要な課題として､介護休職制度の制度化

がある｡高齢化が現実のものになってきている

 

１ 電機「労連」から電機「連合」への組織改編が行われたのは1992年第40回大会である。筆者はその移行の大会で資格

審査委員長を拝命していたので、組織移行に際して大会の成立要件がとても煩雑だったことを思い出す。 
２ 電機労連の育児休職制度は女性労働者を対象。1991年成立の育児休業法は男女労働者対象。 
３ 「日本の労働法政策」（濱口圭一郎 2018年 832項） 
４ 「日本の労働法政策」（濱口圭一郎 2018年 837項） 
５ 筆者も単組本部で労働協約担当中執として交渉実務を担うこととなったのはこの闘争からで、特にこの交渉時は短時

間勤務制度の制度化について、電機連合統一闘争との関係で会社の理解を得るのにとても苦労した思い出がある。 
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なかで､老人介護の問題はすでに社会問題化し

ており､電機労連として早期導入を柱として取

り組みを進める必要があった｡」との記述を紹介

しておきたい。 

 

特色ある電機連合の労働協約統一闘争 

 

前述の中で電機連合の統一闘争として、「統一

要求基準」に触れているが、ここで電機連合の

統一闘争の仕組みについてご紹介したい。 

労働組合のある企業では多くが労使で労働協

約を締結し規範的条項として働き方や労働条件

を規定している。しかし、労働協約は各社それ

ぞれの労使関係を反映したものであり、産業横

断的に個別企業ごとの労働協約の内容を改善し

ていくためには工夫が必要である。 

労使関係が企業別組合を基盤とする中でも、

電機連合では産業横断的に労働条件を改善する

ために、「電機連合産別統一闘争」という仕組み

で取り組んできている。 

電機連合の産業別統一闘争は、加盟組合の個

別企業労使の交渉について、要求内容を統一し、

要求提出から会社回答までの交渉日程を統一、

そして会社回答内容の統一を図り、会社回答が

戦術的に決めた一定水準に満たない場合には、

未達組合は統一して闘争行動に入るというもの

である。すなわち、電機連合の産別統一闘争に

おける「統一」とは、①闘争日程の統一、②要

求内容の統一、③妥結内容の統一、④会社回答

不満時の闘争行動の統一である。電機連合の統

一闘争は、こうした「統一」による相乗効果と

中小組合への波及効果を目的とするものである。 

 

図表３－２ 日本の労使関係は企業別中心産別は統一闘争で横並びの引き上げ図る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電機連合では労働協約の統一闘争を実現する

ための基盤整備として、加盟組合に対し、それ

ぞれの労働協約の有効期間を２年間とし、その

有効期限が偶数年の３月末に来るように有効期

間と期限の統一を図っている（平成元年には秋

期から春季への闘争時期の集中化に伴い、各社

の労働協約の有効期間の統一的な一斉改定が行

われた）。 

労使交渉を裏打ちするスト権は、連合体とし

ての労働組合「電機連合」としては確立しない。

交渉のエンジンとしての中核の中央闘争委員会

組合（以下、中闘組合）をはじめ、各組合それ

ぞれが、統一闘争で確認した日程までに組合毎

にスト権を確立する。 

各組合の要求内容は、単組独自の要求項目と

統一闘争に関する要求項目に大別される。さら
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に、電機連合の統一闘争における要求項目は大

きく「統一要求基準」と「統一目標基準」があ

り、前者の「統一要求基準」は闘争戦術の経過

の中で、スト権をかける可能性が高い要求項目

である。中闘組合は統一闘争の「統一要求基準」

に関して、交渉最終局面において会社回答水準

が戦術的に決定された水準に満たない場合、ス

トに入れという「ストライキ指令権」を中央闘

争委員会に委譲するのである。この委譲は組合

員全員の直接無記名投票により確認される。 

企業別組合は企業毎の労使関係の中で労働条

件引き上げに向けたぎりぎりの交渉を行うが、

企業別交渉では各企業の業績や支払い能力の違

いなどにより交渉の限界にぶつかってしまう。

こうした各企業別労使交渉の限界を超えるべく

編み出されたのが電機連合産別統一闘争で、交

渉が進展している組合との連携により相乗効果

を狙ったものである。 

電機連合本部は闘争終盤まで個別労使交渉の

状況を支援し、企業別労使交渉の促進を指示する

が、交渉最終盤で用いる戦術がいわゆる「歯止め」

である。歯止め水準は電機連合本部役員と中核の

中闘組合で構成される「中闘委員会」において全

会一致で決定され、決定された内容は中闘組合で

のスト発動に連動する、各企業労使交渉の下限値

（指値）である。スト指令権の委譲の意味はここ

にある。歯止めで決めた水準に達しない会社回答

が示された場合、中闘委員会はその組合に対して

委譲された権限に基づきストを含む闘争行動突

入を指令する。中闘組合が獲得した労働条件は後

に続く中堅・中小組合に波及効果をもたらす。 

 

年金支給開始年齢引き上げに対応した高

齢者雇用確保への苦闘 

 

電機連合が働き方改革として先駆的に取り組

んできたものの一つに、高齢者雇用の取り組み

がある。 

平成への伏線として平成に至るまでの電機労

連の高齢者雇用制度化の取り組みについて触れ

たい。 

電機労連が定年延長を最初に統一闘争として

要求に掲げたのは、隔年の秋期に取り組んでい

た1964年の労働協約闘争においてである。 

当時一般的だった55歳定年年齢を引き上げる

ため、電機労連は、1964年の労働協約統一闘争

での「58歳定年延長」を要求したのを皮切りに、

66年、68年と３回にわたり定年延長を要求して

いる。64年、66年にはめぼしい成果が得られな

かったが、1968年には労働協約における統一闘

争としては初めて、スト権発動の対象とする「統

一要求基準」として設定し、厳しい交渉の結果、

大手のいくつかの組合で55歳から56歳への定年

延長を実現している。当時、厚生年金の支給開

始年齢は、３年に１歳ずつ55歳から60歳に向け

て引き上げ途上にあり、老後生活の保障のため

には60歳定年の実現は切実な問題であった。 

電機労連は1970年労働協約闘争において再び、

60歳への定年延長に取り組んだ。1968年に続き、

スト権をかけた統一要求基準として「正規従業

員として60歳まで定年を延長させる。55歳以降

の退職は定年扱いとする」と要求している。交

渉は難航したが、交渉の結果、大手を中心に55

歳以降の定年扱いを含む60歳定年の制度化を勝

ち取っている。1970年に124組合中22組合だった

60歳定年（男性）採用企業は、引き続き取り組

んだ1972年の労働協約闘争でさらに前進し、125

組合中61組合へと大きく増加している。当時の

日本においては電機労連の取り組みは他産業に

先駆け、60歳定年制の社会的な規範形成に向け

て先駆的な役割を果たしたといえよう。 

ちなみに60歳定年制の法制化は、高年齢者雇
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用安定法による努力義務とされたのが1986年の

ことであり、60歳未満の定年が法的に禁止され

るのは1994年の法改正まで待たなければならな

い。 

 

平成の時代を迎えて、超スピードで進む日本

社会の高齢化が、労働運動において60歳以降の

雇用確保問題への取り組みを加速させることと

なった。政府方針によって、1980年代末から老

齢年金支給開始年齢の繰り下げ法案の検討が具

体化し、1994年には、2001年からの年金（「定額

部分」）支給開始年齢の段階的引き上げの法改正

が強行された。連合を先頭に各産別はこの改正

は到底容認できないとの立場であったが、この

改正により、60歳定年と年金支給開始年齢との

間に空白期間が生じる可能性が具体的なものと

なった。こうした環境変化の中で、電機連合は

60歳定年以降の雇用確保に向けた労働協約闘争

に取り組むこととなる。そして、その取り組み

は電機産業の業績悪化の時期と重なり、苦闘の

取り組みであった。 

電機連合は平成４年（1992年）の労働協約統

一闘争で、「定年退職者が希望した場合、60歳を

超えて継続勤務できる制度の確立、またはその

制度導入を前提とした労使協議機関を設置す

る」との要求を決定した。しかし、経営側とは

ほとんど論議にならず、協議機関の設置を確認

したものの大きな進展を見出せなかった。続く

1994年、1996年の労働協約交渉でも要求を継続

し、①年金の支給開始年齢と定年年齢のマッチ

ング、②公的年金の破綻防止、③高齢者の生き

がい、④労働力不足・経済活力維持などを主張

した。しかし、1996年闘争では約50組合で労使

協議機関の設置が合意されたものの、制度化は

なかなか進展しなかった。 

1996年７月の電機連合大会では雇用継続制度

の内容を「正社員・組合員として継続される定

年延長」とする方向づけを行った、翌年1997年

大会では「65歳現役社会の実現に向け、定年年

齢を厚生年金支給開始年齢と直結させるよう段

階的に延長」させていくこととし、延長した期

間の勤務密度・処遇・労働条件に関しては、各

加盟組合労使の協議に委ねるとの産別指針を確

認した。 

2001年からの年金支給開始年齢の繰り下げに

対応するためには、準備期間を考えれば、1998

年労働協約闘争での制度実現が待ったなしの課

題であった。98年労働協約闘争では18年ぶりに

スト権を背景にした「統一要求基準」として「65

歳への定年延長」を掲げ、交渉に入った。しか

し、「定年年齢を一律に拡大することには疑問が

ある」、「定年年齢の持つ意味は重くてこのまま

では応じられない」と主張する経営側との溝は

埋まらなかった。1998年当時の電機産業の未曾

有の業績悪化も経営側の慎重な対応の大きな要

因であった。 

膠着した交渉の終盤には苦渋の決断として、

中闘委員会は「2000年度までの『65歳への定年

延長』制度確立に向け、労使協議を継続する」

ことを解決条件とした。その結果、要求提出組

合の75％（118組合）が継続協議となった。 

しかし、闘争終了後、この個別企業労使の協

議に進展は見られなかった。そのため、2000年

労働協約闘争を前にした1999年７月の定期大会

では、膠着状態の打開をめざし「65歳への定年

延長と将来的にはエイジレス社会構築に対応す

ることを視野に入れ」、当面は「65歳への雇用延

長」を実現することで条件整備を図ることとし

た。「定年延長」から「雇用延長」への戦術転換

である。 

電機連合としては労使協議が整わなければ不

退転の決意で2000年労働協約闘争に臨まざるを
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Ａ.本人の就労希望に対し、会社は就業の

場を提供する。  

Ｂ.雇用延長は、少なくとも厚生年金支給

開始年齢に直結させる。  

Ｃ.身分は、社員に準じた安定したものと

する。 

えないことを明らかにしつつ、加盟組合に次の

「雇用延長３原則」を提起した。 

 

 

 

 

 

 

 

組合員籍については、定年前の組合の組合員

籍を原則とし、定年前企業以外での雇用もあり

得ることから、「特別組合員として、権利と義務

において特別の取り扱いとする」ことも認める

こととした。 

こうした方針の下、各労組が精力的に労使協

議を重ね、1999年末にかけて雇用延長３原則を

踏まえた制度の枠組みは、主要組合で労使合意

に達することが出来た。2000年５月末時点で３

原則をクリアし「労使合意」ができたのが49組

合、導入に向け「継続協議」が97組合であった。 

粘り強い交渉の成果ではあったが、2001年３

月期から企業会計に退職給付会計が導入される

ことに伴って、多くの個別企業の労使では、雇

用延長問題と同時に退職金・企業年金制度の見

直しを労使で検討していたことも労使合意が図

られた背景にあったと思われる。いずれにして

も、65歳への雇用確保の取り組みは、2001年か

らの年金支給開始年齢の繰り下げ１年前にして、

2000年労働協約闘争において電機産業で先駆的

に確立されたのである。 

この時期に個別企業レベルで見れば、60歳以

降の雇用延長を実現した企業労使は電機連合加

盟組織以外にもいくつかあった。しかし、産業

レベルとして、大手、中堅中小含めて約50組合

が制度化を実現したことは、急速に高齢社会に

向かう中で、社会に与えたインパクトは小さく

なかったと考える。 

 

むすびに代えて 

 

女性や高齢者に限らず、働きたいと思う人が

働きやすい環境で働き続けられるように制度を

改善し取り組んでいくことは時代を超えて、労

働組合の使命であろう。 

企業における働き方改革には様々な課題があ

るだろうが、労使の相互信頼に基づいて十分な

協議を重ね、着実に成果を上げてきた労使協議

システムは、日本が誇るべき“ソフトインフラ”

であろう。 

そして、個別企業労使の交渉ではハードルの

高い課題に対して、産業別労働組合が横断的に

その実現に取り組むことに産業別の統一闘争の

意義はあるし、単組が産別に結集する意義でも

ある。 

連合は、未組織労働者を含むすべての働く者

のための法制度の整備に取り組んでいる。すべ

ての働く者の法改正を支えるためにも、連合を

構成する産業別労働組合は、法改正を待つこと

なく、法改正に先駆けて制度改善に取り組み、

法改正を支えるための環境整備（立法事実）を

積み重ねていくことが重要であり６、それが法

改正に結びつき、働く者すべての制度化につな

がる。企業別組合、産業別組合、連合に結集す

る組織労働者の使命がここにもあることを記し

てむすびに代えたい。 

 

６ 筆者自身、連合在任中のうち2009年から15年の６年間、労働法制の責任者として労働政策審議会に出席し、労働契約

法（有期法制）改正、高年齢者雇用安定法改正、労働者派遣法改正、労働基準法改正案（2015年改正法案）などに従事

してきた。法改正に向けての立法事実の重要性を痛感している。 
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携帯電話・スマートフォンの普及は、まさに

平成の30年間とともにあった。 

携帯電話が誕生したのは平成元年から４年前

となる昭和60年。「ショルダーフォン」として発

売されたのが第一号機となる。携帯電話とはい

え、ショルダーフォンは本体サイズは巨大でそ

の名の通り、肩からかける電話機であり、一般

に普及するような代物ではなかった。 

ビジネスパーソンなどに、広く浸透するよう

になったのは平成３年に超小型携帯電話「ムー

バ」が発売されてからのことだ。とはいえ、当

時の携帯電話はレンタル制であり、通信料金も

高額だった。 

一般の人たちに本格的に広まったのは平成６

年のことになる。NTT移動通信網（現、NTTド

コモ）、IDO、DDIセルラーに加えて、関東地区

では東京デジタルホンやツーカーセルラー東京

が参入。４陣営体制になったことで、競争が激

化した。さらに平成７年には、当時「簡易型携

帯電話」と言われたPHSが開始され、NTTパー

ソナル、DDIポケット、アステル東京がサービ

スを開始したことで、安価に端末を持てるよう

になり、ユーザーが女子高生までに広がりを見

せていったのだった。 

 

絵文字が大ヒットしたｉモード 

 

携帯電話が「話す道具」から「使う道具」に

進化して、爆発的にユーザーを増やしたのが平

成11年に登場したNTTドコモ「iモード」だ。 

携帯電話でありながら、インターネット接続

機能を備え、モバイルバンキングやニュース配

信、ゲームなどを楽しめた。サービス開始時は、

iモードのメールは250文字しか送信できなかっ

たが、文字数が少ないという弱点をカバーしよ

うと、感情や名詞を１文字で表現できる「絵文

字」に対応。ハートマークなどを頻繁に送り合

う若者が多かった。 

当時、他社でもメッセージサービスを提供し

ていたが、絵文字は、同じ携帯電話会社内での

やりとりでしか正しく表示できないという機能

的な制限があった。そのため「しっかりと意思

疎通したい」とわざわざ他社からNTTドコモの

iモードに乗り換える若者もいたほどだ。 

平成における携帯電話やスマートフォンの歴

史を振り返ると、まさにこの「人とつながりた

い」という人間の根本的な欲求は、30年間、何

一つ変わっていないというのがよく分かる。特

に「仲間はずれになりたくない」という危機感

のようなものが、携帯電話やスマートフォンの

普及を加速させたといえるのだ。 

その最初の例といえるのが、昭和62年のポ

ケットベルだ。 

それまでのポケットベルは外出しているビジ

ネスパーソンや医者に対して鳴音するだけだっ

た。しかし、昭和62年には数字が表示できるよ

うになり、語呂遊びとして、メッセージを送り

あうという「遊べるコミュニケーションツール」

 
 

平成における通信手段の変遷と生活への影響 
 

ＩＴジャーナリスト 石川 温
つつむ
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として一気に普及していった。「ベル友」に対し

て、すぐに返信を送ろうと、公衆電話には大行

列ができたほどだった。 

友達が、ポケベルを使って、別の友達と仲良

くメッセージのやり取りをしているのを見ると、

自分もその輪に入りたいと思うのが人情という

ものだ。結果として、ポケベルを持つ人が増え、

メッセージのやり取りは飛躍的に増えていくこ

とになるのだ。 

この流れをくみ、大成功を収めたのがiモード

というわけだ。 

250文字という限られた文字数の中で、自分の

気持を的確に伝えたい。しかし、無味乾燥なテ

キストメッセージだけでは、言葉の細かいニュ

アンスが伝わらず、必ずしも正確な意思疎通が

できないことがある。そんなときのために、

NTTドコモでは絵文字を用意した。笑顔やハー

トなどの絵文字を文末につけることで、一気に

和らいだメールに生まれ変わる。言葉足らずの

メールでも、喧嘩にならずに済んだというのも

絵文字があったからこそと言えるだろう。人類

のコミュニケーションスタイルに変化をもたら

したということで、今では、iモードの176文字

の絵文字は、ニューヨークのMOMA美術館に収

蔵されるまでになっている。 

もうひとつ、コミュニケーションの多様化に

貢献したのが平成12年に登場した「写メール」

だ。 

東京デジタルホンとシャープは「J-SH04」と

いうケータイに11万画素のデジカメを搭載した。

単に「カメラ搭載ケータイ」として売り出すの

ではなく、「写メール」という命名したことで、

「メールで写真が送れる」ということが、誰に

でも伝わるようになった。 

メールに新たに写真をつけるという習慣を作

り出し、画期的な機能として大ヒット。以後、

携帯電話にはカメラが標準搭載されるように

なった。さらに、自分たちを撮影する「自撮り」

が流行り、本体内側にもカメラが搭載され始め

た。その後、スマホ時代にはInstagramなど、

カメラを中心としたコミュニケーションが盛り

上がりを見せた。 

いまでは、スマホの前面、背面にカメラがあ

るのは当たり前。最近では、背面のカメラを２

つや３つ、搭載するものも増えてきた。複数の

カメラを搭載することで、超広角や望遠での撮

影を可能にするなど、スマホのカメラは、本格

的なデジカメに迫る撮影性能になり始めている。 

また、単にカメラの数を増やすだけでなく、

AI（人工知能）を組み合わせて、画質を向上さ

せるという取り組みも進んでいる。 

グーグルでは、ユーザーから集めた画像をク

ラウドで処理し、被写体には何が写っているの

か、どうすれば綺麗な画像になるかをAIが判断

している。一方、アップルはクラウドではなく、

iPhoneの本体内部での機械学習によって、同様

のことを実現している。 

誰しも携帯電話やスマホでカメラを使うため、

いつの時代も、カメラ機能で携帯電話やスマホ

メーカーがしのぎを削っているのだが、もはや

ハードウェアだけでなくAIの力が画質の良さ

を決める時代になろうとしている。 

 

携帯電話を再定義したiPhone 

 

携帯電話・スマートフォンの平成30年間を振

り返るうえで、iモードとともに象徴的と言える

のが、アップル・iPhoneの登場だ。 

iPhoneは平成19年にアメリカで販売開始。翌

年、ソフトバンクが日本で取り扱いを開始した。

しかし、日本上陸当初はiモードケータイのほう

がカメラや音楽再生機能、ワンセグやおサイフ
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ケータイなど機能が豊富であり、「iPhoneは売

れない」という評価が大半であった。 

当時、iPhoneはスティーブ・ジョブズCEO

が「携帯電話を再定義する」として開発したも

のだった。大きな画面を指で直感的に操作する

誰にもわかりやすいユーザーインターフェース

が画期的だった。 

実際のところ、ソフトバンクはiPhoneの販売

に苦戦する。ケータイの方が高機能であり、バッ

テリーの持ちもいいことから、なかなかiPhone

の購入者が増えなかったのだ。 

そんな中、当時の孫正義社長が苦肉の策とし

て投入したのが「iPhone for everybodyキャン

ペーン」だった。とにかく、便利なiPhoneをもっ

と手軽に利用してほしいということで、iPhone

を実質ゼロ円で購入できる施策を展開。通信料

金もiPhone専用プランを用意することで、顧客

を獲得していった。 

平成18年にボーダフォンを買収して携帯電話

事業に参入したソフトバンクであったが、「ホワ

イトプラン」という低料金で他社を攻めたもの

の、ネットワーク品質が他社に劣っていること

もあり、なかなか顧客を奪うことができずにい

た。そんな中、iPhoneを日本国内で独占的に扱

うことで、ソフトバンクは破竹の勢いでNTTド

コモやKDDIを攻め始めた。iPhone欲しさに

ユーザーがソフトバンクに殺到した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマホブームをつくったＬＩＮＥ 

 

日本の通信業界にとって節目となったのが、

平成23年３月11日の東日本大震災だ。 

地震が起きた14時46分以降、携帯電話が繋が

りにくくなるというトラブルが発生した。家族

や友人の安否を確認しようと、多くの人がケー

タイから電話をかけ始めたのだ。発信数は従来

の10倍以上にもなり、回線はパンク。ユーザー

が何度もリダイヤルを続けるために、さらに

輻輳
ふくそう

が起き、大混乱に陥ったのだった。iモード

メールなども携帯電話会社の回線に依存するた

め、まともに送受信できなかった。 

そんな中、安定して機能したのが、SNSだっ

た。特にTwitterは、海外にサーバーがあり、ネッ

トに繋がりさえすれば、安定して情報を発信し

たり閲覧することが可能であった。そのため、

地震おいての安否確認や被害状況、避難場所の

情報がTwitter経由で東京から被災地に発信さ

れ続けたのだった。 

この東日本大震災の教訓からサービス開発が

スタートしたのが無料メッセージアプリ

「LINE」だった。 

携帯電話会社のネットワークがダウンする中

でも、大事な人の安否を確認したいというのが

開発のきっかけだ。LINEでは、返事をしなく

ても、メッセージを読んだことで「既読」とい

う表示がでる。これも、災害時、返事ができな

い状態であっても、メッセージを読んでくれた

ことで安否確認ができるように配慮された機能

なのだ。 

LINEが広まったのには大きく２つの理由が

ある。 

ひとつは「手軽にサクサクとやり取りできる」

という利便性だ。 

LINEではいちいち、メッセージに題名を入
iPhone が日本に初めて上陸した際、発売セレモ

ニーであいさつをするソフトバンク孫正義社長
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れる必要がない。しかも、返事を書くのが面倒

であれば、スタンプをひとつ、送れば返事をし

たことになる。また、メールに比べてメッセー

ジのやり取りが軽快なので、コミュニケーショ

ンがはかどる点が受け入れられた。 

もうひとつの理由は、LINEが普及し始める

ことで「仲間はずれになりたくない」という人

が増えてきたことにある。 

iPhoneなどのスマホが普及し始めたとき、ス

マホユーザーが「iPhoneって便利でいいよ」と

ガラケーユーザーを説得しようとしても、ガラ

ケーユーザーは「いまの機能で困ってないから

スマホはいらない」と拒否することが多かった。 

確かに機能的に見れば、ガラケーもスマホも

あまり違いはなかったりする。 

しかし、LINEが普及し出すことで、段々と

仲間内にLINEのグループができてくる。こう

したLINEグループの中で、飲み会の約束や世

間話が進んでいくことで、ガラケーしか持って

いない人が「仲間はずれ」になっていくのだ。 

当時、ガラケーでもLINEは利用できたが、

使い勝手においてはスマホに劣る部分が多々

あった。そのため、「仲間はずれになりたくない

からLINEを使う。だから、ガラケーからスマ

ホに乗り換える」という主婦層が増えたと言わ

れている。こうした、端末の乗り換えを促すの

に、コミュニケーションサービスの後押しは大

きいといえるのだ。 

 

ハードからサービスの時代へ 

 

平成が終わる１ヶ月ちょっと前の平成31年３

月25日、アップルが本社内にあるスティーブ・

ジョブズ・シアターでスペシャルイベントを開

催した。 

これまでアップルはメーカーとして、iPhone

やiPad、MacBookなどを発表、販売してきたが、

３月25日のイベントではそうした製品は一切な

く、サービスに特化した発表会であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アップルとしては、すでにiPhoneが世界中に

普及しているということもあり、今後、新たな

成長は見込めないと判断。ハードウェアとソフ

トウェアを手がけつつ、サービス面を強化し、

収益源を確保していく姿勢を示した。 

アップルの戦略を見ていると、数年前の日本

をなぞっているようにも見える。 

日本でiモードが登場し、単なる「話す電話」

から「使う電話」に生まれ変わった。ケータイ

に向けてコンテンツが配信され、情報料を電話

代と一緒に回収するビジネスモデルが形成され

た。さらに非接触チップ「FeliCa」が搭載され

ることで、ケータイ１つあればコンビニで買い

物ができ、電車にも乗れるようになった。 

日本では、ケータイの頃から、端末とサービ

スをいかに融合させるかという点に腐心してき

た。そのため、ケータイ１つで生活ができるほ

ど、便利で欠かせないものになっていた。 

一方で、日本のケータイが世界に比べて進化

しすぎたことでガラパゴスケータイ、通称「ガ

ラケー」と揶揄
や ゆ

されるようになった。 

平成６年の４陣営体制だった頃、日本のケー

タイメーカーは松下通信工業、NEC、富士通、

ハード、ソフト、サービスを垂直統合で 

展開していくアップル 
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三菱電機などを筆頭に三洋電機、東芝、日立製

作所、ソニー、シャープ、京セラ、カシオ計算

機、ケンウッド、パイオニアなど、ほとんどの

電機メーカーが参入していたといっていいほど

だった。目を海外に転じれば、ノキアが圧倒的

なシェアを誇っていた。 

小さな筐体
きょうたい

に、大きな画面とテンキー、さら

には防水やFeliCa機能などを様々に詰め込む

技術は海外メーカーには真似できなかったとさ

れる。特に、何十万回も折りたたみをしながら

も防水性能を維持するというのは日本のメー

カーだからこそ実装できたと言われている。 

世界的に見れば、日本のメーカーは最先端を

走っていた。日本人にケータイを通して、人と

つながる楽しさ、ネットに繋がる便利さを提供

していたように思う。 

ただ、日本市場、特に日本のキャリアだけに

向けて商売をしていたこともあり、日本メー

カーの世界における存在感は希薄であった。 

さらに、iPhoneに始まり、最近では中国メー

カーのスマホが格安スマホ市場に台頭したこと

で、日本メーカーは窮地に立たされている。 

平成19年以降、日本のメーカーが市場から撤

退を余儀なくされたのは、どちらかといえば、

総務省が導入した「販売奨励金への規制」が影

響していたように思う。 

今年、総務省は新たに市場に「完全分離プラ

ン」を導入しようとしている。 

完全分離プランになれば、端末購入時の割引

がなくなる。結果として、スマホが売れなくな

る恐れが出てくる。 

iPhoneがそうであったように、全く新しい

ジャンルの製品を市場に普及させるには、販売

奨励金の存在は大きい。日本では平成31(令和

元)年から、新しい通信サービスとして「５G」

が始まろうとしている。 

５Gのサービス開始を前にして、総務省が完

全分離プランを導入すれば、５Gスマホを作る

メーカーもいなくなれば、５Gスマホを買う

ユーザーも出てこないだろう。 

平成から令和に元号が変わる中、通信業界に

は完全分離プランという逆風が吹こうとしてい

る。 

iモードケータイやスマホの登場により、我々

の生活が一変したように、５Gスマホによって、

さらに便利に、より人と繋がりやすくなる可能

性がある。 

いま、日本メーカーとしてはソニー、シャー

プ、京セラ、富士通の４社が残っている。日本

市場のニーズを捉え、日本人が使いやすいと思

える真の５Gスマホを作れるのは、この４社を

おいて他にはないはずだ。 

かつて、平成の時代に世界をリードした「ガ

ラケー」を作っていたメーカーだけに、令和の

時代に再び輝きを取り戻してほしいと切に願う

ばかりだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月10日、５Ｇの免許が割り当てられた。 

2020年に商用サービスが開始される。 
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１．2019年度の年金額は４年ぶりに引き

上げ 

 

公的年金の額は、その実質的な価値を維持す

るため、賃金や物価の変動率などに応じて毎年

度改定される。2019年度の年金額は2018年度か

ら0.1％引き上げとなったが、年金額の引き上げ

は2015年度以来４年ぶりである。 

また、公的年金被保険者数（現役世代の人数）

の変動率と平均余命の伸びを勘案した一定率

0.3％に基づいて実施される「マクロ経済スライ

ド」も、2015年度以来４年ぶりに発動された。

マクロ経済スライドは、2004年の年金改革によ

り導入された制度で年金給付水準を抑制する仕

組みである。しかし、マクロ経済スライドは賃

金や物価の伸びが小さい時には実施されないた

め、実際に発動されるのは2015年度に続き2019

年度が２回目となる。 

具体的な年金額改定の仕組みは、以下の通り

である。まず、原則として、これから年金を受

給し始める際の年金額（新規裁定年金額）は名

目手取り賃金変動率に応じて改定され、受給中

の年金額（既裁定年金額）は物価変動率に応じ

て改定される。2019年度の年金額改定の基準と

なる2018年の物価変動率は1.0％、名目手取り賃

金変動率（前年の物価変動率に２年度前から４

年度前までの３年度平均の実質賃金変動率と可

処分所得割合変化率を乗じたもの）は0.6％と

なった。ただし、物価変動率と名目手取り賃金

変動率がともにプラスで物価変動率が名目手取

り賃金変動率を上回るときは、例外として新規

裁定年金、既裁定年金ともに名目手取り賃金変

動率により年金額を改定することとされている

ため、マクロ経済スライド適用前の年金改定率

はいずれも0.6％となった。 

2019年度のマクロ経済スライドによるスライ

ド調整率は▲0.2％であったが、2018年度から繰

り越された未調整分のスライド調整率が▲

0.3％残っていたことから、2019年度のスライド

調整率の合計が▲0.5％となり、結果として

0.6％から0.5％抑制されて、0.1％の引き上げと

なった（図表Ｒ－１、２）。 

 

図表Ｒ－１ 2019年度の年金額改定に関する指標 

物価変動率 2018 年の物価変動率 1.0％

名目手取り

賃金変動率 

2018 年の物価変動率

1.01×実質賃金変動率

（2015～2017 年度の平

均）0.998×2016 年度の

可処分所得割合変化率

0.998 

0.6％

スライド調

整率 

公的年金被保険者数の

変動率（2015～2017 年

度の平均）1.001×平均

余命の伸びを勘案した

一定率 0.997 

▲0.2％

未調整分の

スライド調

整率 

2018 年度分の繰り越し 

▲0.3％

年金改定率 0.1％

（資料）厚生労働省資料より、みずほ総合研究所作成 

取り巻く情勢や環境の変化に対応できる知識の習得

や考え方を生み出す一助とするため、有識者の方々

に研究成果の一端を報告いただきます。 

2019年度の年金額は0.1％増加 
 

 
                    

               みずほ総合研究所 政策調査部 主席研究員 堀江 奈保子
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図表Ｒ－２ マクロ経済スライドの仕組み 

賃
金
（
物
価
）

上
昇
率

前年からの賃金

（物価）の伸び
スライド調整率

実際の年金額の改定率

未調整分のスライド調整率

 

（注）〔 〕内は2019年度の年金額改定に関する数値。賃金や物価の伸びが小さくスライド調整を完全に

適用すると年金の名目額が下がる場合には名目額を下限とし、賃金や物価が下落した場合にはその

下落分のみの引き下げでそれ以上のスライド調整による引き下げは行われない。ただし、スライド

調整が実施されなかった調整率は翌年度以降に繰り越される。 

（資料）厚生労働省資料より、みずほ総合研究所作成 

 

なお、2005年度以降の年金改定率の推移をみ

ると、2014年４月の消費税率８％への引き上げ

で物価が大きく上昇した影響を受けた2015年度

を除き、改定率はゼロかマイナスが続いている。

2019年度は0.1％とわずかではあるものの、消費

税率とは関係なくプラス改定となった（図表Ｒ

－３）。 

 

図表Ｒ－３ 年金改定率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）2013年度は、４月の年金改定率はゼロであったが、10月に特例水準の解消として1.0％の

引き下げが実施された。 

（資料）厚生労働省資料より、みずほ総合研究所作成 

 

これにより、2019年度の年金額（これから年

金を受給する67歳以下の新規裁定者の年金額）

は、①国民年金のみに加入し老齢基礎年金を満

額受給する場合は月額65,008円、②夫が会社員

で40年厚生年金に加入し妻が専業主婦の世帯は

夫婦で同221,504円となる。なお、③厚生年金に

40年加入していた男性単身世帯は同156,496円、④

同女性単身世帯は同127,211円となる（図表Ｒ－

４）。 

 

 

 

 

〔▲0.2％〕 

〔▲0.3％〕

〔＋0.1％〕

〔0.6％〕



－24－ 電機連合ＮＡＶＩ №70（2019年Ⅱ号） 

図表Ｒ－４ 2019年度の新規裁定者（67歳以下） 

の年金月額の例 

 月額（前年比）

①国民年金（老齢基礎年金（満

額）：１人分） 

65,008 円 

（+67 円） 

②厚生年金（夫婦２人分の老

齢基礎年金を含む標準的な

年金額） 

221,504 円

（+227 円） 

③厚生年金（男性単身世帯の

老齢基礎年金を含む標準的

な年金額） 

156,496 円

（+160 円） 

④厚生年金（女性単身世帯の

老齢基礎年金を含む標準的

な年金額） 

127,211 円

（+130 円） 

（注）老齢基礎年金は保険料納付済期間が40年で満額と

なる。②は夫が平均的年収（平均標準報酬（賞与

を含む年収の12分の１）が42.8万円）で40年間就

業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯が

年金を受け取り始める場合の給付水準。③は平均

標準報酬42.8万円、④は同29.1万円で40年間就業

した場合。③と④はみずほ総合研究所が算出。 

（資料）厚生労働省資料より、みずほ総合研究所作成 

 

２．年金額改定ルールの見直し 

 

マクロ経済スライドは、その実施によって前

年度よりも年金額の名目額は下げないこととさ

れている。このため、マクロ経済スライドが導

入されて以降、これまで物価や賃金があまり上

昇しなかったことから、前述の通りマクロ経済

スライドはほとんど実施されず、年金額の抑制

が進んでいない。そこで、2016年の年金改革に

より、マクロ経済スライドの見直しとともに、

もうひとつ年金額の改定ルールの見直しが行わ

れることが決まった。 

まず、マクロ経済スライドの見直しについて

は、スライド調整の実施により年金額が前年度

を下回らないという措置を維持しつつ、賃金や

物価が大きく上昇した場合にはその上昇の範囲

内で前年度までの未調整分を含めた調整が行わ

れる。この改正は2018年４月に施行されている。

2018年度の年金額の改定で見送られたマクロ経

済スライドによるスライド調整率は▲0.3％で

あったが、2019年度の年金額の改定においてプ

ラス改定となったため、本来の改定率に未調整

分▲0.3％が上乗せされた。 

もう１つの改定ルールの見直しは、賃金・物

価スライドの見直しである。年金は世代間の仕

送りの仕組みであることから、現役世代の賃金

が下落していて、賃金変動が物価変動を下回る

場合には、既裁定者についても賃金変動に合わ

せて年金額を改定するというものである。これ

は2021年４月に施行される。 

この２つの改正により、これまでよりは年金

額の抑制が早期に進むものの、今後も安定的に

賃金や物価が上がらなければ、その効果は限定

的である。 

 

３．年金額抑制の効果 

 

マクロ経済スライドによる調整は、概ね100

年後に十分な積立金（給付費の約１年分）を保

有できると判断される段階で調整終了となる。

2004年時点では2023年度に調整が終了する見通

しであったが、マクロ経済スライドが実施され

ない年が続いたことから、終了年度の見通しは

2009年には2038年度へ（基本ケース）、2014年に

は2043～2044年度へ（経済再生ケースで労働市

場への参加が進むケース）と、さらに遅れる見

通しとなった。 

マクロ経済スライドが発動されずに、年金額

の給付抑制が遅れると、現在の年金受給者の給

付水準が高くなるため、年金財政が悪化する（図

表Ｒ－５の①部分）。年金財政の悪化分は、スラ

イド調整期間を長期化させて、将来の年金受給

者の給付水準を削減することにより対応する

（図表Ｒ－５の②部分）。このため、マクロ経済

スライドによる給付抑制が順調に進まなければ、

世代間の年金格差がさらに拡大する。 
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図表Ｒ－５ スライド調整期間の長期化と世代間格差拡大のイメージ 

② 調整期間の延長による将来水準の削減分
（将来の受給者の給付水準低下）

①

②

① スライド調整の遅れによる財政悪化分
（現在の受給者の給付水準上昇） ＝

所
得
代
替
率

時間

スライド調整が
順調に進むケース

スライド調整が
遅れるケース

調整期間の長期化

将来の受給者の
給付水準低下

現在の受給者の
給付水準上昇

調整期間終了
（順調ケース）

調整期間終了
（遅れケース）

 

（資料）厚生労働省資料より、みずほ総合研究所作成 

 

また、ここ数年はマクロ経済スライドによる

スライド調整率が見通しから大きく乖離してお

り、マクロ経済スライドが実施されても当初見

通しほど年金額が抑制されなかった。例えば、

2014年に行われた財政検証では、2019年度のス

ライド調整率の見通しが「労働市場への参加が

進むケース」でも▲0.9％であったが、実際には

▲0.2％にとどまった（図表Ｒ－６）。 

 

図表Ｒ－６ スライド調整率の実績と2014年時点の見込み 

 

 

 

 

 

 

 
（注）見込みは2014年財政検証の「労働市場への参加が進むケース」による。 

（資料）厚生労働省資料より、みずほ総合研究所作成 

 

これは、公的年金の被保険者数が見通しほど

減少しなかったことによる。2017年度までのス

ライド調整率に用いる被保険者数の変動率（２

年度前から４年度前の平均）はマイナスであっ

たが、2018年度はゼロ、2019年度は＋0.1％と増

加に転じた。公的年金の被保険者数の増加率が

平均余命の伸びを勘案した一定率（0.3％）を超

えてもスライド調整率がプラスになることはな

いものの、このまま被保険者数の増加が続くと、

マクロ経済スライドによる年金額の抑制効果が
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薄れる。 

我が国の人口は減少が続く見通しであること

から、将来に向けて被保険者数の増加が長く続

くことはないとみられるが、当面は60歳代の雇

用者数の増加の影響により、被保険者数の微増

が続く可能性がある。また、2019年４月に、外

国人労働者の受け入れ拡大のための新たな在留

資格が設けられたことから、外国人の被保険者

数の増加も見込まれる。少子高齢化が進行する

中、年金財政を支える側である被保険者の増加

はめざすべき方向ではあるものの、マクロ経済

スライドによるスライド調整率が抑制されると

いう点では懸念材料である。 

 

４．将来の低年金対策に向けて 

 

前述の通り、スライド調整が遅れると、将来

世代の年金給付水準の低下を招くことから、特

に、基礎年金のみの受給者の低年金化が懸念さ

れる。将来に向けて低年金者を生じさせないた

めには、まずスライド調整を毎年確実に実施し、

早急に調整を終了することが必要である。 

また、より多くの現役世代を厚生年金の被保

険者とし、将来、基礎年金に加えて厚生年金を

受給できる人を増やすことで年金額の底上げを

図ることも不可欠だ。2017年度末の国民年金の

受給者3,484万人のうち、基礎年金のみの受給者

（旧法の国民年金のみの受給者を含む）は832

万人と、約４分の１を占める。2017年度末の老

齢基礎年金のみの受給者の平均年金月額は5.1

万円であるが、満額を受給しても同6.5万円にと

どまる。一方、厚生年金の加入対象者は、①週

労働時間が30時間以上の者と、②週労働時間が

20時間以上で一定の要件を満たす者である。②

については2016年10月の改正で適用されるよう

になったが、2018年３月末の厚生年金被保険者

3,911万人のうち、②の短時間労働者は38万人で

ある。短時間労働者に対する厚生年金の適用範

囲については、2019年９月30日までに検討を加

え、その結果に基づき必要な措置を講ずること

とされているが、厚生年金の適用範囲をさらに

拡大させ、より多くの高齢者が厚生年金も受給

できるようにすることが低年金対策として有効

である。 

現在、国民年金の加入は60歳になるまでと

なっているが、60歳までに老齢基礎年金の受給

資格期間を満たしていない場合や、40年の保険

料納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受

給できない場合であって、厚生年金に加入して

いないときは、60歳以降でも任意加入すること

ができる。任意加入が認められているのは、①

年金額を増やしたい場合は65歳まで、②受給資

格期間を満たしていない場合は70歳までなどと

されている。これを見直し、保険料拠出期間を

原則として65歳までに延長すれば基礎年金の給

付額の改善につながる。 

なお、上記のように早期にスライド調整を進

めた場合、厚生年金の適用を拡大した場合、国

民年金の保険料拠出期間を延長した場合の年金

給付水準については、2014年の財政検証時にオ

プション試算としてその結果が示されており、

いずれも年金給付水準の改善に結びつくことが

明らかにされている。 

今年は５年に一度の公的年金の財政検証が予

定されている。前回2014年の財政検証の見通し

ほどマクロ経済スライドによる年金額の調整が

進んでいない中、新たな財政検証による今後の

年金財政の見通しが注目される。2019年の財政

検証結果を踏まえつつ、将来の年金給付額の確

保に向けた年金改革の検討を早急に進めること

が必要である。 
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36協定と上限規制 
求められる実効性への担保と意識改革 

社会福祉法人 電機神奈川福祉センター 理事長 石原 康則 

 

 

はじめに 

 

今年から、３月６日は「サブロクの日」と定め

られた。連合が、一般社団法人日本記念日協会に

登録を申請し、これが正式に認定されたのである。

これにより、毎年、「サブロクの日」がやってく

る。 

連合が３月６日を、あえて「サブロクの日」と

定めた理由は何か。連合の調査１によると、この36

協定が必要だということを知っている人の割合は

５割半ばでしかなく、さらに勤め先が36協定を締

結しているというのは４割半ばに過ぎない。とい

うことは、この調査結果は36協定を結ばずに残業

を命じている企業が多いことを示しており、連合

はここに危機感をつのらせたということだろう。 

 

36協定の起草者の思い 

 

「朝は星をいただき、夕は月をあおいで帰る」。

これは、かつての日本の長時間労働を揶揄したも

のである。 

ところで、労働基準法は、今日まで、「時間外・

休日労働を厳しく規制せず、労使協定の締結と、

２割５分増の割増賃金の支払いによってこれを可

能としてきた。これは、時間外労働について１日、

１週などの上限規制を法定する欧州諸国（仏、独

など）の法規制のあり方や、欧米諸国で一般的な

５割の割増率からすれば、時間外労働に寛大な法

制といえる」２。 

この点、労働基準法を草案した寺本廣作氏（当

時、厚生省労働保護課長）は、労働者のための余

暇を確保し、その文化的生活を保障するために必

要な最長労働時間が「８時間労働制」で、36協定

については「労働者の団結による開明された意思

に基づく同意を要件とすることが労働時間制に対

する労働者の自覚を促進し、８時間労働制の意義

を実現するために必要な方法と考えた」と、その

創設の狙いを述べている。また、割増率について

も「５割という議論があったが、残業で稼ぐとい

う労働慣行は決してほめられたことではない。残

業はできる限り抑えたほうが良いと考えた。それ

で書面協定と２割５分増という制度で落着した」３

と、その内実を明らかにしている。 

 

青天井を許したのはだれか 

 

日本の労働法制は、「１日８時間・週40時間（特

例零細事業は44時間）と定める（法32条）。なぜ、

８時間なのかは、国際労働基準（ILO条約）にな

らったもので、ILOが８時間を限度としたのは、

以心伝承 

組合役員に伝えたいこと（歴史や
想いなど）をテーマに様々な分野
について執筆していただく。 

 

１ 連合2017年インターネット調査/有効回答1,000人。 
２ 菅野和夫著『労働法第十版』（弘文堂、平成24年）348頁。 
３ 久谷與四郎著『労働関係はじめてものがたりX50』全国労働基準関係団体連合会、平成23年、25頁。 
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「８時間の仕事と８時間の睡眠と８時間の遊びは

正しく健康な１日である」というイギリスの古い

諺
ことわざ

に由来しているという４。 

そして労働基準法は、１日８時間、週40時間を

「超えて、労働させてはならない」と明確に禁止

している（法32条）。この規定は、宣言規定でも、

努力義務規定でもない。強行規定であって、その

証拠に、これに違反して労働をさせた場合には、

６箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金という定

めがある（法119条）。 

とはいえ、業務の必要上どうしても時間外労働

や休日に仕事の必要が生ずる場合がある。それま

でも絶対的に禁止するというのは実情に合わない。

そこで、非常災害の場合（法33条）や、一定の手

続としての36協定を経た場合には、例外的に時間

外・休日労働が認められるという建て付けとなっ

ている。 

労働基準法36条は「使用者は、当該事業場に、

労働者の過半数で組織する組合がある場合におい

てはその労働組合」、「ない場合においては労働

者の過半数を代表する者との書面による協定をし、

これを行政官庁に届け出た場合においては・・（略）、

その協定で定めるところによって労働時間を延長

し、又は休日に労働させることができる」と規定

する。この場合の「できる」が、時間外労働を行

わせても、使用者が32条１項違反で処罰されない

という意味で、これを36協定の免罰的（または免

責的）効果と呼び、この免罰的効果の及ぶ時間外

労働の範囲は、当該36協定で「定めるところ」に

よるとされる５。 

ところで、行政解釈によれば、時間外・休日労

働は本来臨時的なものとして、必要最小限にとど

められるべきものであり、本条は労使がこのこと

を十分意識したうえで36協定を締結することを期

待している。そこで、36協定には、時間外・休日

労働の具体的事由や労働時間の延長の限度などを

記載しなければならないものとされているが、こ

のうち、労働時間の延長の限度については、厚生

労働大臣が限度基準を定めているものの、法的に

強制力・拘束力をもった基準ではない。また、厚

生労働省自身、この基準を超える時間を定める「特

別条項」を付すことを通達により認めている。そ

こで「36協定や特別条項に長時間の限度を定める

こと」６も、「業務の種類と労働者の数を当該事業

場の労働者全員をカバーするように定めることも、

労使の自由である」７とする。とすれば、36協定中

にかかる定めをすれば、適法に長時間の残業をさ

せることも可能で、また、当該組合の組合員だけ

でなく、それ以外の者に時間外労働をさせても免

罰（免責）されるということになる。 

これでは、使用者に完全なフリーハンドを与え

てしまったのと同然である。このようにみてくる

と、青天井を許したのはほかならぬ協定当事者で

あって、労働者の過半数を代表する者（「労働者

の過半数で組織する組合がある場合においてはそ

の労働組合」、「ない場合においては労働者の過

半数を代表するもの」）なのである。 

 

時間外の上限規制―72年目の大改革 

 

ところで、今年の（2019年）４月１日から、時

間外労働の上限規制が導入された８。時間外労働の

 

４ 鎌田耕一編『新基本法コンメンタール 労働基準法・労働契約法』（2012年、日本評論社）105頁。 
５ 蓼沼謙一著『労働法実務体系 ⒒労働時間・残業・交代制』（総合労働研究所）128頁。 
６ 水町勇一郎著『労働法入門』（岩波新書、2011年）125頁。 
７ 蓼沼謙一著『労働法実務体系 ⒒労働時間・残業・交代制』（総合労働研究所）129頁。 
８ 中小企業は2020年４月１日施行である。 
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上限は、月45時間、年360時間を原則としている。

臨時的な特別な事情がある場合は年720時間（月平

均60時間）まで設定可能だが、単月100時間未満（休

日労働含む）、かつ、２～６か月間は平均80時間

（休日労働含む）以内に抑えなければならない。

なお、月45時間超の残業は年６か月までとなって

いる。労働基準法が72年前（1947年）に制定され

て以来、上限を法律で規制するのは初めてである。 

問題はその実効性である。36協定に対する認識

がそもそもうすいうえに、現行のシンプルな規制

でも、運用がずさんとの指摘がある中、改正法が

実効性を有するのかどうかは疑問なしとしない。 

それは、労働者の過半数を代表する者について

は、「使用者の意向に基づき選出されたものでな

いこと」（改正労基法施行規則第６条２）といっ

た的確性がきびしく問われることになるとともに、

過半数組合としての資格を有するかどうかの曖昧

さも許されなくなる。また上限規制により、「１

日」「週」「月」「年」単位での労働時間規制を

目的とする複雑な定めが詳細に網羅されており、

「これまでとは格段に精度の高い労働時間の把握

と上限規制に抵触しないための業務量の調整が企

業に求められることとなる」９。それに、時間外・

休日労働時間について、その都度、「人事・上長・

労働者本人が共有することなしに、当該上限規制

を遵守することができない」のであって、まして

や、「これまでのように労働者任せでは、法的リ

スクを孕む」10という実務に精通された専門家の警

告を真剣に受け止める必要がある。 

 

上限規制を喜ぶべきか悲しむべきか 

 

今回、青天井といわれた現行法に、上限規制が

設けられた。率直に喜ぶべきであろう。学説も、

「労使協定に対して無制限に労働者保護法の『枠』

を解除する役割を認めることには問題があり、法

律の定める『枠』の解除そのものに『枠』を設け

る必要がある。例えば、労働基準法36条に基づく

時間外・休日協定については、協定によっても越

えられない限度を明確に法定することが必要であ 

る」11とかねて指摘しており、それが、法改正によ

り実現したのだから、その意義は大きい。 

その一方で、自戒の念を込めてあえて言えば、

今回の上限規制には悲しむ点もある。それは、労

使が36協定の運用に怠慢であったがために、法の

介入を許すという屈辱的な事態を招いたからであ

る。長時間残業や過労死といった不適切な行為や

倫理観に欠けた行為は、それが私的な領域であっ

ても、法の介入を招くということを実体験として

知った。だから、協定当事者は労使自治の原則を

心して、未然のトラブル防止と当事者能力の発揮

による問題解決に、一層、磨きをかけなければな

らない。なぜなら、36協定の運用は、公権力に頼

るものでなく、そもそも労使自治の問題なのだか

ら。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 北岡大介氏『季刊労働法264号』「36協定の上限規制をめぐる法解釈・実務対応上の課題」44頁。 
10 同上45頁。 
11 西谷敏編『新基本法コンメンタール 労働基準法・労働契約法』（2012年、日本評論社）９頁。 
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電機連合 総合研究企画室（電機総研） 

 

約30年続いた「平成」が2019年４月に終わり、５月から「令和」になりました。新しい元号を迎えた

この機に、平成生まれと昭和生まれの意識にどのような違いがみられるのかを明らかにしたソニー生命

保険株式会社の「平成生まれ・昭和生まれの生活意識調査」を紹介します。 

 

・調査対象：平成生まれの男女（20歳～28歳）と昭和生まれの男女（52歳～59歳） 

「平成生まれ」の比較対象とするため、平成生まれ世代とは年齢が離れている、平成を迎えた年

に若手社会人として活躍していた男女（52歳～59歳）を「昭和生まれ」とした 

・調査期間：2018年３月16日～３月19日 

・調査方法：インタ－ネット調査 

・有効回答数：1,000名（平成生まれ500名、昭和生まれ500名） 

 

全回答者（平成生まれ500名、昭和生まれ500名）に、【Ｐ】と【Ｑ】、２つの内容を提示し、どちらの

考えに近いか聞きました。 

 

１．人生や恋愛に対する考え方 

(1) 幸せな人生に学歴は必要？ 

～平成生まれは「なくてもいい」、昭和生ま

れは「必要」が多数派に～ 

≪幸せな人生を送るためには、【Ｐ】絶対に

学歴が必要【Ｑ】学歴はなくてもいい≫につ

いてみると、平成生まれでは、『絶対に学歴が

必要』（「非常に近い」と「どちらかといえば

近い」の合計、以下同様）が40.8％、『学歴は

なくてもいい』が59.2％となり、幸せな人生

には学歴が必ずしも必要ではないと考える人

が多いことがわかりました。一方、昭和生ま

れでは、『絶対に学歴が必要』が51.0％で多数

派となりました（図Ｄ－１）。 

 

 

図Ｄ－１ 幸せな人生を送るためには 

 

 

 

 

 

(2) “デート代は男性持ち”は昔の話？ 

～平成生まれでは「ワリカン派」が約半数

に～ 

≪デートでの支払いは、【Ｐ】男性のほうが

多く支払うべき【Ｑ】ワリカンにするべき≫

では、昭和生まれの７割以上が『男性のほう

が多く支払うべき』（72.2％）と回答したのに

対し、平成生まれは、『男性のほうが多く支払

うべき』（52.4％）と『ワリカンにするべき』

（47.6％）がほぼ半々となりました。平成生

おもしろデータ 

平成生まれ・ 

昭和生まれの生活意識調査 世の中に公開されているデータから 

電機総研メンバーが「面白いかも」と

思ったものを紹介する。 
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まれにおいては、“デート代は男性持ち”が常識

ではなくなってきているようです（図Ｄ－２）。 

 

図Ｄ－２ デートでの支払いは 

 

 

 

 

 

２．仕事に対する考え方 

(1) 理想的な仕事とは？  

～給料vsやりがい 平成生まれは「給料」、

昭和生まれは「やりがい」が大切～ 

有職者（平成生まれ208名、昭和生まれ293

名）には、仕事に対する考え方について、【Ｐ】

と【Ｑ】、２つの内容を提示し、どちらの考え

に近いか聞きました。 

 

まず、≪理想的な仕事とは、【Ｐ】給料が高

い仕事【Ｑ】やりがいがある仕事≫について

みると、平成生まれでは、『給料が高い仕事』

が56.7％で多数派になったのに対し、昭和生

まれでは、『やりがいがある仕事』が61.8％で

多数派になりました（図Ｄ－３）。 

 

図Ｄ－３ 理想的な仕事とは 

 

 

 

 

 

(2) 残業についての考え方は？ 

～“残業が多い＝頑張っている”と考え

るのは昭和生まれより平成生まれに多

い傾向～ 

次に、≪残業が多い人は、【Ｐ】頑張って

いる人だと思う【Ｑ】仕事ができない人だ

と思う≫についてみると、『頑張っている人

だと思う』は平成生まれでは60.1％、昭和

生まれでは52.5％となり、平成生まれのほ

うが高くなりました。働き方改革を掲げ、

業務効率改善や残業時間削減の方針を打ち

出す企業は増加していますが、平成生まれ

には、“残業が多い＝頑張っている”と考え

る人が多いようです（図Ｄ－４）。 

 

図Ｄ－４ 残業が多い人は 

 

 

 

 

 

(3) 勤務先でのイベントvsプライベート 

～勤務先でのイベントより「プライベート

を優先させたい」のは平成生まれより昭

和生まれと判明～ 

そして、≪勤務先でのイベントは、【Ｐ】積

極的に参加したい【Ｑ】プライベートを大切

にしたい≫についてみると、平成生まれも昭

和生まれも『プライベートを大切にしたい』

が多数派でしたが、平成生まれは61.5％、昭

和生まれは71.3％となっており、平成生まれ

より昭和生まれのほうがプライベートを優先

させたい人が多い結果となりました。若い社

会人は飲みニケーションに消極的、などと言

われることがありますが、ホンネでは、昭和

生まれのほうが勤務先のイベントに消極的な

ようです（図Ｄ－５）。 

 

図Ｄ－５ 勤務先でのイベントは 
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３．消費・経済に対する考え方 

(1) メリハリ消費意欲はどちらが高い？  

～「使う時はパーッと使いたい」のは平成

生まれ、「しっかりと調べて買いたい」の

は昭和生まれ～ 

まず、≪お金の使い方について、【Ｐ】使う

時はパーッと使いたい【Ｑ】ムダ使いはした

くない≫では、平成生まれも昭和生まれも『ム

ダ使いはしたくない』（平成生まれ56.2％、昭

和生まれ70.6％）が多数派でしたが、その割

合は平成生まれのほうが低く、『使う時は

パーッと使いたい』は、平成生まれが43.8％、

昭和生まれが29.4％で、平成生まれのほうが

高くなりました。平成生まれのほうがメリハ

リのきいたお金の使い方を志向しているよう

です。 

次に、≪買い物のしかたについて、【Ｐ】欲

しいものはすぐに買いたい【Ｑ】買う前にしっ

かり調べて買いたい≫についてみると、平成

生まれも昭和生まれも『買う前にしっかり調

べて買いたい』（平成生まれ67.0％、昭和生ま

れ73.2％）が多数派でした。一方、『欲しいも

のはすぐに買いたい』は平成生まれ33.0％、

昭和生まれ26.8％となり、平成生まれのほう

が欲しいものを衝動的に買ってしまう人が多

い傾向がみられました（図Ｄ－６－１、２）。 

 

図Ｄ－６－１ お金の使い方について 

 

 

 

 

図Ｄ－６－２ 買い物のしかたについて 

 

 

 

(2) 日本の経済のこれからは？ 

これからの日本経済を「楽観視」している

のは昭和生まれより平成生まれ 

また、≪日本の経済はこれから、【Ｐ】良く

なっていくと思う【Ｑ】悪くなっていくと思

う≫では、『良くなっていくと思う』は平成生

まれ42.2％、昭和生まれ31.0％となり、平成

生まれのほうが今後の日本経済を楽観視して

いることがわかりました。男女別にみると、

平成生まれでも楽観視しているのは男性のよ

うで、平成生まれの男性では『良くなってい

くと思う』は49.6％と半数になりました（図

Ｄ－７）。 

 

図Ｄ－７ 日本の経済はこれから 

 

 

 

 

 

 

４．子どものころの思い出について 

(1) 思い出の遊び 

～平成生まれの１位は「ケイドロ・ドロケイ」、

昭和生まれの１位は「缶蹴り」～ 

≪最も思い出に残っている遊び≫について、

平成生まれの回答をみると、１位「ケイドロ・

ドロケイ」（47名）、２位「鬼ごっこ」（44名）、

３位「ゲーム/テレビゲーム」（30名）、４位

「ドッジボール」（15名）、５位「缶蹴り」（14

名）となりました。警察と泥棒に分かれて行

う追いかけっこのような「ケイドロ・ドロケ

イ」は、平成生まれにとって思い出の遊びだっ

たようです。 

また、昭和生まれの回答をみると、１位「缶

蹴り」（52名）、２位「ゴム飛び」（35名）、３
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位「かくれんぼ」「鬼ごっこ」（ともに15名）、

５位「なわとび」（13名）となりました。空き

缶を使ったかくれんぼのような「缶蹴り」、輪

にした平ゴムを足で引っかけたりねじったり

して遊ぶ「ゴム飛び」が思い出に残っている

昭和生まれが多いようです（図Ｄ－８）。 

 

図Ｄ－８ 最も思い出に残っている遊び 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 好きだった給食メニュー 

～平成生まれも昭和生まれも「揚げパン」

「カレー」「ソフト麺」がトップ３に～ 

≪最も好きだった給食のメニュー≫を聞い

たところ、平成生まれも昭和生まれも上位３

位には同じメニューが並び、１位「揚げパン」

（平成生まれ123名、昭和生まれ100名）、２位

「カレーライス」（平成生まれ105名、昭和生

まれ86名）、３位「ソフト麺」（平成生まれ25

名、昭和生まれ36名）となりました。揚げパ

ン、カレーライス、ソフト麺は、世代を超え

た人気メニューだったようです（図Ｄ－９）。 

 

図Ｄ－９ 最も好きだった給食のメニュー 

 

 

 

 

 

５．懐かしの生活アイテム・おもちゃ 

(1) 懐かしの生活アイテム 

～平成生まれと昭和生まれで使用経験率に

大差 １位「黒電話」２位「二槽式洗濯

機」３位「ワープロ」～ 

昭和から平成にかけて、様々な新しい生活

用品やヒット商品が生まれ、それに伴い生活

スタイルも変化してきました。そこで、懐か

しの生活アイテム・家電製品やおもちゃにつ

いて、それらの使用経験を調べました。 

まず、全回答者（平成生まれ500名、昭和生

まれ500名）に、懐かしの生活アイテム・家電

製品について、使ったことがあるものを聞き、

平成生まれと昭和生まれの差を算出（「昭和生

まれ」-「平成生まれ」で算出）したところ、

「黒電話」（平成生まれ21.4％、昭和生まれ

92.8％）が最も大きく71.4ポイント、次いで、

「二槽式洗濯機」（平成生まれ16.0％、昭和生

まれ87.2％）が71.2ポイント、「ワープロ（ワー

ドプロセッサ）」（平成生まれ21.2％、昭和生

まれ71.2％）が50.0ポイントとなりました（図

Ｄ－10）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) おもちゃの利用率 

～男性は「野球盤」、女性は「リリヤン」で

平成生まれと昭和生まれに大きな差～ 

次に、全回答者（平成生まれ500名、昭和生

まれ500名）に、おもちゃについて、使ったこ

図Ｄ－10 使ったことがある 

生活アイテム・家電製品 
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とがあるものを聞き、平成生まれと昭和生ま

れの差を算出（「昭和生まれ」-「平成生まれ」

で算出）しました。 

男性についてみると、「野球盤」（平成生ま

れ34.4％、昭和生まれ78.8％）が44.4ポイン

トで最も大きく、次いで、「ベーゴマ」（平成

生まれ24.8％、昭和生まれ47.2％）が22.4ポ

イント、「ルービックキューブ」（平成生まれ

36.0％、昭和生まれ57.2％）が21.2ポイント

でした。 

女性についてみると、最も差が大きかった

のは「リリヤン」（平成生まれ18.0％、昭和生

まれ62.8％）で44.8ポイントでした。また、

「リカちゃん人形」（平成生まれ57.2％、昭和

生まれ74.0％）では16.8ポイント、「バービー

人形」（平成生まれ20.4％、昭和生まれ30.4％）

では10.0ポイント差となりました（図Ｄ－11）。 

 

図Ｄ－11 使ったことがあるおもちゃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．昭和生まれからみた平成生まれ・平

成生まれからみた昭和生まれ 

(1) 「この人は平成生まれだな」と思う言動 

～１位「すごい、感動などの意味で『ヤバ

イ』と言う」～ 

昭和生まれは平成生まれを、平成生まれは

昭和生まれをどのように感じているのでしょ

うか。 

まず、昭和生まれ（500名）に、“この人は

平成生まれだな”と感じる言動を聞いたとこ

ろ、１位は「すごい、感動などの意味で『ヤ

バイ』と言う」（45.6％）でした。昭和生まれ

にとっての“ヤバイ”は、“不都合だ”“危な

い”など、もっぱらネガティブなシチュエー

ションで使う言葉だったため、美味しい料理

や、感動的なシーンを前に“ヤバイ！”を連

発する平成生まれに戸惑っているかもしれま

せん。以降、２位は「固定電話を持っていな

い」（40.2％）、３位は「驚いたとき『マジっ

すか』と言う」（36.4％）、４位「ニュースは

新聞よりネットで見る」（31.0％）、５位「上

司にタメ口で話す」（28.0％）となりました（図

Ｄ－12）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 「この人は昭和生まれだな」と思う言動 

～１位「あたり前田のクラッカー」、「アベッ

ク」「ザギン」も上位に～ 

また、平成生まれ（500名）に、“この人は

昭和生まれだな”と感じる言動を聞いたとこ

ろ、１位「あたり前田のクラッカーと言う」

（41.8％）、２位「カップルのことをアベック

図Ｄ－12 “この人は平成生まれだな” 

と感じる言動 
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と言う」（38.6％）、３位「『Ｄ』の発音を『デー』

と言う」（36.6％）、４位「飲み会の席で頭に

ネクタイを巻く」（31.2％）、５位「『ザギン』

（銀座のこと）など業界用語を使う」（30.4％）

となりました。昭和生まれにとっては聞き慣

れたセリフでも、平成生まれからは一発で“昭

和生まれ認定”となるようです。 

そのほか、「小指を立てて『彼女』、親指を

立てて『彼氏』と言う」（６位）や「ズボンの

チャックを『社会の窓』と言う」（７位）、

「ショックなときに『ガーン』『ガビーン』と

言う」（11位）、「親指と小指を立てて『電話』

と言う」（15位）も、“この人は昭和生まれだ

な”と思われるセリフ・しぐさで上位15位以

内にランクインしました（図Ｄ－13）。 

 

図Ｄ－13 “この人は昭和生まれだな” 

と感じる言動 
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生産性向上が期待できる令和時代 
 

ジャーナリスト 森 一夫 
 

時代は動いているなと強く感じたのは、３月13日

の晩にNHKが放送したニュース番組の１場面を見

た時である。その日、金属労協加盟主要労働組合に

賃上げ回答があった。東京での街頭インタビューで、

「シュントウ？知りません。初めて聞きました」と

いう若い男性の言葉に驚いた。しかし考えてみれば、

「春闘」は今やそんなものかもしれない。 

労働組合の推定組織率は年々低下し、2018年６月

末時点では17.0％で、組合員数は約1,000万人である。

連合は約700万人で、このうち連合集計によると、今

年賃上げを要求した労組の組合員数は241万人あま

りである。「春季生活闘争」とは言うものの、目立っ

たストも無く静かなものだ。 

連合が４月18日に公表した、いわゆるベア分が分

かる賃上げ回答は、定昇込みで6,322円、賃上げ率

2.13％で、ベア分は0.56％にとどまる。昭和時代と

は違い、もはや社会的な関心事にはならない。 

低賃上げが続いて、マクロ的に見て日本の賃金は

先進国の中では相対的にかなり低水準になっている。

上がらぬ賃金の問題は吉川洋立正大学教授らがつと

に指摘しており、17年４月には『人手不足なのにな

ぜ賃金が上がらないのか』（玄田有史編）と題する本

も出版された。最近では日本経済新聞が３月19日付

の１面で「賃金水準 世界に劣後」という見出しで、

「過去20年間の時給を見ると日本は９％減り、主要

国で唯一マイナス」と報じた。 

その原因を経団連のある幹部は「生産性が上がら

ないから」と言う。生産性の伸びが停滞しているの

で、パイが拡大せず、労働者への分配も増えないと

いうわけである。生産性基準原理に基づけば、そう

いう理屈になる。ではミクロ的に見て、誰の責任な

のかと言えば、第一義的には経営者にある。 

経営者団体の経済同友会の小林喜光前代表幹事

（三菱ケミカルホールディングス会長）は、平成の

30年間は日本の「敗北の時代」だったとする論考を

「文芸春秋」４月号に寄稿している。経済政策を批

判する一方、「この30年間で資本主義そのものが変

質」する中で、「日本はその流れに乗れなかった」と

企業側の反省を率直に述べている。 

その端的な例証として世界時価総額ランキングの

変遷を挙げている。平成元年にはNTTをトップに銀

行など多くの日本企業が上位を占めたが、平成30年

には、日本勢では30番台以下に入ったトヨタ自動車

が最高位という状態にまで後退した。 

しかし労働側にも責任が全く無いとはいえない。

バブル崩壊、リーマンショックと続いた苦境を乗り

切るために、経営側が進める非正規社員の増加や賃

上げ抑制によるコスト圧縮に事実上協力してきた。

雇用を守るためにはやむを得ない選択だったが、マ

クロ的には賃金水準を低く抑え、同時に経済構造の

変革を遅らせて、生産性の向上を妨げた。つまり合

成の誤謬
ごびゅう

で、労使双方に結果責任がある。 

平成時代は大きな転換期といえたが、日本の労使

は安定を選んだ。ところが「貧しきを憂えず、等し

からざるを憂う」という言葉があるが、今や賃金は

低水準、そのうえ格差も拡大という状態である。 

折しも元号は令和に変わり、生産性向上が進む兆

しが現れてきた。それは随所に見られる。例えば、

旧来の産業の序列が崩れ出している。象徴的なのは、

かつて社会的にトップクラスに位置づけられていた

銀行の退潮である。メガバンクもいわゆる支店網の

縮小や人員削減に動き出している。 

高い就職人気を誇った銀行が、一転して不人気業

種になりつつある。このため横並び経営は許されな

くなった。三菱UFJ銀行が今春の労使交渉で、労組

の要求の２倍になるベア回答をしたのは一例だ。 

これまでも産業界では、成果主義の導入が図られ

てきたが、大勢はあまり変わらなかった。終身雇用

慣行の枠組みは守られ、一律の初任給、人事の年次

管理、定年制などは根強く維持されていた。しかし

最近、こうした戦後に定着した制度、慣行を大幅に

改めようとする企業が目立つ。 

生産性を飛躍的に高めてパイを増やすには、イノ

ベーションが不可欠だからだ。「等しからざるを憂

う」経営では限界があり、イノベーションは期待で

きない。データ資本主義の台頭など世界の潮流をに

らんで、ヒト、モノ、カネを成長部門にシフトして、

産業構造が転換すれば生産性は必ず向上する。 
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