【2009年問題を考える（中）】

２００９年問題を考える・中

存亡の危機 製造派遣・請負業界

で、主要製造派遣・請負の上場4社の時価総額合計は、08年度の売上高
見込み1456億円の5・6％強の81億円しかない。投資家が、今後は売上

宮下 修

げが大幅に減少することを危惧している証左と言えよう。

経済的要因

・グローバル競争激化や商品ライフサイクルの短期化による、コスト削減圧力の増加
・中国など新興工業国との人件費競争の激化

技術的要因

IT 化や工程の ME 化により、長期訓練を必要とする熟練労働需要が低下し、派
遣社員も短期訓練で代替可能な単純労働の割合が増加

課題に取り組むために
製造派遣・請負は、 世紀の日
本輸出産業の躍進を支え、幅広
い雇用機会を提供してきた。
未経
験者達が、
訓練を積み重ね基幹業
務を請負っているケースもある。
製造派遣・請負がなければ実現が
困難なキャリアアップであろう。
「良い製造派遣・請負」
の潜在的社
会貢献力は極めて高い。
一方で、
①長期的な雇用状態にも関わら
ず短期契約の繰り返しなどによ
って雇用保険が未加入である事
例
（セーフティーネットの欠如）
②経済的な蓄えができない、
正規

連結営業利益を出したトヨタ自
動車が、 年度には１５００億
円の連結営業赤字になると発表
したことに象徴されよう。
ＩＴ革命のさらなる進展、新
興国企業の競争力強化などによ
り、グローバルな競争激化は一
層進展し、企業にとって予測可
能性の困難さへの対応力、状況
変化に対応するスピード力は一
層求められることになろう。
このような課題への取り組み
は、
世界共通の問題である。
グロ
ーバル競争で勝ち抜いていく企
業にとって、柔軟性を確保する
社外労働の活用は避けて通れな
い、
むしろ、
積極的に取り組むべ
き経営ツールといえよう。

歴史：近代日本工業の発
展過程と装置産業
現在、われわれが直面してい
るのは極めて古い歴史を持つ問
題であるため、過去の事例は大
いに参考となる。
明治以降の日本製造業は、当
初は製造請負によって発展して
きた。
製造業の製造工程は、
親方
職人が縁故を通じて職人を養成

（みやした・おさむ）
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し、親方が製造を請負う形で形
成されてきた。
転機は日露戦争後の成長期で
あり、労働力不足を補うために
大企業は自らの負担で職工を養
成し、
長期安定雇用を図った。
し
かし、その枠組みから外れる形
で、常時生産活動に従事しなが
ら、
景気変動の調整弁として、
雇
い止めがなされる臨時工も誕生
し た。こ こ で 初 め て
「正 規・非 正
規」の構図が成立したともいえ
る。近代日本の成長を担った装
置産業における正規社員との格
差は、発注元が臨時工を組織化
し、社外会社として適正な請負
を運営させることで解決が図ら
れていった。
鉄鋼業では、
そうし
た
「社外会社」
が技能を蓄積し、
設
備投資を行い、重要なパートナ
ーとして地位を高めていった。
発注側は、工程デザインを外注
しやすいように組み換えたうえ
で、
技術力、
管理力、
資本力を基準
に社外会社を選別していった。
戦後の石油ショック、円高不
況などショックの度に、鉄鋼業
では社外会社との連携を強めて
いった。
その結果、
社外会社の経
営力が向上するなかで、社外工

製造派遣・請負は、
グローバル
競争の激化、商品ライフサイク

構造要因：製造派遣・
請負の意義と課題

が促進されるものであり、製造
派遣・請負業の努力だけでは限
界がある。
また、
製造派遣・請負に
関わる問題は、文化的背景や感
情を持つ
「ひと」
の問題であり、
社
会学的視点が欠かせない。歴史
的、
文化的視点から分析し、
政治、
製造業、
労働組合、
製造派遣・請負
業界が連携して対応する姿勢が
重要である。

宮下 修

社員と比較して低すぎる賃金水
準③技能蓄積の欠如による困難
な生活設計、などの問題が顕著
な、「悪い製造派遣・請負」
が存在
しているのも事実である。
対策が
不十分なまま想像を超える景気
減速により、
問題が一気に顕在化
したと言えよう。
建設的な議論のためには、製
造派遣・請負に
「良い」
ものと
「悪
い」
ものがあることを認識し、「悪
い」
ものを是正し、「良い」
ものを
いかに根付かせるかという視点
が重要である。
ただし、「良い製造
派遣・請負」
は、
発注元の製造業、
労働組合との連携によって実現

ジェイ・フェニックス・リサーチ代表取締役
（ＣＦＡ協会認定証券アナリスト）

歴史的、
社会的、
理論的な視点を持て
企業論理だけでは生き残れない

ネガティブなイメージから直接雇用が広がる可能性もある。1月7日時点
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唆した。いわゆる2009年問題においても、製造派遣・請負業界に対する
社会的要因

・団塊ジュニアの離学期とバブル崩壊後の採用抑制期が重なり、
正社員となれなかった若者が非正規雇用へ
・地元志向、多様な就労意識の高まり、ワークライフバランスなど多様な生き方の追求
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相次ぎ、年初には舛添要一厚生労働相が、製造派遣の将来的な禁止を示

バブル崩壊後の経済活性化のために企業の柔軟性を増加させ、グローバル競争
力を強化するとされた外部労働の機動的な活用を促進するための規制緩和

ルの短期化などによる将来の予
測可能性の低下、コスト競争の
重要性の拡大に加え、図１で示
すような様々な経済的・社会的
要因によって発展してきた。そ
の中で、
活用企業に対して、
不確
実な将来に対する柔軟性等の付
加価値を提供してきた。
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で想像を超えた生産活動調整が進んでいる。製造派遣の契約打ち切りが

政治的要因

21

この結果、グローバルな競争
力を持つ総合電機では、今回の
危機でも閉鎖対象にならない最
新工場において、製造派遣から
発展し、請負業者がライン一括
請負をしている
「良い製造派遣・
請負」
の例も出てきた。
そのような職場は、発注元企
業が製造派遣・請負を
積極的に生かす政策
を推進し、
派遣業者と
の連携で育成されて
きた。
未経験者がキャ
リアアップして生産
ラインの指導者とな
り、
生産改革活動をリ
ードしている人材が
育ち、
離職率も極めて
低い。
製造派遣・請負の持
つ柔軟性の活用の必
要性は、
経済環境の不
確実が増し、
変化スピ
ードが加速するにつ
れて、
さらに増大する
と考えられる。
予測可能性の
困難さと変化の
速 さ は、 年 度 に
２兆２３８６億円の
企業側に対する ・将来の予想可能性の低下、事業環境変化への対応力の強化
・２０００年代のバブル期の克服後の立ち上がりに対する柔軟な雇用確保
付加価値
・人材管理コストの削減

急速な世界景気減速により、日本経済を支えてきた電機・自動車業界

図１：製造派遣・請負業界拡大の要因

【2009年問題を考える（中）】

1952 年職安法における労 特に影響なし
務供給禁止の緩和により、
企画または専門的経験があ
れば、機械・設備を所有し
ていなくても「請負」へ

労働問題

正社員（本工）と臨時
工の賃金格差

社外会社が大規模化し、賃金
格差問題などは緩和へ

労働組合と協調して社外労働の
活用を展開
●規制強化により、社
外工は一般に利用さ
れなくなった
●ただし、将来に不安
があり正社員の採用
は抑制され、臨時工
が増大

●「請負」の要件が緩和さ
れ、臨時工を組織化し、
社外会社を育成して社
外工化
● 社 外 工 利 用の目的は、
数量的柔軟性の確保とコ
スト抑制
●請負会社は労務提供中
心

●石油ショック、円高不況への対
応による一層の合理化が必須へ
●中核的業務も外注化進展
●外注化しやすいように工程を整
理し、外注化
●請負会社を技能技術・管理・資
本力などで選別集約化
●請負会社は労務に加え技術、設
備を提供

と本工の格差問題などは基本的
に改善した
（図２）
。
このような協力関係で発展を
遂げた企業としては、新日鉄と
の関係が強い山九が挙げられ
る。
同社は現在、
社外会社という
枠組みを超えて、装置産業のメ
ンテナンスなど幅広い事業を行

っている。 年度の連結売上高
は４０００億円以上、営業利益
が２５０億円以上の大企業とな
っている。
装置産業に遅れて発展してき
た電機・自動車は、
工程を標準化
したうえで部品を下請けに外注
することで景気循環のリスクに
備えたため、
社外会社
の利用は限定的であ
った。
転機は、
１９７０年
代の石油ショック後
の急速な立ち上がり
期である。
雇用確保の
スピードに対応する
ため、
社外労働の活用
が進んだ。
有力な老舗
製造請負業が相次い
で設立された時期で
ある。
ただし、
請負業が拡
大にするにつれて、
設
備 を 持 た ず、企 画・専
門的経験もない偽装
請負が徐々に社会問
題化した。
年に製造派遣が
認められると、
請負に
おいて適正な姿を目

法制度

1947 年の職業安定法
により労働供給業の禁
止

中間労働市場

己のアイデンティティーが確立
できない場合、
さらに
「安心社会」
の構築は困難となろう。
こうした職場では、人間不信
が高まり、
勤務態度劣化、
離職率
の高まりにつながりやすいとい
える。
そうした職場では、
コミュ
ニケーション機会の増大、手厚
いフォローアップ、明確なキャ

業界一般・職務特
殊技能の蓄積の分
断リスク軽減
業界一般・職務特
殊技能の投資リス
クの軽減

労働者
製造派遣請負
企業
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最後に、
理論的視点からの分析
を試みる。
利潤最大化を追求する
企業は、
売上高の変動に応じて、
必要な資源の蓄積・削減を行う。
しかし、
機械などの産業資本と比
較すると、
人的資本は育成に時間
がかかり、
必要な技能人材の探索

理論的視点：戦略的人事
管理への貢献

リアアップ提示など、「安心社会」
構築の創意工夫が求められる。
また、雇用保険の積極的な加入
など、企業自らがセーフティー
ネットを提供することが求めら
れよう。
コストはかかるが、
離職
率の低下による技能蓄積、技能
伝承によるプラス効果、人的資
本の高まりによる地域社会への
貢献を通じたブランド価値向上
などのメリットが得られる。
企業は社会と切り離して存在
できない。例え社外労働であっ
ても、「安心社会」
の構築への貢献
を怠る企業は、社会資本として
の
「人的資本」
の劣化を招く企業
として批判され、ブランド価値
の低下につながる時代が来てい
ると考えるべきであろう。

鉄鋼業に
おける対応

1970 〜 80 年代の
石油ショック期、円高不況
1950 年から高度成長期
戦後から 1950 年初頭

指すというよりも、短期的な問
題解決のために、それらの請負
の多くは、派遣に切り替わって
いった。
その後、
製造派遣は、
米国
の消費景気の堅調に支えられた
グローバル経済の拡大と相まっ
て急成長していった。

造派遣・請負側はこうした要請
に対応できるように、①自己の
企画、経験に基づく提案力の強
化②提案を実行できる技術・管
理・資本力の強化が求められる。

製造派遣・請負業界の抱える
問題として、
そもそも
「安心社会」
が崩壊していることが根源的な
要因として挙げられる。
筆者のこれまでの経験によれ
ば、地元採用者が多いと製造請
負の離職率は低く、適正に請負
を行うことが容易になり、キャ
リアアップの実現、技能継承が
促進されるとの実感がある。地
元出身者同士で
「安心」
できる集
団が形成されている場合、お互
いに信用し、協力して成長し合
うため、「チーム」
形成による請負
が容易になると推測される。
それに対して、地方から知ら
ないものが集められた場合は、
相対的に離職率が高く、キャリ
アアップ、
技能蓄積・継承が容易
でなく、請負化も苦労するとの
実感がある。
単純作業が多く、
自

社会的視点：「安心社会」
の再構築を

鉄鋼業でのポイントは、「競争
激化が予想される中で柔軟性確
保のために、適正請負ができる
社外会社を積極的に育成した」
というフレーズに集約できよ
う。社外労働を積極的に活用し
ながら、世界をリードする日本
の鉄鋼業を参考に、
製造派遣・請
負を利用している企業において
も、短期的解決策としての直接
雇用という選択肢のほかに、技
術・管理・資本力のある請負業者
をパートナーとして積極活用す
ることが重要と考えられる。
具体的には、発注側は①ある
程度の習熟が必要で請負が成立
するような形で、外注対象とな
る生産工程をデザインする②経
営戦略に合致した形での請負会
社の選別、
が求められる。
また、
製

費負担を軽減するために、
企業特
殊な職務を持つ正社員はなるべ
く限定し、
業界一般・職務特殊な
機能は外部労働を積極的に活用
することが有力な戦略とされる。
生産工程でこのニーズに応え
るのが製造派遣・請負業と言え
よう。業界一般技能や職務特殊
技能の蓄積を前提としたキャリ
ア管理の機能を備えた製造派
遣・請負業の存在は、
環境変化が
激しいときの戦略的人事管理を
円滑化する。
労働者から見れば、
このような機能を持ち、特定企
業にとらわれず、幅広い仕事を
介在してくれる製造派遣・請負
業に所属することは、事業環境
が激しい時代においては、
一般・
職務特殊技能の蓄積を直接雇用
よりも円滑にすることが期待さ
れる。
製造派遣・請負業にとっては、
景気変動の調整対象となる労働
者に一般・職務特殊な訓練を行
っても、投資回収が困難になる
リスクがある。
一般・職務特殊技
能について知見のある製造派
遣・請負が活用企業と労働者の
間に入ることによって、企業の
雇用調整時には他の企業への紹

鉄鋼業の事例からの示唆

が短期的には困難であることか
ら、
機動的な蓄積が一般的には困
難である。
また、
社会厚生の観点から正社
員の解雇は容易でなく、
景気回復
時に再び採用することが困難な
ケースも予想され、
機動的な削減
も困難である。
このため、
数量的
な柔軟性を確保するために利用
されるのが臨時工や派遣雇用な
どの非正規雇用、
請負などの外部
労働力である。
しかし、
この視点だけでは、
採
用代行があれば、
必ずしも製造派
遣・請負を利用する経済合理性は
正当化されない。
製造派遣・請負
をあえて利用するには、
発注元の
企業戦略の遂行に採用代行より
も貢献すること、
労働者からみて
キャリアアップが図られること、
などのメリットが必要であろう。
示唆を与えるのが戦略的人事
管理の視点である。
現在の企業経
営に求められているのは、
急速に
変化する経済環境に素早く適合
するダイナミックモデルである。
それらの事業戦略に基づいた戦
略的人事管理が必要とされる。
戦
略的人事管理の視点では、
事業環
境の変化が激しい場合には、
固定
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図２：社外労働・臨時工をめぐる鉄鋼業の歴史的推移
図３：製造派遣・請負業の役割

【2009年問題を考える（中）】

発注元に対する
適正派遣・請負の促進
派遣・請負社員の待遇改善

製造派遣請負業
外注工程のデザイン
技術・管理・資本力によって選別した
業者とパートナー関係構築

キャリアデザインの提
供と訓練
セーフティーネットの
提供

ることになる
（図３）
。

短期的な視点：いま、
何を
すべきか

「安心社会」の構築による人的資本の発展

以上の視点から、理想の製造
派遣・請負業のあり方について

労働組合
多様な雇用形態を前提とした活動

示したのが図４である。
政府、
製
造業、製造派遣・請負業、労働組
合など、すべてのステークホル
ダーの協力により初めて実現で
きると考えられる。
これらの視点を前提に、短期
的な生き残りをかけて製造派
遣・請負業は何をすべきだろう
か。
方向性としては、
四つ。
第１に規模拡大である。理想
の 姿 を 追 求 す る に は、技 術・管
理・資本・提案力が必要であり、
人材やシステム投資などの固定
費が増加することになる。それ
らの固定費を吸収するには、規
模拡大による売上総利益の拡大
が不可欠であろう。有力企業同
士のＭ＆Ａなどが業界発展のた
めに望ましい。
第２が業種・職務特化である。
理想を追求するには、
一般・職務
特殊技能の内容について知見を
高めなければならない。そのた
めには、業種や職務を絞る運営
が求められる。半導体に特化し
ているＵＴグループ、
携帯・パソ
コン修理などを推進している日
本マニュファクチャリングサー
ビスの取り組みが注目されよ
う。

第３は地域特化戦略である。
今後は、動力源の内燃機関から
電動モーターへの転換の加速、
石化エネルギーから太陽光な
ど新エネルギーへの転換に伴う
成長産業が出てくると想定でき
る。産業集積が進んでいる地方
の製造派遣・請負業が連携し、
新
規産業に対して地域的な発言力
を増加させることで、提案力の
向上や中間市場としての機能向
上を図ることができる。九州地
域を重視するワールドインテッ
クが注目される。
第４がシニア層の活用であ
る。団塊世代の大量退職によっ
て終身雇用、
年功序列、
企業別組
合の世界は終わった。職務が明
確で、自己アイデンティティー
が確立しているシニア層の活用
こそ、製造派遣・請負業の技術・
管理力の底上げに多大な寄与を
もたらすと考えられる。
極めて厳しい経済環境ではあ
るが、やがてくる景気回復期に
おいて、日本経済の再成長を推
進する原動力となるために、製
造派遣・請負業の関係者には、
諦
めずに努力を積み重ね、生き残
っていくことを期待したい。
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希望・能力に応じて正社員へ登用

派遣社員
請負社員
技術・管理・資本力で
戦略実現の柔軟性提供

正社員

柔軟な経営戦略を実現するための
外部労働活用戦略構築
派遣・請負社員の待遇改善

製造業

政府規制当局

セーフティーネットの提供
適正な業者の育成
派遣・請負社員の待遇改善

介を図ることが可能となる。
一般・職務特殊技能の蓄積の
ノウハウがある製造派遣・請負
業が介在することは、企業と労
働者の直接取引よりも双方が抱
えるリスクを分散させる
「中間
市場」としての役割を担ってい

図 4：理想の製造派遣・請負業のあり方

