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 序文 
 

 

 誰もが知るとおり、仕事は生活の中心である。収入をもたらし、物質的ニー

ズを満たすばかりでなく、目的感やアイデンティティをも与えてくれる。仕事

は、他の人とつながりをもつための主要な方法の一つである。個人的な責任で

あり、かつ社会的活動であり、チームによる協力が求められることも多い。仕

事は尊厳と充足感の源となりうる。しかし、仕事はまた、搾取や落胆の種にも

なりうる。家庭やコミュニティにとっては、ディーセント・ワークに就くこと

ができることが、安定と社会的地位の向上の基盤である。 

 

 仕事の世界は、実に多様である。しかし、世界中の女性と男性の就労経験に

共通する要素の一つは、生活のために働くという単純な現実である。初対面の

相手に最初に興味をもって尋ねることの一つは、「ご職業は?」である。この質

問は、互いに知り合うための共通の拠り所を提供する。 

 

 本報告書の狙いは、すべての人々が仕事に関する自らの経験及び知識を現在

のグローバルな視点の中に置いてみるよう促すことである。本報告書では、女

性と男性がその能力を完全に実現することを阻んできた障害の一部が取り壊さ

れつつある一方で、より良い生活を築くための安定の基盤を提供する良い仕事

がますます見つけにくくなっている、機会と不確実性の時代を描写している。 

 

 仕事の尊厳が低められているという印象がますます強くなっている。つまり、

現在幅を利かせている経済的思考においては、仕事は単なる一生産要素ないし

一商品として見られ、人間の仕事の個人的、家庭的、コミュニティ及び国家的

意義が忘れられているのである。そして、人々は、家庭での会話の中で、ある

いは投票所で秘密裏に、また、必要とあらば、街頭で力強く不満を表明するこ

とによって、これに対抗している。 

 

 仕事の欠如、仕事の質、職場の声、今も続くジェンダー差別及び許容しがた
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い高水準の若者の失業率はすべて、現在の政治の核心部分である。事態を変え

る力をもつ公的及び私的な権限を有する人々が正しい解決策を実施していない

という批判は、ますます強くなっている。 

 

 ILO の任務は、こうした現実と結びついている。私がこれまでに ILO 総会に

上梓した諸報告1 は、政労使間の討議を活気づけ、それが公正なグローバル化

に向けたディーセント・ワークの課題を策定し、その後深められることとなっ

た。このアプローチは、地域的・世界的な支持を得ており、現在、ディーセン

ト・ワーク国別プログラムの漸進的策定の基盤となっている。 

 

 今回の報告書は異なっている。これは ILO のサービスに対する需要拡大に対

応するための知識基盤に関する問いかけである。ILO 職員の国際的経験が蓄積

した広範な知識をまとめた努力の成果である。世界で唯一の三者構成による国

際機関の事務局として、ILO 職員は、政府代表、使用者、労働者及び自国での

仕事の状況に最も詳しいその他の社会的アクターと定期的に意見を交換する機

会に恵まれている。この交流により、仕事の世界で何が起きており、なぜ起こ

っているのか、についての実にさまざまな洞察が生まれている。この知識のプー

ルに際して ILO 職員の間で行われた討議は、事務局の継続的な専門的発展の重

要なツールであり、ILO の政労使に向けたサービス能力を強化すると確信する

経験の収束を促している2 。この過程で ILO のどの分野の能力を強化すべきか

がより良く理解できる。 

 

 私は、この報告書が、ディーセント・ワークを世界的な目標とし、各国で実

現するという戦略的目標をどのようにして達成し、それによって公正なグロー

バル化に貢献するかについて現在行われている討議の中で、ILO の構成メン

バーに役立つことを願っている。本報告書が、問題提起と同時に問いかけに対

する答えを示すものとなるよう期待している。 

 

 ILO 総会及びその後の討議を奨励するために、本報告書から引用した 2、3

の質問及びメッセージを強調しておきたい。 

 

 第一に、本報告書では、「仕事」という用語に、現在の経済・社会についての

思考では無視されることの多い家庭及びコミュニティでの無償労働が含まれて

いる。そのような仕事を定量化し評価する情報源は、きわめて乏しいが、この

                                                        
1 第 87 回 ILO 総会報告書 Decent work（「ディーセント・ワーク」1999 年）、第 89 回 ILO 総会報告書 
Reducing the decent work deficit: A global challenge（「ディーセント・ワークの達成に向けて：地球的な課

題」2001 年）、第 91 回 ILO 総会報告書 Working out of poverty（「貧困からの脱却」2003 年）、第 92 回 ILO
総会報告書 A fair globalization: The role of the ILO（「公正なグローバル化: ILO の役割」2004 年）） 
2 第一稿では ILO 関係職員に対して広く意見を求め、これにもとづいて第二稿ではさまざまな部門や地

域と討議を行うという新しい方法で進められた。その結果、広範囲にわたる報告書が完成した。これは

ILO 総会で円滑な討議を行うための統合報告書である。 
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種の仕事の多くは女性が行っており、若者、高齢者もしくは病人に限らず有償

労働者の福祉にとっても必要不可欠であることがわかっている。また、有償労

働と並行して行われることも多い。本報告書を読んで学ぶ必要があると私が思

うメッセージの一つは、我々は報酬を受けない仕事の、我々の福利に対する貢

献をより正当に評価し、分析しなければならないということである。そのよう

な仕事は、家族の育成への献身、または人が尊厳を保ち尊重されつつ年を重ね

ることができるよう支援すること、または任意に地域の団体を組織する、など

の動機に裏打ちされている。このような取り組みは、女性と男性が、生活費を

稼がねばならない圧力と、家庭及びコミュニティに対する責任を全うするとい

う、二つの事柄の両立を促進する上で、欠くことのできないものである。また、

いわゆる経済生産性が、実は、無償労働の社会的生産性によって間接的に補助

されていることを理解するためにも重要である。 

 

 有償の仕事に関する情報源がはるかに豊富であることもあって、本報告書で

取り上げている仕事の世界は、主として、全成人男女の 3 分の 2 が関係してい

る新興労働市場の世界である。 

 

 第二の質問は、実際に単一のグローバルな労働市場について語ることができ

るのか？それとも、それはまだ、単に多くの別個の各国労働市場の総和にすぎ

ないのか？ということである。結局、労働力移動が着実に増加しているにもか

かわらず、女性と男性は、一般的に、世界のどこへでも仕事を求めて移動する

自由はない。さらに、世界の労働力人口の半分は、農村地域の自給自足農業も

しくは開発途上世界の都市インフォーマル経済で就労しており、1 日 2 米ドル

の貧困ラインから労働者自身及びその家族が抜け出せるだけの収入を得られて

いない。こうした労働者たちは、潜在的な「グローバル」労働者であるが、今

のところ、グローバル化の恩恵または消費者としてグローバル市場に参加する

可能性からは事実上除外されている。 

 

 しかし、貿易と資本移動の自由化は、通信及び輸送手段の目覚しい向上と相

まって、ますます多くの労働者及び使用者が、労働の生産物を販売するために

グローバル市場での競争を激化させていくことを意味している。ほんの 25 年前

を振り返り、アフリカ、ラテンアメリカ、中・東欧及びアジアで民主化の大き

な波が起こる前の時代と、現在の相互に依存した仕事の世界を比較すると、確

かに変化がある。労働市場は今なお非常に細分化されたままであるにせよ、経

済及び社会政策のあらゆる分野における自由化拡大の論理に従うグローバル化

の現在のルールは、グローバルな労働市場の実現に向かって進んでいる。 

 

 ILO にとって、これは、グローバルな労働市場のための適切な規範を策定す

るという課題を提起する。最近の 2006 年海事労働条約は、現代的な基準設定に

おいて ILO が創造的かつコンセンサスに至ることのできる能力を示している。 
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 強調しておきたい第三の問題は、世界で働く女性と男性の 10 人に 4 人は、土

地を使って生計を立てようとしており、最低所得国の中には、女性を中心に 4

分の 3 以上の労働者が農業に従事している国もある、ということである。ほと

んどが非常に貧しく、より良い収入の仕事を求めて開発途上国の農村から都市

部へ移動する深くて強力な流れがある。また、低所得国で働く多くの女性と男

性が、自国では見つけられない仕事の機会を求めて国境を越えて移動している。

それにもかかわらず、開発途上世界で急成長している都市インフォーマル経済

での仕事と生活は、低賃金で、危険かつ不安定であることが多い。社会経済の

発展にとって不可欠な起業家精神も、ほとんどの場合、生き残りを賭けた闘い

の中で力を失ってしまう。ディーセント・ワークの機会の創出を地方、国、地

域及び国際的な開発戦略の不可欠な部分にすることが極めて重要である。人々

に教育、健康、住居及びディーセントな仕事によって実質的な機会の公正なチ

ャンスを与えることが、開発であり、民主主義のすべてである。 

 

 我々はまた、ディーセント・ワークではないものが何であるかを明確にしな

ければならない。それはつまり、児童労働、強制労働、奴隷労働、発言権もし

くは団結の自由のない労働、さまざまな形態の搾取及び差別、生存のための労

働であり、人間としての尊厳が単に生き延びる必要性に押しつぶされる可能性

のある多くの働き方について明らかにしなければならない。 

 

 第四の問題は、主として本報告書の根底にあるもので、働く女性及び男性が

変化をリスクとしてよりも機会として見ることができる労働市場の制度的枠組

みをいかにして創出できるか？ということである。本報告書の標題「仕事の世

界におけるパターンの変化」は、万華鏡の中で見られるさまざまな形にどこか

似たイメージを伝えようとしている。これまでの形態とは異なるが一つ前の形

と関連していて、その万華鏡の筒をもう一ひねりすると再び変化すると思われ

る形態が常にある。変化の複数の強力な推進要因は、グローバルな労働市場の

アクター全員が、絶え間ない適応を計画し、ディーセント・ワークの機会を拡

大するプロセスを形成することを目標としなければならないことを示している。

しかし、先進国と開発途上国いずれにおいても多くの働く男女にとって、変化

は脅威である。こうした人たちが達成した限定的な安定は脆弱であり、失業に

よって、同じような仕事を見つけることができないという高いリスクに曝され

る。 

 

 問題は、人々がさらにどれだけ多くの構造改革と不確実性を負うことができ

るかということではなく、むしろ、ディーセント・ワークの創出を経済、社会

及び環境政策の中心に置く公正で適応力のある経済をどのように発展させるこ

とができるかということである。これは、ご承知のように、世界中で最大の民

主的要求の一つである。しかしまた、大きな障害にも直面している。すべての
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人にディーセント・ワークをという目標に向かって進むことは、道徳的、社会

的、経済的及び政治的に持続可能ではない現状に変化を要する。 

 

 第五の問題は、急激な経済的・社会的変化という混乱の中で価値を支えるも

のとしての職場での人権の重要性である。世界中の大小無数の職場及びワーク

ステーション－農場、工場、店舗、事務所及び各種サービスの世界－における

変化の管理は、最終的には、零細企業から最大手の多国籍企業及び公務サービ

スに至る仕事の組織の質に左右されるだろう。いずれにせよ、事実上すべての

仕事は、チーム内での調整、すなわち役割、責務及び報酬に対する十分な理解

を必要とする共同作業である。したがって、ディーセント・ワークは、相互の

尊重と対話を促し、強制と差別を制限する職場の権利の枠組みにその基盤を置

くものである。ILO には、政労使三者の幅広い討議によって策定され国際的に

合意された労働基準という豊かな資源があり、国の制度及び社会対話の形態の

多様性を支えている。機会と不確実性の時代において柔軟性の必要と安定性の

バランスをとるためには、社会対話を育成する労働市場のガバナンスに対する

権利重視の強力なアプローチが必要である。 

 

 この短い序文の中で私が提起したい第六番目そして最後の問題は、仕事がな

ければ仕事における権利もないということである。したがって、仕事の創出が、

ILO の課題の中心である。ディーセント・ワークへの道は、成長、投資及び企

業開発を通じて行われる。労働者と経営者の技能開発に向けた努力の強化は、

新しい技術の恩恵を獲得し共有するために非常に重要である。人々がインフ

ォーマル経済から徐々に抜け出せるよう組織するのを支援することから、国益

と外国投資を結びつける最良の方法までをカバーする起業家精神の広い弧の中

で、民間主導の協力的で競争的な環境を促進することが、仕事の未来における

鍵である。 

 

 本報告書は、世界的に拡大する雇用危機を背景にしている。1 日 1 人当たり 2

米ドル未満で切り抜けている世帯で生活する世界の全労働者の半数のためにデ

ィーセント・ワークの機会を創出する歩みは、遅々として進まない。こうした

労働者たちが給付、社会保障もしくは保健医療を受けることなく就労している

巨大なインフォーマル経済は、多くの国で拡大している。全く仕事がないとい

う意味での失業率は、過去最高を記録しており、世界中で 1 億 9,200 万人近く、

世界の労働力人口の約 6％に迫っている。ILO の推定では、8,600 万人、世界全

体の失業者の約半数が 15～24 歳の若者である。自国のコミュニティや社会に仕

事がない場合、人々は他の場所を探す。現在の環境においては、労働力移動は

緊張の種になりやすく、ましてや人身取引及びこれに類似する活動がそうであ

ることは言うまでもない。 

 

 2005年は経済成長が 4.3％と堅調で世界の生産高を約 2兆 5,000億米ドル増加
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させたにもかかわらず、グローバル経済は、雇用市場に参入する人々に新しい

仕事を十分提供することができないでいる。 

 

 こうした傾向は、重要な政治的影響を及ぼしている。主な例を以下に挙げる: 

グローバル経済が十分な雇用を創出していないとすると、有効な雇用はます

ます国家間の「綱引き」の対象になる。 

グローバル市場の機能の公平さとグローバル化の公正なルールに対する要求

が急激に高まっている。 

保護貿易主義の傾向が徐々に拡大している兆しがある。貿易と資本自由化の

機運が弱まっている。 

アウトソーシング、非ローカル化（delocalization）もしくは対外投資のよう

な通常の事業運営が、「海外で」雇用を創出しているとしてますます非難され

るようになっている。 

移民管理の強化に対する強い要求があり、その底流にはゼノフォビア（外国

人嫌い）の潜在的拡大を伴っている場合がある。 

選挙の当落が「より多くのより良い仕事」にかかっているが、イデオロギー

の傾向を問わず、公約実現に対する政府への信頼度は低下している。 

さまざまな形態の消極的・積極的暴力が増加し、対話、紛争解決及びコンセ

ンサス形成の場を狭めている。 

 

 ディーセント・ワークを世界的な目標にする必要性に応えることは、国、地

域及び世界の政治的課題となっている。また、我々は、仕事の世界がどのよう

に変化しているのか、ディーセント・ワークに対する世界の人々の要求に応え

るために仕事の世界をどのように形成できるのかを十分理解していなければな

らない。私は、本報告書が、このような世界状況を描き出すのに役立つと考え

る。 

 

 私は、本報告書の読者の一人ひとりが、熟考し討議するための優先的な質問

もしくは課題を自ら選び出すことができると確信している。また、この報告書

は、決して、すべてを網羅した完璧なものではない。我々は、雇用に何が起き

ているのかを討議する際に欠如していることの多いグローバルな視点を提供し

ようと試みた。しかし、そのために、省略されたり簡単にしか触れられていな

い課題が多くなっていることは避けられない。したがって、本報告書に対する

反応の多くは、更なる研究と調査の要求であるかもしれない。私はこれを歓迎

する。我々の知識を広げ深めることは明らかに必要なので、資源が許す限り我々

はこの必要性に応えようとするつもりである。我々はまた、使用者及び労働者

の団体ならびに政府が直面している課題に対するより多くのより良い研究を育

成するために、世界中の多くの研究者のネットワークと連携を図るつもりであ

る。 
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 「知識」のプリズムを通して ILO の能力を検討することは、知識が静止した

ものではないことから、非常に重要である。我々は、仕事の世界及びそれがグ

ローバル化によってどのような影響を受けているかを理解することにおいて先

導役であらねばならないし、またそうであることを証明しなければならない。

この点において我々は、新しい開発ツール、つまり、各国の現実に即したディー

セント・ワーク国別プログラム実施のための統合された政策助言枠組みを組み

立てているところである。この枠組みによって、各国が優先課題をまとめるこ

とができる政策パッケージの中で、４つの戦略目的間の相互作用が結びつけら

れるだろう。 

 

 この報告書から明らかになったことは、多くの国及び仕事の世界の諸側面に

ついてのデータの定期的な流れ、指標及び統計が全体的に不足していることで

ある。データ収集は、きわめて散漫であり、我々はこれを是正しなければなら

ない。関係するアクター全員が同じデータ表をもとに作業することが、労働市

場の健全なガバナンスのためにきわめて重要である。我々には、より多くの統

計が必要であるばかりではなく、より良い統計も必要である。例えば、国際労

働統計家会議が策定した現在の失業の定義3 では、世界の失業の実際の規模を

低く推計することになるのは明らかである。この点でも改善が可能なはずであ

る。 

 

 これらすべては、ILO の創設 90 周年が迫りつつあるため、特に重要である。

我々は、機関の歴史の中での大きな節目に向けて、今から準備を始めなければ

ならない。2009 年は、我々の任務が現代にもつ有効性、これまで実施してきた

改革プロセスにもとづいて任務を推進する更新された能力、ILO ディーセン

ト・ワークの課題に関する強力なコンセンサス、ならびに、社会対話及び三者

構成主義が労働市場のガバナンス、より一般的には、社会的安定性の醸成にお

いて果たす特別な役割を、確かな自信と共に重ねて主張する年でなければなら

ない。ILO の歴史におけるこの偉大な時を最高に際立たせる方法についてのご

意見を、大いに歓迎したい。 

 

 2005 年 9 月の国連世界サミットは、次のように述べることで、ILO のディー

セント・ワークのビジョンを世界的な目標として明確に支持した。すなわち、

「我々は、公正なグローバル化を強く支持し、女性や若者を含むすべての人に

対する完全かつ生産的な雇用及びディーセント・ワークという目標を、貧困削

                                                        
3 「失業者」とは、特定の短い期間に仕事がなかった者で、現在仕事を探している、または仕事があれ

ばすぐに就ける一定年齢以上の者をさす。特定の短い期間とは 1、2 週間と解釈され、また、「求職」と

は少なくとも 1 時間以上の仕事を求めると解釈されることが多い。この狭義の失業の定義は、多くの女

性、男性が生きるために仕事を見つけなければならない開発途上国のインフォーマル経済に典型的な、

不完全雇用を測定していない。ほとんどの開発途上国はそのような失業の範囲を示す不完全雇用を測る

データを収集できていない。（第 13 回および第 16 回国際労働統計家会議で採択された決議を参照: 
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/ecacpop.pdf）。 
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減戦略を含め、ミレニアム開発目標を達成するための我々の努力の一部として、

国家開発戦略と同様、我々の関連する国内的・国際的政策の主たる目的とする

ことを決意する。こうした措置の中には、ILO 条約第 182 号に定義されている

最悪の形態の児童労働及び強制労働の撤廃を含むべきである。我々は、仕事に

おける基本的原則及び権利の完全な遵守を確保することを決議する。」4 と明記

しているのである。 

 

 我々は、ディーセント・ワーク国別プログラムを、この目標達成の主要な実

施手段として推し進めている。我々は現在のプログラムを実行し、次のプログ

ラムの企画を開始しており、本報告書に対する反応は、ILO 事務局に計り知れ

ないほど貴重な指針を提供するだろう。三者構成主義は、コンセンサスを築き

行動に力を注ぐ手段としての価値を繰り返し示してきた。現在、ILO の目前の

課題は、急速に変化する仕事の世界の中で、もう一度、三者構成主義の革新的

な強みを実証することである。 

 

 

ILO 事務局長 

ファン・ソマビア 

 

                                                        
4 国連世界サミット成果文書、第 60 回国連総会、2005 年 9 月。 
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 機会と不確実性の時代 
 

 

1．仕事は人々の生活の中心である。仕事は、家庭とコミュニティの安定及び福

利を決定する。仕事は地方及び国の政治の中心である。しかし、先例のない社

会的・経済的変化が経済活動のあらゆる部門及びあらゆる国々に影響を及ぼし

ているため、仕事の将来についての不確実性が広がっている。多くの人々にと

って変化は、報酬の増加、満足のゆく仕事及び生活向上のための歓迎すべき機

会を提供する。それ以外の人々にとっては、変化は不安なものであり、生活や

労働条件の改善の機会を開くというより、むしろ閉ざすものである。 

 

2．本報告書は、仕事の変容に関する主な特徴について、グローバルな視点を提

供している。また、仕事の世界に影響を与えている主な原動力、仕事のパター

ンが適応しつつある方法及びすべての人にディーセント・ワークをという目標

に対して、これらが提示する課題を特定している。これまで以上に、世界の一

部における変化のペース及び規模が、他の国々の女性及び男性に影響を及ぼし

ている。相互依存は広範に感じられるが、必ずしも測定は容易ではない。 

 

3．多くの人々は、自分や家族の生計を立てるために仕事に依存している。仕事

は、地元経済とグローバル経済の両方を特徴づける生産と消費のプロセスをつ

なぐものである。一方において仕事は、世界的な商取引の中核的活動であり、

他方においては尊厳、自己実現、アイデンティティ及び評価ならびに物質的幸

福の源である。これらの重要な社会的・経済的役割があるからこそ、あらゆる

社会に、仕事の多くの側面を統治する一連のさまざまな制度が存在するのであ

る。 

 

4．さまざまな国から異なる経歴を有する専門家を擁し、1919 年以来持続的に

労働政策に従事している歴史と、労働・雇用及び社会問題担当省、使用者及び

労働者の代表が、その知識と経験を交換する国際的フォーラムとしての役割を

仕事の世界に何が起き

ているのか? 

拡大する不確実性 

仕事は社会経済の中心

的役割を果たしている

ILO は、仕事の世界の

主要アクターを集め 

・・・ 
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有する国際労働機関（ILO）は、世界的な変化の概要についての知見を審議す

るのに適した立場にある。 

 

5．しかし ILO は、中立的なオブザーバーではない。ILO にはディーセント・

ワークを推進するという使命がある。変化のプロセスを推進しているものを理

解し、世界各地の働く女性及び男性のためにより多くのより良い仕事を創出す

べく、この変化のプロセスを形作るために、変化を分析することが非常に重要

である。 

 

6．本報告書は、労働生活を形作っている世界的動向の強さと方向に関する理解

を深めようとする ILO 事務局（国際労働機関の事務局）の努力の賜物である。

本報告書は、仕事の世界は複雑な上、情報やデータも不足しているため、決し

て完全なものではない。現在進行している世界的変容の規模とペースを要約の

形で明確にすることで、すべての人にディーセント・ワークを創出するための

機会を捉え、急激な変化が引き起こす不確実性を減少させるのに必要な政策及

び制度について討議するための背景を設定することが狙いである。 

 

7．ILO 総会をはじめとする機会における、こうした動向に関する使用者、労働

者及び政府間の対話は、国際労働機関の知識を一層豊かにし、今後の調査研究、

政策課題及び専門的サービスを導くであろう。そして翻って、ILO の 2006－07

年及びそれ以降の事業計画及び予算の実施を支える情報と分析の資源基盤とな

るであろう。 

 

8．本報告書は、５部構成である。第１部では、変化を推進している主な原動力

を特定する。第２部では、雇用構造と労働条件における主要な変化をいくつか

取り上げる。第３部は、社会保障制度の発展における課題を吟味する。第４部

は、労働市場ガバナンスの諸制度及びこれらの制度が新しい社会的・経済的環

境にいかに適応しつつあるかを検討する。最後に、締めくくりの部では、将来

を見すえ、ILO とその構成メンバーが今後 10 年間に直面する可能性のある新し

い課題の一部を概説した。1 

 

世界的な目標としてのディーセント・ワーク 

ディーセント・ワークは、勤労生活における人々の願望を集約している。つまり、機会と

収入；権利、発言権及び承認；家庭生活の安定及び個人としての発展；ならびに公正及び

ジェンダーの平等に関わる願望である。最終的には、こうしたディーセント・ワークのさ

まざまな側面は、コミュニティ及び社会の平和を支えている。ディーセント・ワークは、

ILO に独自の三者構成による機関としてのアイデンティティをもたらす政府、労働者及び

使用者の関心事項を反映している。ILO の活動において、ディーセント・ワークは、4 つ

                                                        
1 本報告書は、ILO より別途発行が予定されている、より広範な研究の短縮版である。 

・・・すべての人に 

ディーセント・ワーク 

をという目標を推進 

グローバルな視点の 

必要性 
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の戦略目標を通して把握される。つまり、仕事における基本的原則及び権利ならびに国際

労働基準；雇用及び収入の機会；社会的保護及び社会保障；ならびに社会対話及び三者構

成主義である。こうした目標は、フォーマル及びインフォーマル経済；賃金雇用もしくは

自己採算労働；田畑、工場及び事務所；在宅もしくはコミュニティのあらゆる女性と男性

の労働者に適用される。したがって、今日、ILO の最重要目標は、女性と男性が共に、自

由、公平、保障及び人間としての尊厳の条件のもとで、ディーセントで生産的な仕事を得

る機会を促進することである。 
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 Ａ．変化の原動力 
 

 

9．グローバルな視点から見ると、強力で互いに結びついた４つの力が、相互に

作用し合って、職場と労働市場の変化を推進している。この４つの力とは： 

 

貧困を削減し、国内外の不平等を縮減する緊急の必要性に起因する開発の緊

急課題 

新しい情報処理・通信手段の普及による技術変化 

貿易と金融の自由化、輸送・通信コストの激減に伴う世界的な競争激化 

市場への信頼増大と国家の役割の縮減に向けた政治的思考の移行。これは代

表性と説明責任など民主的メカニズムの広がりによって強まる生活・労働条

件の改善への政治的圧力に伴われ、時にはこれと対立する。 

 

10．こうした原動力は、雇用のパターン、労働条件、社会保障制度ならびにガ

バナンス制度の適応に強い影響力を及ぼしている。しかし、この一連の提示を

因果関係について述べたものとして扱うのは間違いだろう。我々が特定する「変

化の原動力」は、ある程度、仕事の組織の方法によっても形作られている。本

報告書では、「仕事」という用語には、賃金労働と、主として女性が行っている

生産及び再生産の無償労働の両方が含まれている。仕事の世界と、仕事を取り

巻く社会的、技術的、経済的及び政治的環境の間の相互作用もしくはフィード・

バックは、複雑かつ多様である。 

 

 

１．開発の緊急課題 
 

11．絶対的貧困の削減及び所得格差の縮減は、道義的にも、またそれが社会・

経済・政治的不安定を引き起こす原因であるとの政治的現実主義の見地からも

必須事項であると、先進国及び開発途上国の双方で広く認められている。政府

仕事の世界を作り変え

ている力 

より公平なグローバル

な開発への道筋が必要 



変化の原動力 

仕事の世界におけるパターンの変化 5

の権威主義体制の衰退はまた、世界の人々がディーセントな仕事に就く公正な

機会を得たいとの民主的な要求の表出の幅を広げた。世界の全域で、選挙の当

落はしばしば雇用問題によって決まる。国内の所得分配の不平等を縮小し、貧

しい国と豊かな国の収斂を加速化させる必要性は、開発の緊急課題である。こ

れは、仕事の世界におけるさまざまな側面での変化をもたらす力強い推進力で

あり、今後数十年間にわたって、そうであり続けるだろう。 

 

12．近年、世界的な貧困の発生率が、低下した地域がある。1981～2001 年に、

1 日 1 米ドル以下で暮らす人々の数は、約 15 億人から 11 億人をやや下回る程

度に減少した。この総計の減少は、すべてと言ってよいほど、中国で 1981～1996

年に極度の貧困（1 日 1 米ドル以下）にある人口が大幅に減少したことが原因

であった。他の東・南アジア諸国でも中国ほどではないが減少が見られた。し

かし、アフリカ、ラテンアメリカ及びカリブ海諸島、中・東欧ならびに旧ソビ

エト連邦では、増加した。現在、極度の貧困にある人口が世界の人口に占める

割合は減少し、1981 年の 40％から 2001 年は 21％に下がった。しかし、アフリ

カにおける比率は、42％から 47％近くに上昇している。1 日 2 米ドルの貧困ラ

インをとれば、同時期の貧困者の絶対数は実際には約 25 億人から 27 億人近く

まで増加するが、開発途上国の人口が占める割合としては 67％から 53％に減少

する。2 

 

13．絶対的貧困の削減は、ほとんどの開発途上国にとって緊急課題であり、国

連ミレニアム・サミットにおける世界の首脳たちの公約事項である。また、貧

しい国々と先進諸国の間の所得水準の乖離を縮減することも、開発途上国の成

長速度を加速する努力に推進力を与えるだろう。しかし、貧しい国と富める国

の平均所得の格差は大きく、尺度によっては拡大してさえいる。例えば、2004

年に、北米、西欧及び日本の 1 人当たりの平均所得は、年間 2 万 5,000 米ドル

超であったが、低所得の 61 ヵ国及び地域の平均所得は、765 米ドル以下であっ

た。1990 年に、平均的な米国民は、平均的なタンザニア人と比較して 38 倍も

豊かであった。現在では、平均的な米国民は 61 倍も豊かである。3 フォーブス

誌が掲載する世界の富豪 500 人の所得を、その資産の 5％程度に相当すると（控

え目に）見積もると、その合計所得は、 貧層の 4 億 1,600 万人分の所得を超

えている。4 

 

14．それにもかかわらず、世界で も人口の多い中国の 貧層の所得増加－な

らびに、中国ほどではないが、人口が二番目に多いインドでの目覚しい所得増

                                                        
2 S.Chen、M. Ravallion 共著: How have the world’s poorest fared since the early 1980s?（「1980 年代初頭以降、

世界の 貧困層の暮らしはどう変化したのか」、ワシントン DC、世界銀行、開発調査グループ、2004
年）表 2 
3 UNDP: Human Development Report, 2005（国連開発計画:「2005 年人間開発報告」ニューヨーク、2005
年）p. 37 
4 同書、p. 37 

極度の貧困の削減にお

ける不均等な進展 

最富裕国と最貧国の 

所得格差の拡大 

しかし中国の貧困削減

により、人口加重尺度

の世界の不平等は縮小
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加－は、人口加重尺度による 富裕国と 貧国の格差を縮小した。これは喜ば

しい進歩であるが、例えば、インドの 2000 年から 2005 年にかけての堅調な成

長と貧困削減の実績が継続したとしても、現在の高所得諸国に追いつくにはな

お一世紀かかるだろう。5 

 

15．しかしながら、国内での不平等は拡大している。大多数の国で、ジニ係数

（0：「すべての国民が同一所得を得ている」から 100：「1 人が 1 国の全所得を

得ている」の目盛にもとづく所得不平等の尺度）は拡大した。過去 20 年間にわ

たり、国内の不平等が拡大する傾向は鮮明であった。有効なデータのある 73

カ国のうち 53 カ国（世界人口の 80％超）は、不平等が拡大し、縮小したのは

わずか 9 カ国（世界人口の 4％）にすぎない。これは、高成長か低成長いずれ

の状況でも（例えば前者は中国、後者はボリビアなど）、また、世界のあらゆる

地域に当てはまる。ジニ係数で計測すると、所得の不平等はラテンアメリカ

（57.1）及びサハラ以南アフリカ（72.2）の方が、東アジア及び太平洋（52.0）、

南アジア（33.4）及び高所得の先進諸国（36.8）より高い。ブラジルでは、人口

の 10％にあたる 貧層は国民所得の 0.7％を占め、国民の 10％にあたる 富裕

層が国民所得の 47％を占めている。ザンビアでは、例えば、 富裕層の所得と

貧層 10％の所得の比率は、42 対 1 である。6 

 

16． 1995年から 2005年にかけて、世界の就業年齢人口は 39億人から 46億 4,000

万人超に増加した。この増加の大半は、開発途上国世界で起こり、同期間に毎

年 2％ずつ就業年齢人口が増加して 1995 年の 31 億 6,000 万人から 38 億 5,000

万人に達した。先進工業国では就業年齢人口が 1995～2005 年に年率 0.8％で増

加したが、これは、主として米国で増加したためであり、移住がその一因であ

った。2005 年以降の就業年齢人口は、欧州の大半の諸国と日本では増加が止ま

ると推測されている。7 

 

17．人口動向の も劇的な側面の一つは、世界の平均出生率が急速に低下して

いることで、1970～75 年には女性 1 人当たりの出生率が 4.49 人であったのが、

2000～05 年には 2.69 人に減少した。8 出生率の低下は、先進国にも開発途上国

にも当てはまる。また、多くの開発途上国における平均寿命の伸びは、総人口

に占める高齢者の比率を高めることで、出生率の低下で失われている人口分を

上回り、人口増加に貢献している。しかし、HIV／エイズの蔓延が原因で平均

                                                        
5 同書 
6 同書、p. 56 
7 ILO: Economically active population estimates and projections（http://laborsta.ilo.org/eapep.html） 
（ILO:「経済活動人口推計および予測」）、United Nations: World Population Prospects: The 2004 
Revision Population Database（国連：「世界人口の見通し: 2004 年改訂版人口データベース」

ニューヨーク、2005 年） 
8 United Nations: The World Fertility Report 2003（国連:「2003 年世界の出生力報告書」ニューヨーク、国

連経済社会局人口部、2004 年）、UNFPA: State of the World Population 2004（国連人口基金:「2004 年世界

の人口状況」ニューヨーク、2004 年） 

国内における所得不平

等の拡大 

開発途上国の人口は若

年かつ増加傾向、他方

で富裕国の人口は安定

し高齢化が進行 

開発途上国の労働人口

拡大が不平等の背景 
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寿命が大幅に低下した国もある。非就業年齢の年少者及び高齢者人口に対する

就業年齢人口の相対的割合は、依存人口比率として知られている。9 この依存

人口比率は、労働者が支えなければならない有償労働に従事していない人の数

を示している。 近では、依存人口比率は低下基調にあり、今後しばらくの間、

開発途上国の大半において、この傾向は継続するだろう。しかしながら、依存

人口比率が上昇する現象が、複数の先進工業国に現れ始めており、今後数十年

にわたり徐々に開発途上国世界に広がっていくだろう。例えば中国は、2000 年

の依存人口比率は推定 48％であったが、2015 年までに 40％に低下し、その後

2030 年までに 50％に増加すると見られている。10 

 

18．近い将来、開発途上国は、労働市場に参入する若い女性及び男性（15～24

歳）の増加に直面する。開発途上国の多くは、若者の失業率が特に高く、成人

の失業率の2倍から3倍であることも多く、若い女性が も影響を受けている。

これは、どのようにして若者の雇用の機会を増やし、若者に急速に変化してい

く労働市場に対応するのに必要な技能を身につけさせるかという問題を提起し

ている。 

 

19．それとは対照的に、先進諸国は、総人口に占める 60 歳超の人々の割合の上

昇という課題に対応しなければならない。先進諸国では、 近まで早期退職が

雇用調整緩和の一つの方法と見なされていた。この解決策は、年金制度に負担

がかかるため、現在は支持されていない。長年にわたり確立されてきた退職年

齢を引き上げるべきか、それとも、移民政策を緩和して依存人口比率の増加ペー

スを遅らせる試みをすべきかの検討に入っている国も多い。 

 

 

２．技術変化 
 

20．1990 年代に始まった新しい情報通信技術（ICT）の革新と普及のプロセス

は、生産・流通・貿易の手段を劇的に変化させた。（図 1 参照）。既に国際貿易

と投資、資本・労働者の移動、さまざまな作業プロセスと製品に多大な影響を

及ぼしている。また、サービス業への産業構造の転換と海外への業務委託（ア

ウトソーシング）を加速させた。翻って、これらの要因が ICT をさらに発展さ

せ、電子回路の縮小という技術躍進の上に、漸進的に革新の循環が積み重ねら

れていった。この革新の流れの急速な普及、継続的な開発と浸透は、世界の生

産と流通、そして企業と公共機関のマネジメント・システムの大幅な再編成を

                                                        
9 国の社会福祉交付金制度に人口が与える影響を示す重要な指標が、依存人口比率である。社会的保護

制度の人口学的環境は、医療保健制度が対処しなければならない人口の疾病構造を含み、共に制度の依

存比率を決定する。これは、制度の受益者（交付金受領者）数と、交付金の財政基盤もしくは交付金の

財源となるべき国民所得を生み出す人口との比率に影響を及ぼす。 
10 World Bank Health, Nutrition and Population Statistics Database（HNPStats）（世界銀行:「保健、栄養及び

人口統計データベース」）（http://devdata.worldbank.org/hnpstats/HNPDemographic/dependency.pdf.） 

若者雇用はグローバル

な仕事の課題の最優先

事項 

労働力の高齢化に対処

する富裕国 

ICT の台頭が世界の 

技術変化を推進する 



変化の原動力 

仕事の世界におけるパターンの変化 8 

進め、雇用のパターンに重大な影響をもたらしている。11 

 

21．ICT が雇用に与える直接的影響は、一方では、新製品及びサービスを生産

し提供する際に創出される新しい仕事であり、他方では、不必要な技術に関連

して、もしくは競合他社のイノベーションの速度と互角に渡り合っていくこと

のできない企業における仕事の喪失である。12 間接的な影響には、生産性、技

能要件及び関連する組織的適応に対する技術変化の影響などがある。13 競争及

び新技術が推進する構造改革のプロセスは、「創造的破壊」と表現されることが

多い。14  

 

22．ICT の経済全体への影響を測定することは、論争の的となってきた。多年

にわたりエコノミストたちは、コンピュータは至る所にあるが、生産性の統計

には影響が見られないことを指摘した有名なエコノミストに因んで名付けられ

た「ソロー・パラドックス」に悩まされてきた。経済の歴史は、大きな技術変

革が、経済全体のパフォーマンスにはっきりとした影響を及ぼすほど広範囲に

普及するのには数年かかることを示している。しかし、有益な知識を人が吸収

し、物的資本の形で蓄積すると、 終的には、1 人当たり所得の大幅な増加を

もたらすことができる。15 ICT 普及のペースと範囲は、先例のないものである

が、経済と社会は、まだ、その潜在力を十分に利用する方法を学ぶ初期段階に

ある。 

 

23．急速かつ広範な技術進歩の普及による便益が、生産性・成長・雇用の改善

として蓄積され、実体のあるものとなるためには、３つの条件が必要である。 

 

第一に、財とサービスの潜在的な供給増は、総需要の十分な成長と釣り合い

の取れたものでなければならない。そうでなければ、過剰生産力となり、物

価の下落と雇用の減少が経済の下方スパイラルを誘発するために、デフレー

ションが発生する。 

                                                        
11 フリーマンとペレスが生み出した「技術・経済パラダイム」の転換に関する概念は、一方に ICTs の
拡散、他方に成長と雇用の間のつながりを理解するうえで計り知れないほど貴重である。「技術・経済

パラダイム」転換アプローチは、ICTs の直接・間接的効果の両方を吸収し強調している。G. Dosi 他 編
集: Technical change and economic theory（「技術変化と経済理論」ロンドン、ピンター、1988 年）：C.Freeman、
C.Perez 共著: “Structural crises of adjustment, business cycles and investment behaviour”（「調整、景気循環

および投資行動の構造的危機」） 
12 生産性向上と雇用の相互作用に関する詳細な検討については、以下を参照のこと ILO: World 
Employment Report 2004-05（ILO:「世界雇用報告 2004 年-05 年」ジュネーブ、2004 年、第 2 章） 
13 一例にパソコンが挙げられるだろう。コンピューター産業自体が多くの雇用を創出してきたが、他

の多くの産業では、コンピューターの利用が、ある程度労働力の代用（金融サービスなど）とされ、雇

用を破壊している。参考: International Labour Review（「国際労働評論」ジュネーブ、ILO、134 (4-5)、1995
年）、pp.587-603: C. Freeman、L. Soete、U. Efendioglu（共著）:“Diffusion and the employment effects of 
information and communication technology”（「情報通信技術の普及とその雇用効果」） 
14 この言葉が 初に使われたのは、J.Schumpeter 著: Capitalism, Socialism and Democracy（「資本主義、

社会主義および民主主義」ニューヨーク、ハーパー、1975 年［1942 年初版］）、pp.82-85 である。 
15 A.Maddison 著: The world economy: A millennial perspective（「世界経済: 新世紀の見通し」パリ、OECD、

2001 年） 

ICT の間接効果が経済

パフォーマンス全体を

押し上げるのには時間

がかかる 

新技術のペースと拡大

に遅れる組織変化 

ICT の潜在生産力は、

好調な需要、人的資源

開発及びネットワーク

利益の実現にかかる 
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第二に、ICT は効率的に活用しなければならない。新技術の 大限の価値を

引き出すことは、集団的な学習プロセスであり、組織上の調整への投資はも

とより、経営者と労働者のスキルへの投資が不足することによって阻害され

うる。これは、情報経済における代表性が不十分で、より低いスキルの職に

就いていることの多い女性労働者に関して、特に該当する事柄である。 

第三に、ICT への投資は、ネットワーク効果が起きてこそ 大の見返りが得

られるのである。ネットワークの一翼である企業と消費者が多ければ多いほ

ど、投資家と消費者にとっての経済的利益も大きいものとなる。ネットワー

ク効果を存分に実現するためには、インフラへの投資を促進し、低所得国と

コミュニティが排除されることのないよう確保することに向けた公共政策が

必要である。 

 

24．短期的には、新しい技術の導入により特定分野の生産性が増大し、その分

野の生産高に対する需要拡大を上回るため、企業は雇用を削減することとなる。

長い目で見れば、国であれ世界であれ、一つの経済単位全体に生産性の増加が

広がった場合、所得の増加、需要拡大及び雇用の拡大をもたらす。社会の中で

技術変化の恩恵を も受けている側から、それほど恵まれていない人々に所得

を再分配するメカニズムも重要である。16 

 

 

３．世界的な競争の激化 
 

25．障壁の削減が、まず地方と国の市場の間で行われ、次に、地域の市場で、

                                                        
16 B. van Ark、E. Frankema、H. Duteweerd 共著: Productivity and employment growth: An empirical review of 
long and medium run evidence, Research Memorandum GD-71（「生産性と雇用の拡大: 中長期にわたる証拠

の実証的審査」研究報告書 GD-71 フローニンゲン成長・開発センター、2004 年） 

図 1 1990 年代以降の ICT の急速な成長：インターネットと携帯電話の普及率 
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　出典：World Bank, World Development Indicators 2005 (世界銀行：「世界開発指標2005」)
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そして現在、大陸間の市場で行われていることが、近年の経済史の主なテーマ

である。製造業に対する貿易規制の自由化、海外直接投資及びその他の資本移

動に関する規制緩和ならびに輸送・通信費の大幅な低下は、グローバルな市場

経済の出現をもたらした。こうした変化の結果、国内市場及び輸出市場で競争

激化に直面している企業が増えている。製品やサービスの熾烈な国際競争によ

って、職場調整を行わざるを得なくなり、また、マーケット・リーダーの効率

性と質に対抗せざるを得なくなり、それができなければ、廃業せざるを得なく

なる。 

 

26．1990 年以降、旧ソ連邦及び同盟諸国のかつての閉鎖経済諸国から、そして

中国やインドなどの開発途上国から 14 億 7,000 万人の経済活動人口が加わり、

世界の市場経済に提供される労働力が倍増し、世界的な労働市場出現の前兆と

もなった。17 しかし、多くの点で分断された市場であることに変わりはない。

世界の労働力の半数は働いていても貧困であり、こうした人々のわずかな賃金

が開発途上国の非熟練労働者の市場賃金の低下に歯止めをかけているという点

を除いては、グローバル化から社会的・経済的に排除されている。ジェンダー

差別を始めとするさまざまな形態の差別は依然としてはびこっている。熟練労

働者には、国内外を問わずより良い報酬を求めて移動する機会が多いが、そう

した流動性にも制約がある。出現しつつある高度に分断された世界的な労働市

場と、よりいっそう開放が進む製品・金融市場の間の相互作用が、仕事の世界

の変化を大きく推進していく力となっている。 

 

 

ⅰ 貿易自由化と新しい国際分業 

 

27．世界貿易の障壁の段階的な緩和により、世界の GDP に占める輸出入の割合

は、1960 年から 2002 年までに 24％から 48％へと倍増した（図 2 参照）。18その

結果、各国経済は、よりいっそう相互依存性を強めている。貿易障壁の緩和は、

比較優位に変化が起き、多国間システムに新しい競争の源がもたらされ、各国

の開発程度に応じた調整課題が生じている。19 この世界市場の競争激化の大き

な影響の一つが、国際分業の変化である。 

 

28．過去 40 年間にわたり、製造業貿易は一次産品貿易よりもはるかに速く拡大

した。2003 年、工業製品は世界の製品輸出の 77％近くを占め、燃料は 8％、食

糧及び農業は 9.5％を占めたが、1980 年には、それぞれ 64％、12.4％及び 16.5%

                                                        
17 R.B. Freeman: The Great Doubling: Labor in the new global economy, Usery lecture（「偉大な倍増: 新しい

世界経済における労働」ジョージア州立大学、ユーサリー講義 2005 年 4 月 8 日）参照。 
18 World Bank: World Development Indicators 2005（世界銀行:「世界開発指標 2005」ワシントン DC、2005
年）  
19 OECD: Trade and structural adjustment: Embracing globalization（OECD:「貿易と構造調整: グローバル

化の受入」パリ、2005 年） 
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であった。20 これは当然ながら、製造業市場で競争することができる国の雇用

を促進した。このグループに属する国は、主に近年の貿易自由化以前にすでに

工業化が進んでいた国々であるが、 近では中国など、開発途上国の数カ国を

含むまでに拡大している。それとは対照的に、外貨収入獲得のための一次産品

に依存していた国々は、過去 20 年間にあまりはかばかしい成果が見られなかっ

た。一次産品分野の貿易の伸びは工業製品分野より遅く、価格は変動が大きく、

特に原材料や燃料の場合、国内経済との結びつきが弱い。依然として一次産品

の輸出に依存している国の中には、石油やガソリンを中心とする 近の商品価

格の高騰によって輸出が拡大した国もある。 

 

29．1980 年代に始まった国際的な統合と連結性拡大の時代に、開発途上国の多

くは、内向型の輸入代替戦略から輸出指向型のアプローチに転換した。1994～

2004 年に、開発途上国の輸出額は、世界の輸出額の 28％から 33％に増加した。
21 しかし、開発途上国の中で、その貿易基盤を一次産品から工業製品に大幅に

シフトすることに成功したのは、わずか 22 カ国だけであった。他の国々の輸出

は、低迷したり減少したりして、大多数の開発途上国が世界経済の周辺に押し

やられる結果となった。22 

 

30．開発途上国の輸出拡大にばらつきがあるという特徴は、雇用への影響に反

                                                        
20 前掲書 World Bank: World Development Indicators 2005（世界銀行:「世界開発指標 2005」）、燃料の割

合は、新しい比較可能な統計が発表された 2004 年の価格上昇に次ぐ上昇である可能性がある。 
21 UNTCAD: Trade and Development Report 2005（国連貿易開発会議:「2005 年貿易開発報告書」ジュネー

ブ、2005 年）、p. 11 
22 A.Ghose: Jobs and incomes in a globalizing world（「グローバル化する世界における仕事と収入」ジュ

ネーブ、ILO、2003 年）。開発途上国の製造品輸出国 22 カ国とは、アルゼンチン、バングラデッシュ、

ブラジル、中国（香港を含む）、エジプト、インド、インドネシア、イスラエル、大韓民国、マレーシ

ア、モーリシャス、メキシコ、モロッコ、パキスタン、フィリピン、シンガポール、南アフリカ、スリ

ランカ、台湾（中国）、タイ、チュニジア、トルコである。 

開発途上国における 

貿易自由化の結果は 

まちまち 

図 2 世界の GDP に占める貿易の割合は 1960～2002 年に倍増 
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映されている。アジアの数カ国では、貿易は製造業の雇用と賃金に全般的に好

ましい影響を与えてきた。非熟練（もしくは低熟練）労働者は、繊維製品及び

衣料のような輸出志向産業の拡大の恩恵を受けてきた。23 これらの新しい工場

に雇用された人々の多くは、生産性の低い農業が主である農村部の出身であっ

た。製造業の労働者の実質賃金は、いわゆる「余剰」農村労働者が都市に移住

した結果、次第に上昇していった。24 しかし、多くの国では、この非熟練労働

者のプールが依然として非常に大きく、賃金及び安全を含む労働条件の改善に

歯止めをかけている。それにひきかえ、熟練労働者は、募集採用が難しいこと

が多く、全般的にその賃金には上昇が見られる。25 国によっては、法律もしく

はその執行の脆弱性もあるが、しかしまた、農村及びインフォーマル経済に労

働者の大量のプールがあることから、代替されるというリスク故に、新しい製

造業の労働者は労働組合に加入する権利を行使するのが困難な状況に直面して

いる。 

 

31．アフリカとラテンアメリカ諸国からの工業製品の輸出は、わずかな例外を

除いて伸び悩んでいる。26 非熟練労働者の実質賃金は低下傾向にあり、熟練・

非熟練労働者間の賃金格差は大幅に拡大した。27 

 

32．繊維協定（ATC）にもとづく 2005 年までの数量割当の段階的廃止は、開発

途上国及び先進国の国内ならびに途上国と先進国間の雇用形態に大きな変化を

引き起こす可能性がある。28 衣料及び繊維製品は、一般的に付加価値の低い製

品であり、その生産は労働集約的で、女性の占める割合の多い非熟練労働者を

しばしば使っている。ILO の分析から、多角的繊維協定（MFA）の割当規制の

段階的廃止後、同産業は、より少数の優位の輸出国に集約されるであろうこと、

さらに、こうした国々の中でもより規模が大きく効率的な企業に統合される可

能性があることが覗える。29 

                                                        
23 ILO: Trade, foreign investment and productive employment in developing countries（ILO:「開発途上国にお

ける貿易、外国投資および生産的雇用」、第 291 回 ILO 理事会、ジュネーブ、2004 年 11 月、GB.291/ESP/2） 
24 余剰労働者は、低賃金労働者の供給において開発途上国が比較優位であることを示している。しか

し、その多くは、不完全雇用もしくは失業している個人からなる。この余剰労働者の形態は、低熟練の

仕事に就く労働者の賃金への抑圧効果がある。 
25 A.Ghose 著: Trade liberalization and manufacturing employment, Employment Paper 2000/3（「貿易自由化

と製造業における雇用」、2000 年 3 月雇用に関する文書 ジュネーブ、ILO、2000 年） 
26 S.M.Shafaeddin 著: Trade liberalization and economic reform in developing countries: Structural change or 
de-industrialization?（「開発途上国における貿易自由化および経済改革: 構造変化それとも製造業の衰

退?」ジュネーブ、UNTCAD、2005 年） 
27 前掲書 A.Ghose 
28 多角的繊維協定は、製品カテゴリーおよび原産国別に先進工業国市場への輸出数量を規制した。し

たがって、この協定は東および東南アジアの主要輸出国に与えられた輸出数量割当に応じて低コストの

生産者はその製品の生産地を分散しなければならなくなるようにする効果があった。2004 年の繊維・衣

料産業の世界的中心地は中国（香港を含む）で、繊維製品の輸出の 22.9％、衣料輸出の 38％を占めた。 
29 ILO: Note on the proceedings, Tripartite Meeting on Promoting Fair Globalization in Textiles and Clothing in 
a Post-MFA Environment（ILO:「会議議事録、多角的繊維協定撤廃後の環境における繊維・衣料分野の公

正なグローバル化促進に関する三者会議」ジュネーブ、2005 年 10 月 24 日～26 日、TMTC-PMFA/2005/8
文書）、ならびに、C. Ernst 他: The end of the multi-fibre arrangement and its implication for trade and 
employment（「多角的繊維協定撤廃とその貿易および雇用に対する影響」、ジュネーブ、ILO、2005 年） 
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33．製造部門において学歴、技能水準など男女の賃金に影響する可能性のある

諸要因を考慮した開発途上経済の分析から明らかなことは、貿易と投資の自由

化がジェンダー間の賃金格差を拡大したことである。30 この現象に関連がある

と思われる要因には、女性の雇用条件交渉力の弱さ、低賃金で喜んで働く農村

地域の技能の低い女性の過剰供給、高度の熟練労働者に対する需要拡大により

男性と比較した女性賃金の一段の大幅低下、ならびに、流動性の高い労働集約

的企業からの下げ圧力がある。 

 

34．製造業を中心とする貿易自由化の拡大が、先進工業国における雇用市場の

弱体化の原因であるかどうかという問題については、議論が尽きないところで

ある。OECD グループの 1990～2002 年の貿易の対 GDP 比における平均伸び率

は、年率約 2.5％であった。同期間の OECD 地域の失業率は、1990 年の 6.1％か

ら 2004 年の 6.9％に上昇（2003 年に記録した 7.1％からは下がっている）した。31 

OECD の開発途上国からの輸入額の割合は、主として中国の輸出により拡大し

た。しかし、先進工業国の輸入額の 71%は、2003 年においても他の OECD 加

盟国からのものであったが、これは、1990 年には 78％であった。32 1990 年代、

GDP に占めるシェアから見たサービス貿易は、モノの貿易を上回る勢いで拡大

した。33 ほぼ同じ開発水準の国々からの輸入品とは異なり、より安価な輸入品

の雇用効果は、競争激化への対応でもある生産性の向上と切り離して考えるこ

とはむずかしい。安価な輸入品は雇用全体に大きな影響を及ぼさないと見る分

析は多い。それにもかかわらず、この見方が、 も影響を受けやすい産業部門

を中心に、多くの労働者が感じている不安を和らげるものではない。 

 

35．議論のもう一つの要素は、通信手段の改善と割安な運送費によって、先進

工業国の企業の一部が、部品や完成品の一部の製造を、中国を中心とする開発

途上国に業務委託するようになったというものである。このようなオフショア

リングは、製品設計など付加価値の高い中核的機能にはそれほど影響を与えな

かった。34 安価で信頼のおける高速ブロードバンド接続が普及した現在、数々

のサービス業務のアウトソーシングも可能になっており、これが特にインドを

中心とする一部の開発途上国における事務処理、コールセンターを始めとする

IT サービスの拡大につながっている。中国、インドなどの開発途上国の多くの

企業は、付加価値のはしごを登っているところであり、設計・生産の高度な技

                                                        
30 UNRISD: Gender equality: Striving for justice in an unequal world（国連社会開発研究所:「ジェンダーの

平等: 不平等な世界での正義の実現に向けて」ジュネーブ、2005 年）、p. 40 
31 OECD: OECD Employment Outlook（「OECD 雇用見通し」パリ、2005 年） 
32 OECD: International Trade by Commodity Statistics（ITCS）（OECD:「商品統計による国際貿易（ITCS）」
パリ、2004 年） 
33 OECD: National Accounts and Historical Statistics（「国民経済計算・ヒストリカル」パリ、2004 年） 
34 しかし、開発途上国は、単なる組立作業以上の技術革新を充実させるため、これまで以上に製品設

計に関与し、研究・開発に注力している。 

貿易自由化とジェン

ダー間の賃金格差 

貿易自由化は OECD 諸

国の人々の不安材料 

オフショアリング 
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能を要する段階で競争し始めている。 

 

36．それにもかかわらず、製造業とサービス業におけるオフショアリングまた

は国際的な部品調達の規模は、まだ控えめであり、突然先進国の労働市場に全

般的な影響を与えるようなことのない段階的なペースで増加するものと考えら

れている。35 2004 年には、開発途上国の約 56 万 5,000 人の男女が、先進国の

顧客にサービスを提供する仕事に就いていた。この数字は、おそらく 2008 年ま

でに倍増する可能性があるが、それでも、先進国のサービス部門の雇用全体の

ごくわずかであろう。36 低価格競争に も影響されやすいこうした製造業は、

OECD 全体の雇用の平均で 4％を占めるに過ぎない。これは、開発途上国との

競争が失職の効果をもたらさないということを意味してはいない。特に、労働

集約的な製造業における労働者と使用者、そしてこれらの人々が所属するコミ

ュニティは、より良い製品または工程を用いて適応するか、もしくは新たな雇

用の源を見出すという困難な選択に直面する。どちらの戦略も容易でもなけれ

ば成功を保証するものでもない。37 

 

37．先進工業国の農業保護を削減し、開発途上国及びケアンズ・グループ38 の

市場参入を拡大することは、ドーハ・ラウンドの重要な目標である。欧州連合 

（EU）及びアメリカで農業を営んでいるのは労働力人口の 4％未満であるが、

これに対し、開発途上国では就業者の 50％前後が農業に従事している。この割

合は、農業が GDP の約 4 分の 1 を占める後発開発途上国ではさらに高い。39 多

くの先進諸国では、農業は 1 エーカー当たりの収量が多い商業産業として営ま

れている。しかし、開発途上世界の多くの地域では、農業は、依然として半自

給自足的な家族労働である。女性が農業労働者に占める割合は大きく、家族農

場の無償労働者の大部分を占めているが、生み出す収入に対する管理権はほと

んどない場合が多い。EU 25 カ国及びアメリカは、世界の農業労働人口に占め

る割合はごくわずかであるにもかかわらず、2004 年の農業製品の主な輸出入国

であった。40 

 

38．農業自由化が世界の雇用に与える影響は、どの産品の市場参入が緩和され

                                                        
35 McKinsey Global Institute: Emerging global labour market（2005）（マッキンゼー・グローバル・インス

ティテュート: 「2005 年グローバル労働市場の出現」pp. 27-28）、 P. Auer、G. Besse、D.Méda 共編: 
Offshoring and the internationalization of employment（「オフショアリングと雇用の国際化」ジュネーブ、ILO、

国際労働問題研究所、2006 年）: M. Lübker 著: “International outsourcing, employment and inequality: Some 
issues”（「国際的なアウトソーシング、雇用および不平等: 課題について」） 
36 前掲書 McKinsey Global Institute 
37 前掲書 OECD: OECD Employment Outlook（「OECD 雇用見通し」論説） 
38 アルゼンチン、オーストラリア、ボリビア、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、

グァテマラ、インドネシア、マレーシア、ニュージーランド、パキスタン、パラグアイ、フィリピン、

南アフリカ、タイおよびウルグアイ 
39 ILO: Key Indicators of the Labour Market（KILM）（ILO:「主要労働市場指標」ジュネーブ、2005 年） 
40 2004 年の EU25 カ国における世界の輸出および輸入に占める農業製品の割合は、44％と 44.6％であ

り、アメリカは、それぞれ、10.2％と 10.5％であった。WTO: International Trade Statistics 2005（世界貿易

機関：「2005 年世界貿易統計」ジュネーブ、2005 年）、表 IV. 8、p. 116 

世界的な部品調達は、

先進工業国の雇用に 

さほど影響していない 

EU 25 カ国とアメリカ

が農業製品の生産と 

貿易を支配 

農業保護の軽減と 

 



変化の原動力 

仕事の世界におけるパターンの変化 15

るかに大きく依存している。 も保護が手厚い農産物の多くは、低開発国の

も貧しい地域の も貧しい農家が生産している産品ではないのである。これら

の農家の展望を期待のもてるものにするためには、貿易障壁を低くすると共に

以下の対策を講じる必要があるだろう。すなわち、農業収穫高を高め貯蔵施設

を改善する、農産物が国内市場と輸出のための輸送拠点に確実に届くようにす

る、また、仲介業者及び食品小売業を支配している大手スーパーマーケット・

チェーンとの交渉能力を高めることである。41 

 

 

ⅱ 多国籍企業による投資拡大が仕事に及ぼす影響 

 

39．1990 年以降、海外直接投資(FDI)は、ほぼ毎年貿易の伸びを上回るペース

で拡大している。上述の貿易パターンの変化は、FDI の趨勢を反映している。42 

ほとんどの FDI は、引き続き先進国の大型市場に向かっている43 が、1990 年

代以降、輸出に力を入れることに成功している開発途上国グループへの FDI の

流れが際立って拡大している。これに、複数の国が行った対内投資の流入及び

利益の本国送金に対する規制緩和、ならびに、輸出加工区の設置などの対策が

続いた。既存資産の吸収・合併（M&A）もまた、特に公営企業の民営化を幅広

く実行した国々において、新規資産への投資（グリーンフィールド FDI）をは

るかに上回るペースで拡大した。 

 

40．年間の FDI の流れは景気変動によって異なるが、過去 15 年にわたり、平

均して全流入額の約 3 分の 2 は、主として先進国から他の先進国に対して行わ

れた。開発途上国は全流入額のうちの約 3 分の 1 を占めているが、流出額につ

いては 10％前後を占めているに過ぎない。この割合は、2004 年にはそれぞれ

36％と 13％に増加した。中国が FDI の開発途上国への流入額をますます独占す

るようになっている一方、アメリカは、対外直接投資の主要な源であり続けて

いる。世界の FDI の顕著な特徴は、投資国・受入国が比較的少数の国々に集中

していることである。2002～04 年に、海外への FDI 投資の上位 20 カ国中 15 カ

国は、FDI の受入れでも上位 20 カ国以内に位置していた。44 開発途上国の受

入れ上位 5 カ国は、中国、香港（中国）、ブラジル、メキシコ及びシンガポール

                                                        
41 S. Polaski: Winners and losers: Impact of Doha Round on developing countries（「勝者と敗者: 開発途上国

に対するドーハラウンドの影響」ワシントン DC、カーネギー国際平和基金、2006 年） 
42 UNCTAD:FDI Statistics Online（国連貿易開発会議: オンライン FDI 統計、

http://222.unctad.org/fdistatistics） 
43 J.R.Markusen、K.E.Maskus: General-equilibrium approaches to the multinational firm: A review of theory and 
evidence, NBER Working Paper 8334（「多国籍企業への一般均衡アプローチ: 理論と証拠の検討」NBER
ワーキング・ペーパー 8334、http://www.nber.org/papers/w8334、2006 年 4 月 11 日アクセス） 
44 その国とは、アメリカ、英国、ルクセンブルグ、スペイン、フランス、カナダ、香港（中国）、日本、

ベルギー、イタリア、オーストラリア、シンガポール、ロシア連邦、ブラジルおよび韓国（大韓民国）

であった。UNCTAD: World Investment Report 2005: Transnational corporations and the internationalization of 
R&D（国連貿易開発会議: 「2005 年世界投資報告書: 多国籍企業および R&D の国際化」ニューヨーク、

ジュネーブ、2005 年）、付属書、表 BI 

海外直接投資の流れが

新興輸出国に広がる 

FDI は主に先進工業国

と一握りの開発途上国

に流れる 

農村の雇用戦略が必要
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であるが、これらの国々で開発途上国への投資額の 60%超を占めていた。45 

 

41．2004 年までに、少なくとも 7 万社の多国籍企業（MNE）の 69 万の海外関

連会社は、全世界の生産高の 10％、世界輸出額の 3 分の 1、そして投資（総資

本形成、GCF）の約 10％を占めていた。多国籍企業の海外関連会社の売上高の

伸びは、1982 年から 2004 年の期間にわたり、世界の輸出額を著しく上回って

いた。46 ILO の推計では、2000 年の多国籍企業による直接雇用は、1970 年代

半ばの約 4,000 万から増加し、1 億に迫っていたとしている。これは、世界の総

雇用への貢献度としては約 3.4%で、比較的少ない。この推計値は、中小の多国

籍企業における雇用を実際より少なく数えていること、雇用統計は事業所の所

有権を特定しないことが多いこと、また、フランチャイズやライセンス許諾な

ど、株式以外の投資形態における雇用の計測が困難なことにより、おそらく低

く見積もり過ぎているのだろう。47 この推計値にはまた、外国企業の存在が現

地企業に生み出す間接的雇用が含まれていない。両方とも、変化はあるものの、

かなりのものと成り得る。 

 

42． 各国政府は、MNE を誘致するために政策を変更する主な理由の一つとして、 

FDI によって仕事が創出される可能性を挙げている。このことは、諸国政府が

投資家へのインセンティブ（優遇策）として、自国の労働保護を弱める場合が

あるのではないかという懸念を生み出した。FDI を誘致するための政策競争に

関する OECD の調査研究は、労働基準への下降圧力が増す危険は常に存在して

いると指摘している。しかし、その研究では、「低基準の国が、外国企業に避難

地（ヘイブン）を提供するとの明らかな証拠は存在しない」48 と結論づけてい

る。この知見は、FDI の流れと、結社の自由及び団体交渉権、民主主義がより

強力であることとの間に相関関係があるかどうかについての ILOの詳細な分析

によって再確認されている。生産性の増大を計算に入れてもなお、これらの権

利が労働コストを増加させるという幾つかの証拠があるにもかかわらず、民主

主義の基本的な礎石としての結社の自由がもたらす経済社会の安定性は、外国

投資家にとって魅力的なものなのである。49 

 

43．上述の説明のとおり、FDI の雇用創出の潜在能力は誇張して述べられる可

能性がある。開発途上国における実証研究によれば、FDI が雇用労働市場に大

                                                        
45 同書 
46 同書 
47 K.B.Kim 著: Direct employment in multinational enterprises: Trends and implications（「多国籍企業におけ

る直接雇用: 傾向と結果」ジュネーブ、ILO、近刊） 
48 OECD：International trade and core labour standards（OECD:「国際貿易と中核的労働基準」パリ、2000
年)、p.34。および D. Kucera：The effects of core workers’ rights on labour costs and foreign direct investment: 
Evaluating the conventional wisdom（「労働費用および外国直接投資における中心的労働者の権利の影響：

伝統的な知恵を評価する」、ILO、ディーセント・ワーク調査プログラム DP/130/2001） 
49 D.Kucera、R.Sarna 共著：How do trade union rights affect trade competitiveness? Working Paper No. 39（「労

働組合の権利はいかに市場競争力に影響を及ぼすのか？」調査報告書 No.39、政策統合局 ジュネーブ、

ILO、2004 年） 

多国籍企業の海外での

雇用は拡大、しかし、

世界の雇用拡大への 

貢献は控えめ 

結社の自由は海外直接

投資（FDI）を抑止する

という証拠はない 
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きな影響をもたらすという報告はない。投資全体に対する FDI のシェア増加は、

労働需要のパターンを熟練度の高い労働者にとって有利なものに移行する一方

で、全体的な雇用の弾力性を減少させる傾向をもたらしている。その結果、賃

金の不平等が拡大している。一方、肯定的な側面としては、投資全体に対する

FDI のシェアが拡大すると、熟練度の高い労働者と低い労働者の双方の雇用の

平均的な質が、ともに改善されるという傾向がもたらされている。50 「グリー

ンフィールド」投資と M&A が雇用に与える影響の比較分析については、今の

ところ明確な結論に達していない。51 

 

 

ⅲ 金融の開放性と雇用 

 

44．1970 年代までは、ほとんどの国で、直接投資の資本よりも、ポートフォリ

オ投資（資産運用投資、証券投資）による資金の流入の方が、厳重に管理され

ていた。資本の自由な移動は、1970 年代初期まで維持された固定為替相場制に

対するリスクであったからである。1970 年代の後半に始まった先進工業諸国に

おける資本規制の自由化は、1980 年代に大きなうねりとなった。開発途上国の

多くは、過去 10 年間に FDI を奨励する政策措置を採択することに加え、さま

ざまな形態の資本規制を撤廃することで資本勘定を自由化している。これは、

資本の真にグローバルな市場の誕生に道を開き、国際的な資本移動を加速化さ

せることとなった。世界全体の民間資本移動総額は FDI、ポートフォリオ、そ

の他の投資の流入と流出の絶対的価値の総額に等しいが、1990 年以前は世界の

GDP の 10%未満であったのに対し、過去７年間では世界の GDP の 20％を超え

ている。52 

 

45．1990 年代において外国資本の流入額が増えたにもかかわらず、新たなイン

フラストラクチャー及び生産能力への投資－総固定資本形成（GFCF）－は 1990

年代を通して世界の GDP の 22％前後にとどまった（図 3 参照）。民間資本もま

た主に豊かな国に向けて流れる。2002 年には（全地域のデータがそろう 新年）

民間資本移動総額は、高所得国における GDP の 23.2％に対して、中所得国では

わずか 12.3％、また低所得国では 4.6％となっている。さらに、開発途上国への

外国資本移動は、中所得国 12 ヵ国に集中するなど、不均衡である。53 

                                                        
50 ILO：Trade, foreign investment and productive employment in developing countries （ILO:「開発途上諸国
における貿易、外国投資および生産的雇用」第 291 回 ILO 理事会、ジュネーブ、2004 年 11 月、GB.291・
ESP/2、35 節） 51 C.Calderón、N.Loayza、L.Servén：Greenfield FDI vs. mergers and acquisitions: Does the distinction matter?  
Working Paper No. 173（「グリーンフィールドの海外直接投資と吸収合併：区別の重要性」 調査報告書
No.173  チリ：チリ中央銀行） 52 R. van der Hoeven、M.Lübker 共著：Financial openness and employment: The need for coherent international 
and national policies, Working Paper No. 75「金融の開放性と雇用：整合性のある国際および国内政策の必
要性」調査報告書 No.75、政策統合局 ジュネーブ、ILO、2006 年） 53 中国、ブラジル、メキシコ、香港（中国）、シンガポール、アルゼンチン、マレーシア、バミューダ、
チリ、タイ、大韓民国、およびベネズエラ。R. van der Hoeven、M. Lübker の同書で引用されている
UNCTAD：Handbook of Statistics 2004（「2004 年統計ハンドブック」）を参照 
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46．資本移動増加の大部分を占めるポートフォリオ投資は、FDI よりも流動的

である。国際金融市場におけるこのような流動性が、特に開発途上国の経済と

労働市場にしばしば大きな影響を与える金融危機の一因でもあった。1997～98

年の東アジアの金融危機によって も影響を受けた 5 カ国において、国民 1 人

当たりの GDP の減少は 2.8％（フィリピン）から 14.8％（インドネシア）にま

でのぼった。ラテンアメリカ諸国では、1994～95 年のメキシコの危機によって

所得は 7.8％減少し、2001～02 年のアルゼンチンの金融危機によって国民 1 人

当たりの所得が 16.3％も減少した。54 いわゆる「Sudden Stop（急停止）」の危

機（資本移動の逆流と同時に発生する通貨危機）は、とりわけ生産に対して「通

常の」通貨危機をはるかに超えた悪影響を及ぼす。すなわち、「Sudden Stop」

危機は平均 3 年間で GDP の 13～15％にのぼる累積的な生産の損失をもたらす。55 

 

47．金融危機は、とりわけ開発途上国において、労働と企業に有害な長期的影

響を及ぼす。56 為替レートの切り下げは、外貨建て融資のコスト増加のリスク、

国内需要の減退と生産能力利用率の低下、さらには金利の上昇と相まって企業

に大きな影響を及ぼし、開発途上国の成長軌道を損ないかねない。これは翻っ

て実質賃金の低下、顕在失業の増加、フォーマル雇用からインフォーマル雇用

及び農業への移行につながっていく。57 

 

48．1997～98 年の東アジア危機の期間中に、被害を被った諸国の実質賃金は下

がり、とりわけインドネシアの場合は 41％も減少した。韓国では非農業部門の

雇用の損失は約 210 万にのぼり、インドネシアでは約 250 万、タイでは 140 万

前後にのぼった。58 アルゼンチンは 10 年間で 2 度の金融危機を経験したため、

失業率は中程度の 6.7％（1992 年）からほぼ 20％（2002 年）にまで上昇した。

さらに、被害は短期的なものにとどまらなかった。東アジア危機によって も

大きな影響を受けた 5 カ国（インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、

タイ）の調査データによれば、1998 年にはおよそ 50％の企業が労働力を削減し

た一方で、より多くの従業員を雇い入れた企業はわずかであった。59 解雇をす

れば必然的に企業固有の人的資本が失われる。たとえ国民 1 人当たり GDP が危

                                                        
54 前掲書 World Bank: World Development Indicators 2005（世界銀行：「世界開発指標 2005」）および前

掲書 ILO:「KILM」第４版 
55 Journal of Development Economics（「開発経済ジャーナル（エルセビア）」、Vo.79、No.1、2006 年 2 月）: 
M.M. Hutchinson、I. Noy 共著：“Sudden stops and the Mexican wave: Currency crises, capital flow reversals and 
output loss in emerging markets”（「突発的停止とメキシコ通貨危機：通貨危機、資本フローの逆流と新興

市場における生産損失」） 
56 V.Cerra、S.Chaman Saxena 共著：Growth dynamics: The myth of economic recovery（「成長の力学：経済

復興の神話」、IMF Working Paper（IMF 調査報告書） 05／147（ワシントン D.C.、IMF、2005 年） 
57 E.Lee：The Asian financial crisis. The challenge for social policy（「アジアの金融危機－社会政策のチャ

レンジ」ジュネーブ、ILO、1998 年）。前掲書、R.van der Hoeven、M. Lübker 共著も参照 
58 G. Betcherman、R. Islam 共編：East Asian labour markets and the economic crisis（「東アジアの労働市場

と経済危機」ワシントン D.C./ジュネーブ、世界銀行/ILO、2001 年） 
59 D.Dwor-Frécaut 他共編：Asian corporate recovery. Findings from firm-level surveys in five countries（「アジ

アの企業復興 5 カ国における企業レベルの調査結果」ワシントン D.C.、世界銀行、2001 年）、第 1 章 

金融危機は深刻な不況

をもたらす 
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大幅な雇用減からの 
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機以前の水準まで回復したとしても、危機の影響はいまだに歴然と雇用指標に

現れている。インドネシアなど も大きな影響を被った諸国では、2005 年の

データによれば、失業率はまだ危機以前の水準にまで回復していなかった。60 

 

49．このような労働市場の回復の遅れは、金融危機によって労働者が不相応な

コストを負担させられることを意味している。その上、国民所得に占める労働

の割合の動向をたどると、金融危機がとりわけ労働者にとって有害であること

がわかる。近年の調査が指摘するとおり、金融危機は GDP に占める労働報酬の

シェアに永続的な負の効果を及ぼす。従って、金融危機は 1990 年代初期以降に

見られる労働シェアの長期的な減少の背後にある要因なのである。このような

調査の一つは、GDP に占める賃金の割合を指標として用いて次のように報告し

                                                        
60 前掲書 ILO：「KILM」第 4 版 

図 3 世界の GDP に占める FDI（海外直接投資）と投資の推移（1970 年－2004 年） 
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ている。数多くの諸国の例にもとづけば、一回の危機ごとに賃金のシェアは平

均 5％減少し、その後もわずかな回復にとどまる。危機から 3 年後でも、相変

わらず賃金シェアの平均値は危機以前の平均値を 2.6％ほど下回っていた。61 

この減少は「断続的効果」をもたらした。というのも、多くの国は金融危機に

一回以上遭遇するので、危機の期間中に発生する賃金シェアの減少と、その後

の回復が部分的にとどまることとが相まって、賃金シェアが長年にわたって減

少するからである。62 

 

 

４．政治と政策：国と市場の役割 
 

50．政治と政策－そして政治論を誘発する理念－は、仕事の世界の変容が起き

る背景を形成する。政治的・学術的論争の中心をなす長年の問題は、経済活動

全般と特に労働の調整において、国家と市場それぞれの役割の 適なバランス

とは何か、という問いかけにまつわるものである。1970 年代及び 1980 年代に

は、特に各国の財務省及び国際金融機関において、より市場に親和的な見解が

政策思考を独占した。 

 

51．このような変遷の起源をたどることは、本報告書の対象範囲ではないが、

固定相場制の終焉と原油価格の 初の高騰後に生じた1970年代中期のスタグフ 

レーションは、主要先進国の政党にも、大学や政府の政策アドバイザーにも、

明らかに大きな影響を与えた。多くの国では、政府による介入は革新と適応を

阻害し、問題を解決するどころかむしろ悪化させると考えられていた。債務危

機に対処するために、1980 年代に開発途上国が安定化策と構造調整策を採用す

るにしたがい、OECD 諸国の政策転換はこれらの国々の多くにも波及した。こ

れらのイニシアチブの大部分は、世界銀行と IMF により遂行されたものだが、 

貿易自由化プログラムと外国投資制度が組み入れられていることが多かった。63 

 

52．1990 年代半ば以降に、国の関与を 低限に留めることで市場の調整がより

うまく、より早く進むとの見方への信頼が薄らいでいった。これは、特に市場

経済への移行を図っていた東欧諸国での深刻な不況の継続、アジア及びラテン

                                                        
61 D.Diwan 著：Debt as sweat: Labour, financial crisis, and the globalization of capital（「債務労働：労働、金

融危機、および資本のグローバル化」 2001 年現在の草案 ワシントン DC、世界銀行、謄写印刷物、P.6）。
過去 30年間における賃金の累積減少は、GDPの 4.1％と推定されており、とりわけラテンアメリカでは、

この数字は大きく、1970-90 年の間に賃金の累積減少は GDP の 6.7％に達した。A.Harrison 著：Has 
globalization eroded labor’s share?  Some cross-country evidence（「グローバル化は労働分配率を低下させた

か？いくつかの国際的証拠に基づいて」ケンブリッジ、MA、全米経済研究所、2002 年、謄写印刷物） 
62 G.A.Cornia（編集）：Inequality, growth and poverty in an era of liberalization and globalization（「自由化と

グローバリゼーション時代の不平等、成長、そして貧困」、（オックスフォード、オックスフォード大学

出版、2004 年）: R.van der Hoeven、C.Saget 共著：“Labour market institutions and income inequality: What are 
the new insights after the Washington Consensus? ”（「労働市場制度と所得不平等：ワシントン・コンセンサ

ス後の新たな洞察とは何か？」） 
63 前掲書 第 291 回 ILO 理事会資料 GB.291/ESP/2 

国と市場の役割におけ

るバランスの変化 

経済介入の効果への 

疑問 

貧困と社会的不平等に

対する新たな関心 



変化の原動力 

仕事の世界におけるパターンの変化 21

アメリカの金融危機、アフリカにおける成長促進の失敗によって引き起こされ

たものである。国内における、また国家間の社会的不平等に対する懸念の高ま

りも再浮上した。国際的なレベルでは、貧困削減、社会的一体性の醸成と雇用

創出などが再び政策課題の俎上にのると共に、1995 年のコペンハーゲンにおけ

る世界社会開発サミットで新たな勢いを得た。社会開発サミット及び 1990 年代

に開催されたその他の主要な国連サミットのフォローアップは、ミレニアム・

サミットとさらに国連の 60 周年に当たる 2005 年に開催された世界サミットに

おいて頂点に達した。 

 

53．過去 20～30 年間にわたり、国と市場が果たすべき役割に関する政策論争が

繰り広げられてきた間に、多数の諸国で明らかな政治的変化が生じた。権威主

義的かつ独裁的な体制は、多くの国でより民主的な政府の形態に取って代わら

れてた。立法、行政機関の選挙に加えて、その他の説明責任の機構も、市民社

会組織（活動的で、しかも多くの場合、国際的なつながりをもっている）や表

現の自由の新たな行使方法の出現とともに増えてきた。政治的論争や政治活動

は市民権、政治的な権利及び経済的・社会的権利に関する論議にますます影響

を受けるようになり、国際文書が引き合いに出されることも増えてきている。

こうした動向は、仕事における基本的原則及び権利に対する認識の高まりと、

これを提唱する行動に反映されている。 

 

54．国と市場が果たすべき役割に関する議論においては、近代的な自由主義に

軍配が上がったとする意見もあるが、新たなバランスの実現からはほど遠いと

主張する者も大勢いる。こうした背景のもと、雇用政策、社会保障、労働市場

の規制に関する議論では、社会的一体性や利害の衝突の緩和ではなく、競争力

や変化の促進へと関心が移っている。とはいえ人々の生活の中で重大な役割を

担う仕事の世界に、経済的・社会的な緊張が集中することも多い。市場の規制

者、市民の権利の保証人としての国の役割は、仕事の組織や雇用成長に重点を

置いた上で、国と市場のバランスを図ろうとする継続的努力の中心的課題とな

っている。 

 

民主化が労働関係に 

及ぼす影響 

市場と国の果たすべき

役割のバランスは 

定まっていない 
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 Ｂ．グローバルな労働市場における動向 
 

 

55．雇用構造、労働条件、社会保障制度のパターンは、変化を推進する力に適

応しつつ、それぞれもまた変化の原動力を形成している。人口動態変化、ICT

の革新と普及、グローバルな市場経済の広がりは、相互に作用を及ぼし、職場

や労働市場の主たる変化を誘発している。以下では、仕事のパターンに関する

主な変化に注目することとする。 

世界の労働力の規模と構造 

グローバルな生産システムの出現と国際分業における変化 

開発途上国における農業労働離れとインフォーマル経済の成長 

貧困と仕事から得られる収入 

雇用の機会均等 

労働条件の多様性 

社会保障の新たな課題 

 

 

１．世界の労働力の変化 
 

56．2005 年には、世界の 46 億人の就業年齢人口のうち 30 億人以上、すなわち

約 3 分の 2 が実際に仕事をしているかまたは求職中であった。64 これらの人口

の 84％はアジア太平洋地域、アフリカ、ラテンアメリカ、カリブ、及び独立国

家共同体（CIS）諸国や南東欧の移行国に居住し、残りの 16％は EU 及びその

                                                        
64 就業年齢人口には 15 歳以上の者が含まれる。労働力（または経済活動人口）とは、仕事をしている

（雇用されている）かまたは求職中（失業している）就業年齢人口部分をさしている。雇用とは、第 13
回国際労働統計家会議（1982 年）で採択された決議の定義に従い、参照期間中に、給料（現物支給を含

む）、収入、または家計所得を得るために何らかの仕事をしたか、または一時的に休職していた、特定

年齢以上の者を意味する。総労働人口には、（1）賃金･給与労働者（被雇用者）、（2）自営労働者、及び

（3）（無給の）家族労働者が含まれている。自営労働者は従業員のいる自営労働者（雇用者）、従業員

のいない自営労働者（自己採算労働者）、及び生産者協同組合の会員に分類される。 

変化の原動力に対して

仕事のパターンはどの

ように変化しているか 

世界の労働者の大半

は、開発途上国で暮ら

している 
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他の西欧諸国、北米、日本、オーストラリア、及びニュージーランドに居住し

ている。65 

 

57．開発途上国では、人口の多いアジア太平洋地域が、全労働者の 57%と多数

を占めている。大国である中国とインドはそれぞれ、世界の労働者の 26.0％と

14.8％を占め、サハラ以南アフリカが 9.3%、北アフリカと中東が 4.1％、ラテ

ンアメリカとカリブが 8.4％、EU 以外の南東欧と CIS 諸国が 5.9％を占めてい

る（図 4 参照）。66 

 

58．1995～2005 年に、失業者（働く意思はあるが正規雇用に就けない者）の数

は 1 億 5,730 万人から 1 億 9,180 万人へと 21.9％増加した。67 そのため失業率

も、6％から 6.3％に増加している。東アジアとラテンアメリカにおける経済危

機、その後の不況、並びに中・東欧及び CIS の移行経済諸国が、世界的な失業

者数の増加の主な要因である。2002 年から 2005 年にかけて世界経済は比較的

堅調だったにもかかわらず、世界の失業率は 6.6％から 6.3％へとわずかに減少

したに過ぎない。失業率は労働市場の逼迫や脆弱性の指標として広く利用され

ているが、貧しい者には、貧困率が高くセーフティーネットの存在しない開発

途上国で働く以外の選択肢はない。こうした人々が就く仕事はしばしば非正規

な性格のもので生産性が低く、報酬もわずかだが、厳密な意味での「失業」に

は該当しない。68 

 

59．労働力参加率、すなわち就業しているか、または積極的に求職中の就業年

齢人口の割合は、国や地域によって大きく異なる。69 社会保障が存在しないか

皆無に近い低所得国ほど、この割合は高まる傾向があるが、これは人々が貧困

ゆえ、生きるためには働かざるを得ないからである。東アジアと東南アジア、

及びサハラ以南アフリカは、1991 年以降もっとも高い労働力参加率を維持し続

けている。ただし女性の労働力参加率も労働力参加率全体に影響を及ぼす。例

えば中東や北アフリカは、主として女性の労働力参加が低いために、伝統的に

労働力参加率が世界で も低かった（図 5 参照）。大半の工業国では労働力参加

率が過去 10 年間増加しているが、こうした諸国の間でもトルコは 50％、アイ

スランドは 75％と、大きな格差が見られる。70 

                                                        
65 ILO: Global Employment Trends Model database（ILO:「世界の雇用動向モデルデータベース」ジュネー

ブ、2006 年）http:/www.ilo.org/public/English/employment/start/wrest.htm 参照 
66 同上 
67 第 13 回国際労働統計家会議（1982 年）で採択された決議によると、失業者の標準的な定義とは、仕

事がなく、過去 近の期間において求職をしており、現時点で仕事のできる者をいう。失業率とは、（国

または特定の労働者層の）失業者総数を対応する労働力で割って計算される値をさしている。 
68 第 16 回国際労働統計家会議（1998 年）は、不完全雇用を測定する方法を促進することを目的として、

不完全雇用と不適切な雇用状態の測定に関する決議を採択した。しかしながら、完全雇用状態にはない

が、失業しているとは言えない者の数などに関する推計データを収集している開発途上国はほとんどな

い。 
69 ILO: World Employment Report 2004-05（ILO:「世界雇用報告 2004-2005 年」）表 1.3 
70 前掲書 ILO:「KILM」第 4 版 

中国とインドが世界の

労働者の 40％以上を

占めている 

増加する失業者 
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60．労働力参加率の変動を説明する主な要因としては、1 人当たりの所得水準

に加え、女性の自宅外での就業の有無、フルタイムの教育に留まる若者の数と

その期間、高齢者が労働力から引退する実質年齢が挙げられる。また、なかん

ずく女性と男性に不平等な役割を割り振るという社会的文化的価値観を反映す

ることの多い公共政策も、こうした変数のすべてに影響を及ぼしている。さら

に労働者の健康状態も関係する。 

 

61．女性は世界の労働力の 40％を占めている。1991～2005 年に、世界の女性労

働者数は 10 億人を下回るところから 12 億 2,000 万人まで増加したが、これは

主に開発途上国での増加成長に負っている。これは就業年齢の女性の 52.5％に

相当する。女性の労働力参加率は上昇したが、女性は男性と比較すれば不均衡

に家事労働とケア労働に携わっている。労働に参加している女性のうち、25～

女性の教育機会、 

健康と社会的地位が、

就業者数に影響する 

女性の就業者数は増加 

図 4 アジア太平洋地域は、世界の雇用の半数以上を占める 

   世界の雇用の地域別割合（2005 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 5 女性の労働参加率の地域別変化（1991 年と 2005 年） 

 

 

　出典：ILO: Global employment trends, estimation model 2005（「世界の雇用動向」）
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　出典：EAPEPデータベース　第5版（2005年と1991年）、ILO：Global employment trends, estimation model, 2005 (「世界の雇用動向」)を参照
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54 歳の女性の就業は増加したものの、より若い年齢の女性の労働力参加率は、

主として教育年数の増加により減少している（図 6 参照）。71 しかし、女性は

いまだに労働市場への平等な統合において、多くの障壁に直面している。働く

女性は男性よりもケア経済に貢献しており、インフォーマル経済、農業部門及

び特定の雇用の職業に偏っている。男性と比較すると女性の収入は低く、仕事

は不安定であり、昇進の機会も与えられていない。大学を含めた教育の分野で

はジェンダー格差は縮小したが、専門職や管理職では女性の比率が教育分野の

ようには増えてはいない。 

 

62．2005 年の女性の失業率は世界全体では男性よりもわずかに高く、7,900 万

人の女性が求職中であった。移民、若者、高齢者、農村部居住者、障害者など

の社会的に脆弱な集団では、男性よりも女性の方が全般的に失業率が高かった。 

 

63．1995～2005 年、若年の失業率は全世界で 12.1％から 13.7％に上昇した。72 若

者と成人の失業率の比率は、世界全体で同時期にわずかに悪化している（1995

年の 2.9 対 1 から、2005 年には 3.1 対 1）。全体的に、若者は成人労働者よりも

失業率が高く、2005 年に開発途上国では 3.3 倍、先進国においても 2.3 倍高か

った。73 

 

64．15～24 歳の若者の労働力参加率は、1995 年から 2005 年までの間に総体的

に減少した。特に以下の諸国において、若者の労働力参加率が大きく落ち込ん

だ。中欧と東欧（EU 非加盟国）で－11％、CIS で－6.4％、東アジアで－9.7％、

                                                        
71 ILO：Economically Active Population Estimates and Projections（EAPEP）database（ILO:「労働力人口統

計予測（EAPEP）データベース第 5 版」）http:laborsta.ilo.org 
72 前掲書 ILO:「KILM」第 4 版 
73 前掲書 ILO:「世界の雇用動向」モデルデータベース 

女性の方が高い失業率

若者の失業の増加 

若者の労働力参加率の

低下 

図 6 年齢別の男性と女性の労働力参加率（2005 年） 
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南アフリカで－5.6％である。若者の労働力参加率は、世界の低所得地域では（わ

ずかに減少しているものの）依然としてかなり高い状態を維持している。2005

年には、サハラ以南アフリカの諸地域における平均労働力参加率は 64.8％だっ

た（これに対して EU では 44.1％）。西欧（EU 非加盟国）と中東では若者の労

働力参加率全体が増加した。74 

 

65．若者の労働力参加率の低下は、典型的にはそれぞれ「良い」作用と「悪い」

作用の結果に帰せられる。「良い」作用とは、より多くの若者がより長い期間、

教育制度に留まっているという点である。「悪い」要因は、自分に適した雇用機

会は少なく、求職活動は無駄であると信じて就業意欲をそがれる若者が増えて

いることである。 

 

就学も就業もしていない若者（NEET） 

OECD 諸国のデータによると、1993 年から 2004 年にかけて若者、特に若い女性の間に就

業意欲を失う若者が増えていることが示されている。同時期に、若者人口に占める就業意

欲を喪失した労働者の割合は 150％増加した（若い男性は 130％、若い女性は 180％増加）。1 最

近の研究によると、就業意欲を喪失した若者の数は、南東欧で特に高くなっている。2 

2000 年代初頭には、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア及びコソボで

は 15～19 歳の若者の約 3 人に 1 人が就学も就業もしていなかった。3 就業の意思があっ

たとすれば、「就業も就学もしていない者（NEET）」は、厳密な意味では意欲喪失者にし

か該当しない。しかし、就業の意思に関する情報が欠如している中では、NEET 自体は十

分に活用されていない資源の尺度に代わるものとして有用である。というのは、NEET に

は失業者も、就業意欲喪失労働者ないし何らかの理由により全く働く意思のない者も含ま

れるからである。若い人々における「NEET 性」の現象は、若年層の社会への統合をめざ

している政府にとってますます難しい問題になりつつある。特に低所得国では、大半の若

者は教育インフラの不足や教育資金が支払えないために、就学を続けるという選択肢をも

てない状況にある。若者は自らと家族の最低限の生活を維持するためにどんな仕事でもし

なければならない立場に置かれているのである。 

 

1．OECD, Labour Force Statistics database, (“discouraged workers”dataset) 

(OECD:「国際労働統計データベース」“就業意欲を喪失した労働者”データセット) 

2. International Labour Review (「国際労働評論」ジュネーブ、2005 年) Vol. 144, No. 2, pp. 161-187: A. 

Kolev、C. Saget:“Understanding youth labour market disadvantage: Evidence from south-east Europe” 

(若年労働市場の不利点についての理解：南東欧の検証） 

3. 同上 

 

66．2004 年には、2 億 1,800 万人の子どもが児童労働に囚われており、そのう

ちの 1 億 2,600 万人が危険な労働に従事していた。5～11 歳の子どもでは、児童

労働や危険な労働をしている女子の数は男子と均衡しているが、これよりも年

上の子どもになるほど、男子の比率が高まっている。しかしながら、過去 4 年

                                                        
74 前掲書 ILO: EAPEP データベース第 5 版 

就業も就学もしない 

若者の増加 

児童労働者数が低下す
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間では児童労働者の数は世界で 11％減少しており、危険な労働に就いている子

どもの数は 26％減少した。5～14 歳の年齢層では、危険な仕事の就労者が 33％

も低下している。つまり世界では児童労働が減少しており、有害な仕事や脆弱

な立場の子どもたちであればあるほど、減少率は高くなっている。75 

 

67．世界的に見て、寿命の伸びと出生率の低下によって、60 歳以上の人口がそ

の他のどの年齢層よりも急速に増えている。50 歳以上の全労働者の労働力参加

率は、世界的に増加しており、この傾向は今後も続くと予想されているが、男

女の間では大きな違いがある。すなわち、特に 55 歳を超える年齢層では、以前

は高かった男性の労働力参加率が低下しており、その代わりに女性の労働力参

加率が増加している。高齢労働者の労働力参加率は、男女ともにアジアとアフ

リカが世界で も高くなっている。アフリカでは 64 歳以上の人口の約 49％、

アジアでは約 25％が主に農業部門での仕事を続けているが、世界の先進地域で

はこの割合は 10％に満たない。76 ラテンアメリカでは、高齢男性の労働力参加

率は高いままで推移している。他方で高齢女性の就労率はかなり低い。世界の

人口の平均年齢が上がるにつれて、年金制度財源に対する退職年齢の影響が増

している。 

 

 

2．グローバル生産システムと雇用の変化 
 

68．1980 年代半ば以降、貿易投資障壁の緩和、輸送費の減少、技術の急速な進

歩により、生産工程を細分化し、複数の諸国に生産拠点を置くことによって、

低コストの恩恵、原料の入手可能性、より有利な政策環境を享受できる可能性

が高まった。その結果、先進国と開発途上国の製品や労働市場をつなぐグロー

バル生産システムが生まれた。77 こうした生産システムは、購入者主導、生産

者主導、及び特に 1990 年代中期からはインターネット志向のシステムとなって

いる。購入者主導のチェーンには、衣類、玩具、電子製品などの生産の分散化

を、多くの輸出国（主に開発途上国）で進める大規模な小売業者、販売者、ブ

ランド製品のメーカーが関わっており、また生産者主導のチェーンには、生産

ネットワークの主な調整役を務める（資本集約的、技術集約的な産業、例えば

自動車産業などに典型的に見られる）大規模な、通常は国際的なメーカーが関

わっている。そしてインターネット志向のネットワークは受注生産式のモデル

にもとづいており、以前は不可能だったような規模の市場や効率を可能にして

                                                        
75 ILO: The end of child labour: Within reach, Global Report I(B)（「児童労働のない世界：手に届く目標」、

第 95 回 ILO 総会グローバルレポート報告書 I(B)、ジュネーブ、2006 年） 
76 前掲書 ILO: EAPEP データベース 第 5 版 
77 S. Hayter 著: The social dimension of global production systems: A review of the issues（「グローバルな生産

システムの社会的側面－問題点の概説」ワーキングペーパーNo. 25、政策統合局、ジュネーブ、ILO、2005
年） 

高齢男性は就労率低下

女性は上昇 

グローバル生産システ

ムの隆盛 
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いる。78 

 

69．過去 10 年ほどの間に、より多くの開発途上国が複雑な製品を作る能力を身

につけ、グローバル生産チェーンにおいて高付加価値の活動を取り込む競争に

参加するようになっている。購入者主導の生産システムは、輸出志向の工業化

の重要な道筋となっている。開発途上国の地元企業は、先進国の大手企業との

関係を緊密化できるようになり、それによって技術や知識の移転が促進され、

また重要なインプットが常に得られるので、地元企業は事業を改善することが

できる。外国市場の消費者の嗜好や国際価格水準、輸出品の品質や納入につい

て学んだ地元企業は、単なる組立作業から完成品の供給業者へと徐々にステッ

プアップすることができ、やがては自社製品の設計やマーケティングを行う企

業へと成長できるのである。79 

 

70．一部の開発途上国の企業は技術力を高めることに成功しているものの、先

進国の企業がもっている技術・投資面での競争優位は、新興国のグローバル市

場への進出をきわめて困難にしている。多くの開発途上国にとって「競争の場」

が対等ではないことについての認識不足は、貿易関係における緊張の主な原因

となる。例えば先進国は、低労働コストの輸入品に対して反ダンピング措置を

使用すると脅す場合があるが、低技術コストの輸入品に対して同じ措置を取る

ことはできないのである。開発途上国の企業にとって、グローバル生産システ

ムへの接近は、その国の社会経済開発において必要不可欠な役割を果たす製品

と生産工程の向上を開始させるための主な方法の一つである。 

 

71．こうした組織化や調整のネットワーク化によって、開発途上国では労働者

が地方から都市に集まり、非熟練労働者に雇用の機会が提供されている。それ

らの労働者の中には、さもなければ賃金雇用の機会がほとんどない女性も含ま

れている。ただし、開発途上国の輸出企業の技術力が高まるにつれて、製造業

において非熟練労働を行う女性がより熟練した技能をもつ男性に取って代わら

れ、女性労働者の占める割合が低下するというケースも報告されている。80 賃

金や労働条件は、開発途上国の方が先進国よりもはるかに低い場合が多いが、

工業化の進んだ国の方が生産性が高いために労働単価は同じような水準である

場合がよくある。こうした比較は不可避であり、グローバル生産システムにお

いて雇用水準の下限を想定することが可能かどうかという問題につながる。 

 

                                                        
78 G. Gereffi 著: The new offshoring of jobs and global development: An overview of the contemporary global 
labour market（第 7 回 ILO ノーベル平和賞社会政策講座「仕事の新たな海外発注とグローバルな発展」、

ジャマイカ・キングストン 2005 年 12 月） 
79 同上 
80 M.Carr、M.Chen 共著：Globalization, social exclusion and work: with special reference to informal 
employment and gender（「グローバル化、社会的疎外と仕事：インフォーマル雇用とジェンダーを中心に」、

ワーキングペーパー No. 20、ILO 政策統合局、ジュネーブ、2004 年） 
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72．一部の製造業における仕事の競争の高まりの影響を評価する一つの方法と

して、製造業が も大きなシェアを占めている工業部門の雇用データを検討す

ることができる。81 1995 年、2005 年ともに、工業部門は世界的には全就業者

の約 21.0％を占めているが、多くの先進国においてその比率は 1995 年の 28.7％

から 2005 年には 24.8％に減少しており、一部の主要な開発途上国では逆に上昇

していることは、この数値の推移には現れていない。開発途上国全体では、工

業部門の労働者が全就業者数に占める割合は 1995 年の 19.4％から 2005 年には

20.2％に増加しており、小数の国が工業部門の労働者数、全産業に占める工業

部門の労働者の割合の両方で同時期に増加を記録している。これらの諸国とは、

ブラジル、中国、インドネシア、メキシコ、パキスタン、ロシア連邦、南アフ

リカ、タイ、トルコ、ベトナムである。工業部門の世界の就業人口は 1995～2005

年に 8,300 万人増加した。この純増分の半数は東アジア及び東南アジアにおい

てであり、この地域は急速にグローバル生産システムの組立センターになりつ

つある。82 

 

73．工業部門での雇用とは対照的に、サービス業の労働者が全労働者に占める

割合は 1995 年の 34.4％から 2005 年には 39％近くまで増加した（図 7 参照）。

先進国では、全労働者数に占めるサービス業の労働者数の割合が 10 年間で

5.3％増加し、2005 年には 71.4％に達している。83 サービス業には、卸売業・

小売業、ホテル・レストラン業、運輸業、倉庫・通信業、金融業、不動産業、

研究開発などのビジネス・サービスや、行政、教育、保健･社会事業、地域･個

人サービス、家事サービスなどがある。このように、サービス業は多岐にわた

り、アウトソーシングが普及するまでは製造会社に含まれていたかも知れない

（ケータリングや清掃などの）会社も含まれている。多くのサービス業では、

国境を越えた移動が可能ではないという理由や商業上の制約から、国際競争は

限られている。しかしながら、一部のサービスに影響を及ぼしている技術革新

や自由化の措置によって、サービス業の国際取引も徐々に増加している。1995

年から 2005 年にかけて、先進国のサービス業では、ビジネス・サービスが も

急速に成長している。さらに教育や保健の部門も、大半の諸国において 大の

使用者として成長を続けている。 

 

 

                                                        
81 農業、工業、及びサービス部門は、国際標準産業分類（ISIC）システム（Revision 2 及び Revision 3）
の分類による。農業部門は、農業、狩猟、林業、漁業の活動で構成される。工業部門は鉱業、採石業、

製造業、建設業、公益事業（電気、ガス、水道）で構成されている。サービス部門は、卸売業･小売業、

レストラン･ホテル業、運輸業、倉庫・通信業、金融業、保険業、不動産業･ビジネスサービス、コミュ

ニティ・社会及び個人サービスで構成されている。 
82 前掲書 ILO: Global Employment Trends Model database（ILO:「世界雇用動向」モデルデータベース） 
83 同上 
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３．世界各地で起きているスキル不足 
 

74．現在の経済及び技術の変革プロセスにおいては、労働者、使用者、管理職

の技能を常に改善させることが必要とされており、技能充実のニーズを も満

たすことのできる諸国が優位に立っている。つまり、現在の成長は、先進国だ

けでなく開発途上国においても技能偏重型である。84 世界的に企業は、柔軟性

と技能に優れ（特にコンピュータ操作能力において）、事業環境の急速な変化に

適応できる労働者を益々必要とするようになっている。さらに企業は、より多

くの知識を備え、自分の仕事の達成方法を自分で考えることができ、生産とサー

ビスの第一線で活躍することできる労働者を生み出すべく、新たな技術を十分

に活用できるように、自社のマネジメント方法を再編する必要に迫られてい

る。85  

 

75．先進国では、専門職、技術職、管理職などの高技能職86 が、1980 年代、1990

年代に全職業の中で も高い成長率を記録した。この傾向は、低技能の工業職

の一部の成長を鈍らせ、低技能のサービス職の一部の成長を促進している。 

 

76．開発途上国の状況はさまざまである。ICT とグローバル市場経済の統合に

よって、一部の諸国は技術や知識の移転の恩恵を受け、標準的な組立作業から

                                                        
84 E.Lee、M.Vivarelli 共編: Understanding globalization, employment and poverty reduction（「グローバル化

と雇用、貧困削減の理解」ニューヨーク、パルグレイブ、2004 年）pp. 39-63：E. Berman、M. Machin 共

著:“Globalization, skill-biased technological challenge and labour demand”（「グローバル化、スキル偏向的

技術の挑戦と労働力の需要」） 
85 D.N. Ashton、J.Sung 共著：Supporting workplace learning for high performance working（「高度の処理能

力のための職場学習支援」、ジュネーブ、ILO、2002 年） 
86 職業分類については、ISCO-68 及び ISCO-88 を参照。
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/introl.htm. 

新しい技能は供給不足 

工業分野では高技能職

が急速に成長 

急速に成長する開発途

上国では技能不足が生

じる 

              図 7 世界の雇用の部門別割合（2005 年） 

 

 
サービス（39％）

農業（40％）

工業（21％）

　出典：ILO：「主要労働市場指標（KILM）」（2005年）
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複雑な製造作業、より高付加価値の活動へとステップアップするのに必要な技

術を会得している。過去 20 年間で、高い技能を要する製造業が、多数の東アジ

ア及び東南アジア諸国（香港・中国、韓国、マレーシア、シンガポール、台湾・

中国）で急速に成長している。南アジアのその他の諸国とアフリカ（バングラ

デシュ、ケニア、モーリシャス、パキスタン、スリランカ）では、製造業にお

ける高技能雇用の割合の低下が見られ、かかる諸国では低技能の組立作業への

特化が進み、グローバル生産チェーンの末端の低技能、低価値、及び低賃金の

労働から抜け出せなくなる危険性が示されている。87 

 

77．現在の経済及び技術の変革は技能偏重型であるため、労働者の訓練（公式

の教育、職業訓練、企業ごとの研修など）の果たすべき役割が重大になってい

る。教育機関、職業安定所、カウンセリングやコミュニティ組織などの公共・

民間の施設が、正規雇用を確保するために技能を磨こうとする労働者を支援す

るべく設立されたが、特に開発途上国においてさまざまな困難に直面している。

現在の職業訓練はごく限られた職種に限られており、使用者のニーズには大き

な変化が生じているにもかかわらず、きわめて限られた技術スキルのみを対象

としている。88 先進国と開発途上国の両方において、早急に識字率を向上させ、

教育全般の水準を高めるとともに、インフォーマル経済に身を置く労働者に需

要のある技能を身につけさせたり、あるいはインフォーマル経済の労働者が提

供可能な技能に対する需要を創出したりするための相当な努力が必要とされて

いる。89 

 

 

４．国際労働力移動の増加 
 

78．貿易と投資における変化は、一部の職種の国境を越えた移動を促し、それ

に加えて、労働者自身も国境を越えて移動している。移民労働者（うち半分は

今や女性である）が世界の労働力に占める割合は増加傾向にあり、2000 年には

世界の移民労働者数は 8,600 万人を超え、そのうちの 3,400 万人は開発途上地域

の労働者であった。経済活動を行っていない者を勘案して計算すると、同年に

は世界人口の約 3％に相当する約 1 億 7,500 万人が、出生国や市民権を有する国

以外の外国に居住していた。1985～1995 年に国際的な移住者の数は年間 600 万

人近く増加しているが、この増加率は世界人口の成長率を上回っている。90 

                                                        
87 UNIDO Industrial Statistics database 2005（国際連合工業開発機関「2005 年工業統計データベース」）

をもとに計算 
88 ILO: Youth: Pathways to decent work（第 93 回 ILO 総会議題資料 VI「若者：ディーセント・ワークへ

の道」）第 55 節 
89 ILO: Learning and training for work in the knowledge society（第 91 回 ILO 総会議題資料 IV(1)「知識社

会における仕事のための学習と訓練」、ジュネーブ、2003 年） 
90 ILO: Towards a fair deal for migrant workers in the global economy（第 92 回 ILO 総会議題資料 VI「グロー

バル経済における移民労働者の公正な取扱いに向けて」ジュネーブ、2004 年） 
 

移民労働者の増加 

新たな技能需要に、 

学校や訓練制度を対応

させる 
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79．移民労働者は、主に 2 種類に分類される。一つは、高い技能を持ち、引く

手あまたの労働者で、こうした人々は通常、移住先の国で居住し働くのに必要

な書類を入手することができる。他方は、同じく需要はあっても、地位と賃金

が低く自国民がやりたがらない仕事において求められる非熟練労働者である。

後者は査証と労働許可の入手に苦労する場合が多い。移民の正規化計画などか

ら得られた情報からは、移民の 10～15％が非正規であることが示唆される。91 

非正規の移民労働者は先進国にも開発途上国にも存在する。 悪のケースでは、

人身取引業者の手に落ちて国境を越えて連れて行かれる者もいる。ILO の 2004

年の推計は、強制労働に従事させられている 245 万人が人身取引によって国境

を越えて移動したとしている。これらの被害者の約 43％は商業的な性的搾取、

3分の1は経済搾取が目的であった。性的搾取の目的で人身取引された者の98％

は、成人女性または少女であった。92 

 

女性の移民労働者は、故郷の家族を助けるために搾取の危険を冒している 

女性の移民労働は、収入の増加につながり、意思決定プロセスにおける女性の役割を高め、

故郷の家族の貧困を削減する、という点では利点がある。ただし女性の仕事は、介護者、

看護師、家事使用人など、従来の「女性の役割」的な仕事に限定されがちである。1 さら

に移住労働をする女性は、特に家事使用人やセックス・ワーカーとして働く場合に、ジェ

ンダーに固有な形態の暴力や性的虐待の被害に対して脆弱である。2 さらに、受入国の移

民政策がジェンダー問題に対する配慮に欠けるものである場合には、女性に不利な影響を

及ぼす恐れがあり、非正規雇用や国外退去させられるリスクが高まる。3 

 

1．M. Chen 他著: Progress of the world’s women 2005: Women, work and poverty (「世界の女性の進

歩 2005：女性、仕事、貧困」ニューヨーク、国連婦人開発基金 (UNIFEM)、2005 年) 

2. Labour Education 2002/4 No. 129: (「労働教育 2002/4」): G. Chammartin 著:“The Feminization of 

international migration”(「国際移民の女性化」ジュネーブ、2002 年) 

3. Omelaniuk 著: Gender, poverty reduction and migration (「ジェンダー・貧困削減・移民」ワシントン

DC, 世界銀行、2005 年) 

 

 

 

５．農村から都市への移住とインフォーマル経済の拡大 
 

80．20 世紀が幕を開ける前に、先進国では産業化によって人口の都市への集中

が生じていた。そして 20 世紀においては、同じ現象が開発途上国においても進

行した。93 地方から都市への人口の移動や都市住民数の増加は、農業基盤の経

                                                        
91 移住の重大な問題に、「非正規移民」がある。つまり、有効な移住書類を持たずに移住する者や、観

光ビザで入国して就労する者、観光ビザの期限が切れた後も帰国しない者など、さまざまなケースが含

まれる。 
92 ILO: A global alliance against forced labour（第 93 回 ILO 総会議題資料 I(B)：「強制労働に反対する世

界的な同盟」、ILO 宣言のフォローアップに関するグローバルレポート、ジュネーブ、2004 年、60 節） 
93 T. Champion、G. Hugo 共編: New forms of urbanization（「新たな形の都市化」（イギリス、アシュゲー

移民労働者に見られる

技能や性別による格差 

故郷を離れて 
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済社会から、より多様な生産システムへと移行する一般的な発展形態の一部と

して生じている。1960 年には世界の就業者の 58％が農業に従事していたと推計

されているが、国別に見た農業従事者の割合は、先進国では約 3 分の 1、開発

途上国では 73％を超えるなど、諸国間で格差が見られた。94 

 

81．2005 年までに農業従事者が世界の総雇用に占める割合は 40.1％へと低下し

た。10 年前と比較して、約 3 ポイントないし 9,000 万人の減少である。先進国

では、総雇用における農業雇用の割合は 4％未満であったが、開発途上国では

48％と変わらなかった。95 農業従事者割合の低下にかかわらず、かかる従事者

の絶対数は今も増加しており、この傾向は南アジア、東アジア、サハラ以南ア

フリカで特に顕著に見られている。 

 

82．世界で も貧しい人々の 4 分の 3 は、開発途上国の農村部に暮らし、直接

ないし間接的に農業収入に依存している。96 従って農業の生産性と収益を高め

ることが貧困の削減には不可欠である。開発政策は主に、「二重経済モデル」に

もとづいており、このモデルは、大半の男女が世帯単位で働く低生産性の農業

部門から、主に都市地域に立地する製造・サービス企業での高生産性の賃金労

働への労働力移動が認識されている。より生産性が高く、そのために賃金も高

い製造業とサービス業の仕事は、農業から労働者を吸引している。しかし、農

村の貧困もまた、より良い仕事を得たいとの希望をもつ人々の都市部への移住

を後押しする場合もある。この希望は必ずしもかなうとは限らないのだが。 

 

83．農村地域では、女性は農村に残って農業を続け、男性はどこか仕事のでき

る地域へと出稼ぎに行って家族に仕送りをするというケースが多く見受けられ

る。しかし、女性もまた農村を離れて働いて得た収入の一部を送金し、世帯収

入を補うようになってきている。人の移住は HIV／エイズの感染を加速化させ、

農村地域が国の大部分を占める特にアフリカなどの国々における生産性改善と

貧困削減の取り組みに対して、大きな脅威となっている。 

 

84．「二重経済」モデルは、既に工業化を終えた諸国の経験にもとづいており、

大半の農業従事者が都市地域の工場へ移動すると想定している。しかしながら、

20 世紀後半には、東アジアと東南アジアを除いて、製造業はもはや雇用の成長

を支える主要部門ではなくなってしまった。開発途上国では、農業雇用の比率

の低下は、サービス業が 1995 年の 28％から、1995～2005 年を通じて 32.6％に

                                                                                                                                             
ト出版、2003 年）: H. Zlotnik 著:“World urbanization: Trends and prospect”（「世界都市化：動向と見込み」） 
94 International Labour Review（「国際労働評論」、ジュネーブ、ILO、1968 年 10 月、pp. 311-336）：P. Bairoch、
J.M. Limbor 共著:“Changes in the industrial distribution of the world labour force, by region, 1880-1960”（「地

域別世界の労働力の産業配置における変化 1880－1960 年」） 
95 前掲書 ILO: KILM 第 4 版 
96 IFAD: Rural Poverty Report 2001（農業開発国際基金：「2001 年農村貧困報告書」、オックスフォード、

オックスフォード大学出版局、2001 年） 
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上昇したのと同時期に起きている。97 サービス業の幾つかのカテゴリーの中で、

雇用が も早く増加しているのは商業であるが、これには開発途上国の町と都

市部に広がる小規模なインフォーマルな商売も含まれる。98 

 

85．「インフォーマル経済」の定義は国によって異なるために、この経済の規模

を測ることは困難である。99 しかしながら ILO は、1990 年代後半の非農業雇

用に占めるインフォーマル雇用は、北アフリカで 48％、サハラ以南アフリカで

72％、ラテンアメリカで 51％、そしてアジアでは 65％であったと推計している。100 

ILO の 近の調査では、製造業主導で開発が進む東アジアと東南アジアの急速

に成長している諸国では、インフォーマル経済の規模が徐々に縮小しているこ

とが示されている。その他の成長速度の遅い諸国、特にアフリカやラテンアメ

リカでは、主にサービス部門、特にインフォーマルな小規模取引部門の労働者

数が大きく増加している。貧困の動向はこのパターンを映し出している。つま

り、インフォーマル化が縮小しつつある国では、貧しい労働者の数も減少して

いる。インフォーマル化が進みつつある国では、貧困な労働者の数は増加して

いるか、横ばいである。101 

 

86．社会保障制度が皆無またはそれに等しい諸国においては、インフォーマル

経済だけが、高齢者、移民、少数民族、その他の社会的弱者の男女に、生活の

糧を与えている。102 安定の欠如と貧困は、児童労働の問題も生じさせている。

開発途上国７カ国を対象とした ILO の調査では、部分的にもインフォーマルに

操業している零細・小企業での雇用の割合は、大企業と公共部門の雇用が減少

する景気後退期に増加すると述べている。そのような企業の多くは女性が事業

主であることが多く、生存を主眼として貧弱な質の雇用を提供している。同じ

調査は、こうした零細企業と、より活発で栄えている小企業の形態とに明白な

差異を見出している。後者は、経済が上向くと雇用を拡大する傾向があり、ま

た、相対的に経済成長が強い国でより多く見られた。103 

 

 

 

                                                        
97 前掲書 ILO: Global Employment Trends Model（ILO:「世界雇用動向」モデルデータベース） 
98 N. Majid 著: On the evolution of employment structure in developing countries, Employment Strategy Paper
（「開発途上国における雇用構造の変化について」雇用戦略文書 2005/18、ジュネーブ、ILO、2005 年） 
99 R. Hussmanns 著: Measuring the informal economy: From employment in the informal sector to informal 
employment（「インフォーマル経済の測定：インフォーマルセクターにおける雇用からインフォーマルな

雇用まで」、ワーキングペーパー No. 53、政策統合局、ジュネーブ、ILO、2005 年） 
100 ILO: Women and men in the informal economy: A statistical picture（ILO:「インフォーマル経済の女性と

男性：分析図」、ジュネ－ブ、2002 年）、p.7 
101 前掲書 N. Majid 著 
102 第 90 回 ILO 総会（2002 年）で採択された適正な仕事とインフォーマル経済に関する結論及び ILO: 
Decent work and the informal economy（同会議題資料 VI:「ディーセント・ワークとインフォーマル経済」） 
103 G. Reinecke、S. White 共著: Policies for small enterprises: Creating the right environment for good jobs（「零

細企業のための政策：よい仕事のための正しい環境」、ジュネーブ、ILO、2004 年） 
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87．女性がインフォーマル労働者の相当部分を占めているが、これは今も引き

続き女性が家庭内の責任を担っているためか、または差別によるものである。

そのため、女性はインフォーマル経済の不安定な職に、自営者または賃金労働

者として就労するしかないという状況を強いられている。開発途上国では、イ

ンフォーマルな自営業には、未登録の使用者、自己採算の労働者、無給で働く

家族労働者が含まれているが、インフォーマルな賃金労働には、臨時労働者、

家庭内労働者、未登録の従業員などが含まれる。実のところ、女性の失業率の

低さは、しばしば女性の労働条件に関する誤った指標となっている。それは、

女性の失業者は、実際には、インフォーマル経済での雇用によって覆い隠され

ている可能性があるからである。 

 

88．女性がインフォーマルな労働者の 40％超を占める北アフリカを除き、開発

途上国の働く女性の 60％以上は、農業以外のインフォーマル雇用に従事してい

る。サハラ以南アフリカでは、インフォーマル雇用への女性の就労率は 85％近

くに達している。この割合はラテンアメリカでは約 60％、アジアでは 65％であ

り、男性についてはそれぞれ、63％、48％、及び 65％となっている。さらに、

6 つの開発途上国の国別データにより、農業以外のインフォーマル部門で働く

女性は、自己採算の労働者、無給の家族労働者、家事使用人として働く場合が

も多いことがわかった。対照的に、男性はインフォーマルな使用者や賃金労

働者である場合が多い。このことは、男性よりも女性の方が、農業以外のイン

フォーマル経済の中で不安定でより質の低い仕事に就いていることを示唆して

いる。また同じ調査研究で対象国を 5 カ国に絞った場合、多くの女性が就いてい

るインフォーマルな自己採算労働者や家事使用人は、その他のすべてのフォー

マル及びインフォーマルな労働形態と比べて、時給が低いことがわかった。104 

 

 

６．貧困の傾向と賃金 
 

89．世界の 28 億人の労働者のうち、半数近くは 1 日 2 米ドルの貧困ラインより

上に自分と家族の生活を引き上げることができないでいる。この数は 1994 年の

総計とおおむね同等であるが、当時の 57％と比較すると、現在は世界の労働力

の半数を下回る程度である。総数のうち 5 億 3,500 万人の男女労働者は 1 日 1

米ドル以下の収入で生活している。105 サハラ以南アフリカを除いて、その他の

すべての開発途上地域では、こうした 貧労働者が労働者総数に占める割合は

低下している。特に、中国と東アジア近隣諸国では、劇的な低下が見られる。

ただし、1 日 1 米ドルという極貧状態を脱した労働者の多くは、現在は 1 日 2

米ドル未満の労働者層に属しているようである。 

                                                        
104 前掲書 Chen 他著：p. 39、pp. 44-45, 表 3.2、3.4. 
105 ILO: Global Employment Trends Brief（ILO:「世界の雇用動向・簡略版」、ジュネーブ、2005 年 2 月） 
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90．中欧と東欧の移行初期には、国有企業による雇用制度や社会保障制度が崩

壊したために、1990 年から 1991 年にかけて貧困労働者数が急増した。だがそ

れ以降は、EU 非加盟国である中・東欧諸国では、かかる労働者の総雇用に占

める割合が低下している。 

 

91． も深刻な 低生活水準の貧困問題はほとんどの先進国で減退したので、

貧困ではない人々の生活水準の上昇に連動する相対的な貧困の概念－人々の所

得の中央値の半分に設定されていることが多い－が、広範に使われる測定方法

である。この方法によると、2000 年の OECD 20 カ国の平均貧困率は 10.6％で

あった。これは、1990 年代半ばの水準であった平均 10％よりも高い。貧困率は

アイルランド、日本、米国、トルコでは 15％を超えており、メキシコでは 20％

を超えていた。1990 年代は児童の貧困率が高まる一方で、高齢者の貧困の低下

率が鈍った。106 

 

92．貧困に関する主な情報源は、所得や支出に関する世帯調査から得られてい

る。こうした調査では、労働力調査にもとづく個人所得と、1 人当たりの所得

水準や家族の消費水準との間の関係を必ずしも明確にすることはできない。例

えば、さほど低くない収入を得ている 1 人の労働者の収入に、多くの非就労家

族が頼っているために貧しいという世帯も存在する。同様に、扶養者がおらず

低賃金労働者 2 人だけで構成される世帯は、貧困世帯とはならない。これによ

れば EU25 カ国で実施された「労働における貧困」に関する研究によれば、労

働力の 7％に相当する 1,400 万人の労働者は、国の貧困ラインに満たない所得し

か得ていない世帯に暮らしているという。労働者が扶養義務を負う家族の数や、

非正規・パートタイムの仕事かどうかも、低収入とともに、労働における貧困

の主な要因となっている。この点では、複数の扶養家族を抱える働き手が 1 人

の家庭、又は片親の労働者が、 大の弱者であった。また調査では、定職に就

くと貧困のリスクが大幅に低下することもわかった。107 

 

93．主たる輸出国となった開発途上国では、実質賃金も増加させようとする動

きが 1990 年代に高まった。この動向は、多数のアジア諸国では 1997～1998 年

の金融危機によって中断されたが、今は回復する兆しが見られる。1985～1997

年の労働者 1 人当たりの実質賃金の年間平均成長率は、インド、マレーシア、

中国(1984～1995 年)で、それぞれ、1.17％、3.52％、及び 5.40％を記録した。108 

近のデータでは、中国の製造部門の実質賃金が 1990～2000 年にほぼ倍増した

                                                        
106 M. Förster、M. Mira d’Ercole 著: Income distribution and poverty in OECD countries in the second half of 
the 1990s（「1990 年代後半の OECD 加盟国における所得分配と貧困」、パリ、OECD、2005 年） 
107 Statistics in focus（「重要統計」）: L. Bardone、A.C. Guio 共著:“In-work poverty”（「工場労働者の貧

困」、欧州諸共同体 2005 年 5 月） 
108 前掲書 Ghose 
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ことが示されている。109 ラテンアメリカではより複雑な状況となっているもの

の、全体として製造部門の実質賃金は、1990～2003 年に平均で 15％以上上昇し、

特にエクアドルとチリではそれぞれ 61％と 46.6％と、高率で増加した。110 グ

ローバル化や貿易の開放が所得の不平等性に及ぼす影響は、主に賃金の設定と

再分配の制度に左右されるようである。111 

 

94．開発途上国数ヵ国での平均実質賃金の増加は、しかし、所得の不平等の拡

大を伴っている。 も高い賃金を得ている者が平均賃金を引き上げているので

ある。大半の移行経済国では不平等が劇的に高まっており、一部のラテンアメ

リカ諸国でも格差が相当に広がっている。アジアでは国によって状況が異なり、

一部の諸国では所得の不平等性の削減に成功しているのに対して、中国やスリ

ランカなどでは格差が急激に広がっている。112 データが入手可能な OECD 諸

国に関しては、就業人口に対して測定される総所得の不平等度が平均的に高ま

っている。113 

 

95．賃金格差の広がりや社会的弱者に属する労働者の貧困に対する懸念によっ

て、 低賃金制度が関心を集めている。多数の諸国がこれまで保護対象とされ

なかった労働者に対して、 低賃金保護を拡大しようと務めている。例えば南

アフリカでは 2000～2001 年に家事使用人や農業労働者を対象に含めており、ボ

リビアでは 2005 年に対象を農業労働者にも拡大した。中国では、2003 年に家

事使用人を 低賃金の適用対象に加えている。加えて、インフォーマル経済の

賃金も、法的に執行力はないものの、 低賃金の変化に即して調整される傾向

にあることが示されている。114 だが 低賃金法によって不平等や貧困を削減す

るのには限度がある。 低賃金は通常は時間給で設定されるが、臨時・パート

タイムで働く 貧労働者の多くは、貧困水準以上の賃金を稼ぐのに十分な労働

時間を確保できない可能性もある。また多数の諸国で設定されている 低賃金

は、平均賃金や非熟練労働の市場賃金の水準と比べても、きわめて低い。さら

                                                        
109 D. Kucera、A. Chataignier 共著: Labour developments in dynamic Asia: What do the data show? （「躍動す

るアジアにおける労働面の発達：データは何を示すか？」、統計的発展と分析グループ、ワーキングペー

パー No. 61、ジュネーブ、ILO、2005 年）表 9 
110 ILO: Labour Overview: Latin America and the Caribbean（ILO:「労働概況：ラテンアメリカとカリブ海

地域」、ジュネーブ、2005 年） 
111 M. Slaughter: Globalisation and wages: A tale of two perspectives（「グローバル化と賃金：二つの観点に

ついて」、ノッディンガム大学、グローバル化・労働市場研究センター、1999 年）、前掲書 Majid 著、欧

州連合：Employment in Europe, 2005（「ヨーロッパの雇用 2005 年」、ブリュッセル、2005 年） 
112 N. Majid 著: What is the effect of trade openness on wages? （「貿易開放度が賃金に与える影響」、ジュ

ネーブ、ILO、2004 年）、前掲書 Ghose 著、G.A. Cornia 著: Inequality, growth and poverty in an era of 
liberalization and globalization（「自由化とグローバル化の時代における不均衡、成長と貧困」、オックス

フォード大学出版局、2004 年）、International Labour Review（「国際労働評論」）Vol. 143, No. 1-2.: W. Milberg
著:“The changing structure of trade linked to global production systems: What ar the policy implications”（「グ

ローバル生産システムに関わる貿易構造の変化：政策的含意とは」、ジュネーブ、2004 年） 
113 OECD: OECD Employment Outlook 2004（OECD:「雇用アウトルック－2004 年版」、パリ、2004 年） 
114 Journal of International Development（「国際開発ジャーナル」）Vol. 17: S. Devereux 著:“Can minimum 
wages contribute to poverty reduction in poor countries?”（「貧困国において、 低賃金は貧困削減に貢献で

きるか？」、ジョン・ワイリー・アンド・サンズ、2005 年） 

賃金の不平等の拡大 

最低賃金制度と、 

貧困、不平等の削減 
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に 低賃金は、低所得の自営者には、定義上適用されない。 

 

 

７．雇用と職業における差別 
 

96．雇用と職業における差別は貧困を悪化・蔓延させ、他方で貧困は仕事にお

ける差別を増長するという悪循環を生む。仕事に就いていないこと、または仕

事があっても生産的ではなく、不安定で保護されない仕事は、貧しい人々が経

験する物質的窮乏と脆弱性の主な原因である。仕事から特定集団の構成員を排

除し、または市場に見合った能力を開発する機会を妨害することによる労働市

場での差別により、人々が得たいと望む仕事の質が低下する。これによって貧

困に陥り、そこに留まるリスクが増し、さらには貧困から脱することを可能に

する仕事を得る能力が制限されてしまうのである。115 

 

97．仕事の世界における差別は、仕事における基本的原則及び権利の濫用に該

当するのみならず、社会にも大きな損害を与える。個人や地域社会だけでなく、

社会全体が人的能力の 大限の恩恵を受ける機会を奪うのである。差別が増え

ているか減っているかは、本報告書の対象範囲ではなく、また、いずれにして

も測定困難な問題である。ただし、差別や差別が及ぼす損害についての認識が、

差別を防止する活動の増加に伴って高まっているということは言えるだろう。 

 

98．本報告書では、仕事におけるジェンダー分野の動向を取り上げている。過

去 15 年間に、女性の労働力参加率及び経済活動率は上昇したが、女性の雇用を

地位、部門及び賃金または所得で見た場合、以下のことが明らかになる。すな

わち、女性は男性よりも正規の賃金・俸給雇用についている場合が少ない。女

性は従来どおり男性よりも家事労働に貢献している。そして女性は同じ種類の

仕事であっても男性よりも収入が少ない。それは「伝統的に女性が多い」職業

においても同様である。116 製造業における賃金のジェンダー格差は今もほとん

どすべての国で高い水準にあるが、多数の国では格差の縮小も見られている。117 

男女の賃金格差が も大きい国の中には、女性就労が も早い速度で伸びてい

る諸国、例えばチリ、中国、韓国、シンガポールなどが含まれている。多くの

国において、ILO の重要な条約である 1951 年の同一報酬条約（第 100 号）、1958

年の差別待遇（雇用及び職業）条約（第 111 号）、1981 年の家族的責任を有す

る労働者条約（第 156 号）、及び 2000 年の母性保護条約（第 183 号）がジェン

                                                        
115 以下は、主に第 91 回 ILO 総会グローバルレポート議題資料 I(B) : Time for equality at work（「今こそ

職場に平等を」、ジュネーブ、2003 年）に基づいて書かれている。 
116 ILO: Women’s employment: Global trends and ILO responses, ILO contribution to the 49th Session of the 
Commission on the Status of Women（「女性の雇用：世界の動向と ILO の対応、第 49 回国連婦人の地位委

員会への ILO の貢献」、国連、ニューヨーク、2005 年 2 月 28 日～3 月 11 日） 
117 Employment Strategy Paper No.20（雇用戦略文書 No. 20）: M. Corly、Y. Paradel、 K. Popova 共著: Wage 
inequality by gender and occupation: A cross-country analysis（「男女別、職業別賃金格差：国際比較分析」、

貧困と差別の悪循環 

差別は権利の濫用と 

人的能力の浪費である

という認識の高まり 

仕事の世界におけるジ

ェンダー差別に対する

長い闘いに進歩の兆候 
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ダー平等を推進する法的措置に影響を及ぼしてきた。 

 

99．しかし、女性は今も労働市場への平等な統合に向けて、多くの障害に直面

している。ほぼすべての職種において女性は同等価値労働に対して同一賃金や、

男性との平等を確保する均衡のとれた給付を受け取っていない。賃金が低い傾

向にある職業に女性の大多数が分離されているというのが、仕事の世界におけ

る女性の概況である。英国では、女性労働者の 60％が 10 の職種、その中でも

特に「5C」（caring 介護、cashiering レジ係、catering ケータリング、cleaning ク

リーニング、clerical 事務）と呼ばれる職種に集中している。女性はいまだに教

育レベルも男性より低く、そのために生産性の高い高給の仕事に就くことが難

しくなっている。さらに現代の女性は、「ガラスの天井」を突き破って、意思決

定の権限のある地位に就くための闘いを強いられている。118 さらに、男性より

もインフォーマル経済に従事している率が高い場合が多く、国際的な移民の約

半数を占めている。 

 

100．仕事の世界における「人種差別」とは、宗教・文化的特性、また時には国

民的出身にもとづく、特定の言語コミュニティないし少数派に属する人々の前

進への恣意的な障壁を意味する。民族的少数派、先住民、種族民、「有色」人種

そして移民労働者は雇用と職業において人種差別の共通の被害者である。移民

労働者、移民の第二・第三世代、外国出身の市民に対する人種差別の形態は、

世界的な移住の増加により相当に変化している。国籍は外国人に対する差別に

しばしばつながるが、人種や肌の色、信仰する宗教なども差別の要因となって

いる。これらの労働者を外国人と見なすことが、彼らに対する差別的行動の理

由となる。今日、世界中で移民労働者は、農業、建設業、労働集約型の製造業、

家事労働、性産業において、欠くことのできない資産となっている。このこと

が場合によっては、特に国内の下層労働者と、劣悪な条件でも働こうとする移

民労働者の間での競争につながり、それによって新参者に対する人種差別主義

の感情が高まっている。しかし、移民労働者は、その国の国民がやりたがらな

い仕事に就いているケースが多い。 

 

101．宗教的・文化的多様性を尊重しつつ、社会的一体性と包摂を調和させるこ

とは困難であることが、国内外の移住が活発化したことで明らかになっている。

特に過去 10 年間に、宗教にもとづく差別はより一層重大さが増しているようで

ある。昨今のテロに対する闘いや防止策は、イスラム教徒と非イスラム教徒の

間の相互の恐怖感や差別感を高めている。しかし、利害の衝突と取り組むため

のいかなる戦略も、宗教の自由を尊重しなければならないことは明白である。

自らの選択した宗教に従うという基本的権利を否定することは社会不安につな

                                                                                                                                             
ジュネーブ、ILO、2005 年） 
118 国会議員、政府高官、民間企業の管理職に女性が占める割合を検討することが、意思決定権のある

地位にどの程度まで女性が就く機会があるかを測る国際的な方法の 1 つとなっている。 

・・・ただし、依然と

して問題の根は深い 

人種差別の広がり 

宗教、文化の違いに 

もとづく差別の危険性
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がり、暴力を生む恐れがある。雇用と職業における宗教的差別に対する取組み、

及び職場での宗教的差別は撤廃できることを具体的に示すことによって、社会

の宗教的寛容を促進する有効な道が開かれる。職場での宗教的差別の動態や発

現は、他の差別形態と同様にまだ十分に調査されていない。これは、個人の領

域と見なされている問題を議論することが困難であること、また信教の自由と

いう大きな問題が絡んでいるためである。また国籍や政治的見解の場合と同様

に、多数の国では宗教に関する情報の要請や収集が法律で禁止されている。実

際には、宗教的差別を人種や国民的な出自にもとづく差別と区別して特定する

ことは問題が多い。それは、宗教、人種と国民的出自は密接に絡み合っている

からである。まさにこれらが一体となって独特な文化的・人種的アイデンティ

ティを形成していると見なされることも多い。 

 

102．労働市場において労働者が経験する差別は多岐にわたっている。労働者が

直面するかもしれない不利益の程度は、差別対象となる個人的特性の数と、そ

れらの相互作用に左右される。例えば、人種や肌の色が異なる場合には、黒人

である場合、黒人であることに加えて女性である場合、さらに身体的な障害が

ある場合、障害があり高齢でもある場合などがある。一人の人物がこのすべて

の特性を備えていることもある。つまり、高齢で障害のある黒人女性の場合な

ど、たいへん複雑な差別形態を経験する可能性がある。さらに、差別には明確

にライフサイクルの側面もある。何らかの是正措置がとられなければ、不利益

は時と共に蓄積し強度を増していく傾向にあり、仕事を離れた生活に、そして

より全般的には、社会に対して否定的な反響を与えるものとなる。例えば、社

会的保護におけるジェンダーの不平等として、女性に対する勤労生活を通じた

直接・間接的な形態の差別が及ぼす道理をはずれた結果が明らかにされている。

女性のキャリアの中断、低賃金、拠出額の少なさ、早期退職の記録は、社会的

保護給付の金額が平均して男性よりも女性の方が低いことを意味している。 

 

 

８．仕事の条件：柔軟性と安定性のバランスを取り戻す 
 

103．雇用構造は労働条件と同様に変化している。しかし、労働市場の研究者に

よって明らかにされる変化の主な特徴は増大する多様性であり、労働条件の主

要要素における変化のパターンを見つけ出すことはとりわけ困難である。柔軟

性と安定性を求める対をなす圧力と、これらを均衡させるための新たな方法の

模索が、表面化した変化の背景に存在している。 

 

 

 

 

 

さまざまな差別は、 

機会均等へのライフサ

イクル・アプローチの

重要性を示す 

増大する多様性 
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ⅰ 柔軟な労働時間のもとでの安定的な雇用関係 

 

104．多くの国々で自営業が増加しているとの兆しがある一方で、先進国におけ

る仕事の大部分は、通常は無期限の雇用関係の中で行われている。使用者にと

って安定した雇用関係の価値とは、必要なときに労働者が利用可能であること、

修得された技能が保持され、必要に応じてタスクを適合させることができる点

である。労働者側から見ると、自営の独立した労働者の身分とは対極的に、雇

用関係はより大きな所得の安定を提供し、道具、材料及び施設への投資を必要

としない。1992 年から 2002 年にかけて東欧 13 カ国で実施された研究は、労働

力の雇用安定は、生産水準、人的資本投資及び労働者の動機づけにとって有益

であることを明らかにした。119 開発途上国の場合、 も差し迫った問題の一つ

は、雇用関係の大部分がインフォーマルかつ不安定であり、家族にもとづく経

済から生産的な仕事を組織するためのより複雑で生産的なシステムへの発展的

移行を妨げていることである。120 

 

105．柔軟性への圧力は、採用及び解雇の緩和と、労働時間（下記参照）の両面

に集中しており、多くの使用者は、資本が完全に活用される時間を延ばすため

の方法を求めている。その方法には、交代勤務、オンコール勤務（on-call work）

をはじめとする柔軟な時間の取り決めを含む。多くの先進工業国では、多数の

人々が基準となる週 35～40 時間を越えて働いている一方で、労働時間が基準以

下の人の数が増加している。その結果、中間層、すなわち週労働時間が標準値

付近でグループ化される層は縮小しつつある。121 臨時の契約労働者は通常以外

の時間で働く傾向が強い。多くの開発途上国では、週当たりの平均労働時間は

減少しつつあるものの、先進工業国の場合より依然として長く、週当たり 40

時間から 50 時間である。 

 

106．全世界的な傾向ではないものの、パートタイム労働は一部の先進国で増加

している。多くの女性は、収入を得る必要を、家庭的責任及び個人的責任と両

立させようとするために、収入のかなりの部分をパートタイム労働から得てい

る。122 先進工業国の場合、パートタイム労働は労働者の真のニーズと選好を反

映する可能性があるが、開発途上国の場合には、多くのパートタイム労働は、

もっと働きたいのに十分な仕事を見つけられない人で構成される「時間に関す

                                                        
119 P. Auer、J. Berg、I. Coulibaly 共著：Is a stable workforce good for the economy?  Insights into the tenure 
productivity-employment relationship（「安定した労働力は経済のためになるか。終身的地位-生産性-雇用関

係への洞察」、ジュネーブ、ILO、2004 年） 
120 A. Trebilcock, S. Davidov and B. Langille 編: Boundaries and Frontiers of Labour Law: Goals and Means in 
the Regulation of Work（「労働法の限界と未開拓分野：労働規制の目標と手段」、Hart、2006 年、近日発表） 
121 J.C. Messenger 編: Working time and workers’ preferences in industrialized countries: Finding the balance
（「先進工業国の労働時間と労働者の優先傾向：バランスを求めて」、ロンドン、ラウトレッジ、2004 年） 
122 C. Hein 著: Reconciling work and family responsibilities: Practical ideas from global experience（「仕事と家

族責任の調和：世界の経験に基づく実践的アイデア」、ジュネーブ、ILO、2005 年） 

雇用安定の継続的価値

労働時間の柔軟化への
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る不完全就業」の範疇に入る。123 

 

 

ⅱ 変化する仕事における危険には不断の警戒が必要 

 

107．ILO は、世界で毎年約 220 万人が労働災害及び疾病で亡くなり、2 億 7,000

万人が致命的ではないものの深刻な傷害に苦しみ、さらに 1 億 6,000 万人が仕

事関連の原因により短期間ないし長期間病気にかかっていると推計した。これ

は労働者自身とその家族の重大な困苦を意味している。さらに、ILO はこうし

た災害と疾病のコストが世界の GDP の約 4％に相当すると計算している。124 

 

108．雇用の職業・産業構造の変化は、労働災害のパターンを変容させている。

も汚く危険な仕事は先進国から姿を消しつつある。この傾向は鉱業、製造業、

農業からサービス業への移行と、より安全な労働環境に資する技術変化に伴う

生産工程の設計変更を反映している。しかしながら、他の危険が出現している。

職場におけるストレスと暴力は、仕事の世界における安全と健康への重大な危

険であるとの認識が生まれつつある。電子機器を用いた職場や労働者の監視と

モニタリングの増加は、安全衛生基準に貢献する可能性がある一方、プライバ

シーを減らし、疾病にかかった場合に差別を生む可能性にもつながる。 

 

109．開発途上国の一部では、多くの職業病や災害が診断も報告もされないまま

済まされており、特にインフォーマル経済において顕著である。そのために、

これらの動向を数量的に把握するのはむずかしい。大部分の国において 大の

使用者である農業では、化学物質と機械の使用が増えており、それがリスクを

増幅し得る。先進工業国から開発途上国へのプロセスの移転は、適切な技術支

援、モニタリング及び一番重要なことに労働者と管理者の訓練が提供されるな

らば、安全衛生に前向きの効果を与える。例えば、書面による安全衛生の注意

書は重要だが、それが労働者の読める言語で書かれていなければ、あるいは識

字水準が低ければ、効果がない。 

 

 

ⅲ 障害や疾病を抱えて生きる労働者 

 

110．世界各地には、障害を抱える約 4 億 1,700 万人の就業年齢の人々がおり125 、

                                                        
123 1998 年 10 月 6-15 日、ジュネーブにおいて開催された、第 3 回労働統計家会議で採択された不完全

雇用および不十分な雇用状況の測定に関する決議 I を参照のこと。Report of the Conference（「会議報告」

付属文書 I、ジュネーブ、ILO）に掲載。 
124 “Decent work-Safe work”（「ディーセント・ワーク－安全な仕事」（2005 年第 17 回世界労働安全衛生

会議導入レポート）www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/intrep.pdf. 
125 前掲書 United Nations: World Population Prospects（国連：「世界人口の見通し」） 
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そのうち 3 億 3,500 万人は低開発の地域に生活している。126 障害者の雇用に関

する情報源は不完全ではあるが、多くの国において、就労が も可能である人々

も含め、高い割合の障害者が仕事に就くことができないでいる。それほど多く

の就業年齢障害者を有効労働力の外においておく費用は膨大である。このこと

から世界全体で生じる GDP の年間損失は、1 兆 3,700 億米ドルから 1 兆 9,400

億米ドルと推定される。損失は、消費者支出に水を差す効果のみならず、生産

性の損失、失われた税収、所得補助の費用から生じる。127 

 

111．障害に対する理解について、根本的な変化が進行中である。徐々にではあ

るが、焦点が個人の問題としての個人の障害に置かれる医学的または福祉モデ

ルが、社会の障壁が主要な不利益の源であると見なす社会的及び権利にもとづ

くモデルによって取って代わられつつある。このことは障害者の能力や作業能

率についての誤った仮定を含め、障害のある男女が社会のあらゆるレベルから

個別の職場での仕事の編成に至るまでに直面する不利益への注目をもたらして

いる。新しいアプローチは、障害者がもつ能力に対して提供される機会を拡大

することを基本とするものだが、世界的な普及からはほど遠く、豊かな国々で

適用されているのみである。このアプローチは開発途上国では、より一層大き

な課題に直面している。 

 

112．HIV／エイズ、マラリア、結核のいずれもが栄養不良によって悪化し、年

間 1,400 万人に上る 60 歳未満の人々の死因となっている。疾病による死者の大

多数は、保健医療に 低限の財政支出しかできず、 も貧しい人々に影響が及

ぶ開発途上国で発生している。しかしながら、主要な疾病による多数の人命の

犠牲は、話の一部でしかない。主に開発途上国において、何億人もの成人が、

病気でまったく就労できないか、働けたとしてもきわめて生産性が低い。128 健

康な労働者であれば、肉体・精神共に活発で精力的であり、より良い教育を受

け、生産的で欠勤も少ないことを考え合わせると、このことが重大な経済的損

失であることは明白である。 

 

113．HIV／エイズは主に就業年齢にある人々に影響を及ぼすため、仕事の世界

にとりわけ不利な影響を与える病気である。HIV の感染者数は、2003 年の 3,750

万人から 2005 年に 高水準に達し、4,030 万人と推計されている。2005 年には

300 万人以上が HIV／エイズ関連の病気で死亡した。そのうち、50 万人以上は

児童であった。加えて、同年に 500 万人以上が新たに感染した。この病気が個

人に負わせる悲惨さとは別に、多数の労働者の喪失と治療を受けていない HIV

                                                        
126 低開発地域とはアフリカ、南アメリカ、中央アメリカ、中東、日本を除くアジアを指す。 
127 R.L. Metts 著：Disability issues, trendsand recommnedatinos for the World Bank（「障害の問題、動向およ

び世界銀行への勧告」、ワシントン DC、世界銀行、2000 年） 
128 WHO：Macroeconomics and health: Investing in health for economic development（世界保健機関：「マク

ロ経済学と健康：経済発展のために健康に投資する」、マクロ経済学と健康に関する委員会の報告書、

ジュネーブ、2002 年） 
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患者が労働生産性にもたらす損失は、多くの経済に強い打撃を与えている。こ

の疾病の発生及び感染のパターンは求職者及び貧困者の動きと関連している。

移民、運輸労働者及びセックス・サービスに従事する人に感染のリスクが高い。 

 

114．労働生産性は、HIV／エイズにより幾通りもの方法で減少している。この

疾病にかかった人々は、病気が進行すると、働くことが次第に困難になる。現

在、HIV／エイズのために完全あるいは部分的に就労が制約されている人々は、

200 万人を超えている。熟練労働者が失われると、技能の低い労働者または技

能を修得するのに時間を要する新人の労働者によって代わられる。労働コスト

を低く抑えるために、代替労働者が散発的に導入されることもある。国連エイ

ズ計画のHIV有病率推計、国連人口データ、及び経済活動人口に関する ILOデー

タにもとづき、ILOは労働人口の 2,600万人がHIV陽性であると推定している。

HIV 陽性の労働人口の大多数（70％以上）はアフリカに住んでいる。さらに、

現在までに労働供給が HIV／エイズにより削減され、大量の労働者が病気に罹

り死亡している。ILO は 2005 年までに累計 2,800 万人の労働者が世界の労働人

口から姿を消しており、このままだと、2010 年までに 4,800 万人、2015 年まで

に 7,400 万人が失われると推計した。 大の損失はアフリカに見られる。129 

 

115．HIV／エイズに感染していることが判明している人または疑われる人に対

する仕事における差別は、さまざまな形態を取り得る。採用前検査は採用拒否

につながるが、南アフリカを含め、HIV／エイズに根ざした差別に関して国や

職場の方策が整備されている所でさえ広まっている。長期外国滞在者（すなわ

ち、学生と労働者）に対して、入国前の強制的 HIV／エイズ検査を要求する国

が増え続けている。一部のアジア諸国では、移民の女性労働者に HIV／エイズ

の検査が義務づけられている。HIV／エイズと働く世界に関する ILO 行動規範
130 は、仕事の世界において、またディーセント・ワークを促進する枠組みの中

で、どのように HIV／エイズの感染症に取り組んでいくかに関する一連の指針

を提供している。指針は以下の主要な行動領域を対象としている。 

 HIV／エイズの予防 

 HIV／エイズの仕事の世界への影響を管理し、緩和すること 

 HIV／エイズに感染した労働者のケアと支援 

 HIV 感染あるいはその可能性を理由とする汚名と差別の撤廃 

                                                        
129 ILO：HIV/AIDS and work: Global estimates, impact and response（ILO:「HIV/エイズと仕事：世界全体

の推計、影響および反応」、ジュネーブ、2004 年） 
130 ILO：An ILO code of practice on HIV/AIDS and the world of work（ILO:「HIV/エイズと働く世界に関

する ILO 行動規範」、ジュネーブ、2001 年） 
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 C. 社会保障の未来への課題 
 

 

116．社会保障制度は、仕事から得られる収入が不十分であったり、働くことが

できない人生の局面で人々を支援することを目的としている。その名称が示す

ように、制度は不測事態に要する費用を、個人が広範な社会集団と分かちあう

方法の一つである。すべての社会が何らかの形の社会保障制度をもっている。

伝統的な農業コミュニティでは、集団的な安定の基盤は、家族、広範な親族関係、

隣人などである。ほとんどの工業化社会では、そのような集団的なアイデンティ

ティは希薄で、国が社会保障の枠組みを提供する主要な役割を担っている。 

 

117．公式制度の進化において考慮すべき重要事項は、社会と経済が貧困及び社

会的混乱によって弱体化しないことを確保する必要であった。さらに重要な要

素は、リスクのプールに適合する集団を特定することであった。集団は小さい

ほど一体感や相互信頼を強くもつ傾向があるが、大きくなるほどより大きなリ

スクに多くの資源を投入することができる。公式の社会保障とは、公共の医療・

社会福祉サービスへのアクセスを保証すること、特定の重大リスク（傷病、老

齢または失業による所得の喪失など）への対処を支援するために所得保障を提

供すること、及び貧困の防止または緩和を助けることを主目標とする一連の制

度、措置、権利、義務及び移転として理解することができる。 

 

118．社会保障制度は現在、世界の も貧しい人々に適用拡大する必要性、雇用

パターンの変化、労働市場における移動の圧力の高まり、家族構成の変化、高

齢化、新たな健康被害などの要因が喚起する新たな要求に直面している。 

 

119．すべての制度を設計し運営する上で重要な概念は、依存人口比率である。

これはつまり、依存人口に対する経済活動人口の比率である。社会保護制度の

人口統計学的環境は医療保健制度が対処しなければならない人口の疾病構造を

含み、システムの依存比率を共に決定する（図 8 参照）。 
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120．広範な変化の時代に、社会保障の必要性が増す一方で、社会保障制度は、

非公式な社会的保護のメカニズム131 の弱体化と、社会にかかる総体的な費用が

国の競争力を低下させるのではないか、との懸念に脅かされている。さらに、

社会保障の長期に及ぶ利用可能性に対する信頼が、多くの人々の生命にとって

非常に重要であるため、改革はしばしば議論を呼ぶ。 

 

121．世界的観点からすると、社会保障制度の発展上の異なる段階に 2 つの国家

集団が存在する。一つめのグループは、先進工業国と、人口のかなり大きな割

合－新興経済国の場合は、増大する割合－をカバーする国家的枠組みをもつ中

間所得の開発途上国からなる。二つめのグループは、ごく少数の人々を対象と

する希薄な公式制度をもち、引き続き非公式制度に依存する大半の開発途上国

からなる。国家制度に大きな相違が存在するものの、前者の集団は改革の必要

に、後者の集団はシステムを構築し拡大する必要に直面している。両グループ

での政策論争を貫いている糸は、社会保障制度は社会と経済にとって「コスト」

                                                        
131 Development Policy Review (｢開発政策レビュー｣20 巻(ロンドン､ブラックウェル出版､2002 年) p. 569- 
588 に掲載)：J. Morduch、M. Sharma 共著：“Strengthning public safety nets from the bottom up”(｢公的セー

フティネットを徹底的に強化する｣) 

図８ 世界の若年者、高齢者の割合と全体依存人口比率 
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であるか、あるいは「投資」であるかという点である。ILO は、第 89 回 ILO

総会（2001 年）で社会保障に関する決議を採択し、新たなコンセンサスへの道

を示したことにより、しばしば論争を呼ぶ意見の対立の解決に大きく貢献した。 

 

社会保障：新たなコンセンサス 

 社会保障は労働者、その家族、地域社会全体の福祉にとって非常に重要である。それは

基本的人権であり、社会的結束を生み出すための基本的手段であって、それによって社会

の平和と社会的包摂の確保を助ける。社会保障は政府社会政策の不可欠の部分であり、貧

困を防止し緩和するための重要な道具である。国としての連帯と公平な負担の分担を通じ

て、人間としての尊厳、平等、社会正義に貢献することができる。また、政治的包括、エ

ンパワーメント、民主主義の発展にとっても重要である。 

 

 社会保障は、適切に管理されれば、医療、所得保障及び社会的諸サービスを提供するこ

とによって生産性を高める。成長経済及び積極的労働市場政策と関連し、社会保障は持続

可能な社会経済発展のための手段である。社会保障は適応力と流動性のある労働力を必要

とする構造変化と技術変化を促進する。社会保障は企業にとってコストであるが、人々へ

の投資または支援でもある。グローバル化と構造調整政策に伴い、社会保障の必要性は増

している。 

 

 社会保障に単一の正しいモデルはない。これは時間とともに成長し進化する。社会的支

援の制度、普遍的計画、社会保険、公的または民間の制度が存在する。社会はそれぞれ所

得保障と医療の提供を確保する最適な方法を決定しなければならない。これらの選択は社

会的価値、文化的価値、歴史、制度及び経済開発の水準を反映するものとなるだろう。国

家は社会保障の促進、推進、適用範囲の拡大に優先的役割を担う。すべてのシステムは一

定の基本原則を遵守すべきである。特に、給付金は確実で無差別でなければならない。ス

キームは可能な限り低い管理費で、社会的パートナーの強力な役割をもち、健全かつ透明

な方法で管理されるべきである。社会保障制度への国民の信頼がその成功の重要な要素で

ある。信頼が存在するには、優れたガバナンスが不可欠である｡1 

 
１ Paras 2-4 of the conclusions concerning social security, adopted at the 89th Session of the 

International Labour Conference（2001 年ジュネーブでの第 89 回 ILO 総会で採択された、社会保障に

関する決議の第 2－4 項）ILO：Social security : A new concensus（「社会保障：新たなコンセンサス」

ジュネーブ、2001 年）も参照のこと。 

 

 

１．貧困と不平等を削減する 
 

122．実証研究と社会的支出の数理的モデルが示唆するところによれば、開発の

程度に関わらず、ほとんどの国では、国民所得の 大 3 分の 1 が所得のある人

口から依存人口へと移転するという。132 開発途上国ではこの移転の大部分は非

                                                        
132 ILO：Social security: A new consensus (ILO:「社会保障：新たなコンセンサス」、ジュネーブ、2001 年)
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公式メカニズムを通じて行われるが、他方、西欧諸国では公式制度を通じてな

される。北アメリカの場合、この公式/非公式の分割は五分五分である。それゆ

え、ここでの主な問題は、貧困と不平等を削減し、就労できない者を援助する

必要性、経済実績全般への貢献という点から、どのように移転を組織すること

が も効率的であるかを見定めることである。 

 

123．ディーセントなフォーマル部門の仕事は、所得保障の 大の源である。そ

のような仕事は、他の家族や世帯員と分かちあうことのできる比較的信頼のお

ける所得を提供するだけでなく、国民社会保障制度の拠出金のための所得プー

ルを提供する。これらの拠出金は、公共医療サービスへのアクセス、老齢や傷

病、大黒柱の喪失、失業、病気または妊娠の場合や雇用における傷害または雇

用に関連する疾病の場合に、勤労所得の代替を保証する財源を提供する。しか

しながら、フォーマル部門の仕事の保障を享受するのは、世界の労働人口のご

く少数にすぎない。フォーマル部門の正規の仕事が標準である国でさえ、いく

つかのグループ、特に女性については雇用と所得の保障が少ない。開発途上国

においては、高くかつ上昇するインフォーマル性は、公式制度の適用範囲が低

いままであることを意味する（例、バングラデシュとネパールでは 10％、イン

ドネシアでは 35％)｡133 

 

124．非公式及び公式の社会保障制度が与える社会的影響の主な違いは、ほとん

どの非公式なメカニズムが親族間のネットワークの中で機能するという点であ

る。裕福な家族が、あまり余裕のない家族を援助する。だが豊かな家庭から貧

しい家庭への移転はあまり起こらない。したがって、低所得家族が必要な時に

支援をほとんど又は全く得られないリスク、及び支援メカニズムまたは逃げ道

が全くなく慢性的な貧困に追い込まれるリスクが高い。非公式制度は民族グ

ループ間の移転を生み出す可能性も低く、不利益と差別の問題を悪化させる。 

 

125．これとは対照的に、権利に根ざした包括的な税制と移転制度は、多くの先

進国で初期の貧困または市場の貧困を削減することが実証されている。そのよ

うなシステムは、アメリカ合衆国で約 10％ポイント、スウェーデンで約 30％ポ

イントの高さまで課税及び移転前の貧困率を削減した。これらのシステムは所

得の不平等も削減する。1990 年代半ばの証拠は、OECD 諸国において税制と移

転制度の組み合わせが所得の不平等を、ベルギー、フランス、ドイツ及びスウ

ェーデンを含む諸国で 40～50％、オーストラリア、カナダ、イギリス及びアメ

リカなどの諸国で 20～30％削減したことを示した。134 多くの国での社会支出

抑制策の結果として、税制及び移転制度の再分配の効果はこの時期以降衰えた

                                                        
133 Asian Development Bank：Social protection index for committed poverty reduction, Multi- Country Report (ア
ジア開発銀行:「約束された貧困削減のための社会的保護指数」多国間報告、マニラ、2005 年)、表 4.6 
134 J. Ruiz-Rueta 他著：Earnings inequality, unemployment and income distribution in the OECD (｢OECD 諸国

の所得不平等、失業および所得差別」、シラキュース大学、ニューヨーク、1999 年) 
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ように見える｡135 

 

126．包括的な税と移転の制度を実現するには、有効な公共部門の制度が必要で

ある。特に後発開発途上国は、社会的支出の財源に対する拠出と、困窮者への

配分を管理するのに必要な公的制度を構築し始めたばかりである。しかし、近

年では開発途上国の一部が、一般国庫を財源とする基礎年金や児童給付を導入

し始め、それらが強力な貧困対策となっていることが示されつつある。有意義

な経験を示す強力な証拠は、ブラジル、モーリシャス、ナミビア共和国、ネパー

ル及び南アフリカなどさまざまな国からもたらされている｡136 ILO は、貧しい

アフリカ諸国の一部でさえ、高齢者及び障害者の基礎年金と（就学を条件とし

て給付される）児童手当からなる給付パッケージの費用は GDP の 1～2％、国

家予算の約 5～10％に等しい額であると計算した。多くの国でこのような総合

的政策を実施することは、根深い慢性的貧困に対する幅広い取り組みにおける

第一歩を意味している。 

 

127．保健医療に関しては、コミュニティに根ざした制度が開発途上国のインフ

ォーマル経済で出現しつつあり、それらはアフリカとアジアの一部で も頻繁

に見られる。大部分が小規模であるこれらの計画は約 4,000 万人に適用されて

いる。確かにこれらのスキームには更なる成長の余地があるが、国の連帯責任

に基づく普遍的な基礎保障を代替することはできない。今後は、補助金による

追加拠出や、このような計画の長期実行可能性の確保を手助けする立場にある

国内または国際機関による主要リスクの引き受けによって、小規模の地域の取

組みを連結する方法が考えられる。ガーナの 2004 年健康保険法は、こうした概

念を初めて法的枠組みに組み入れたものであり、それにもとづき設立された基

金は 2005 年に初めて給付金の支払いを行った。コミュニティに根ざした保険制

度は、特にインフォーマル経済の担い手を社会保障財源に呼び込むこと以上に、

社会保障の資源基盤全体を増大し、ひいては政府の財政余地を拡大する可能性

をもつ。 

 

 

２．社会保障と国際競争力 
 

128．第二次世界大戦後の多くの先進工業国における高い経済成長率の傾向は、

医療保障と社会的移転の広範なシステムの開発に寄与した。経済成長の停滞と

                                                                                                                                             
 
135 A.B. Atkinson 著：Income inequality and the welfare state in a global era (2002 年 10 月 2 日ダグラス・ギ

ブソン講話「グローバル時代における所得不平等と福祉状況」、オンタリオ、クイーンズ大学、2002 年) 
136 ヘルプエイジ・インターナショナル：Age and security: How social pensions can deliver effective aid to 
poor older people and their families (｢年齢と安全：公的年金は貧しい高齢者とその家族にどのように効果

的な支援を提供することができるか」、ロンドン、2004 年)、K.Pal 他著：Can low income countries afford 
basic social protection? First results of a modeling exercise (｢低所得国は基礎的な社会的保護を達成できる

か。モデリングの 初の結果」、ジュネーブ、ILO、2005 年) 
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高失業率が、特に高度な福祉国家であるヨーロッパ数カ国を見舞う近年の状況

の中で、増税は政治的な障壁に突き当たり、社会的支出は経済効率の足手まと

いになると一部のエコノミストと政治家に批判されている｡137 開発途上国では、

資源と能力の欠如及び社会移転と成長の間で起きていると疑われたトレードオ

フが、福祉体制の発展を抑制してきた。 

 

129．社会保障制度の規模は先進国間で相当に異なるが、経済成長の実績と GDP

に占める社会保障予算の比率の間には、強い相関関係は見られない｡138 確かに、

カナダの国民医療保障制度と、主として民間による米国の制度との密接な取引

関係における共存は、包括的な制度に社会全体が負う費用は細分化された制度

の費用より多くはなく、むしろ少ないことを示唆している。公的保険、民間保

険、その他の民間及び「自己負担」財源からの全医療支出の費用総額は、カナ

ダでは GDP の約 10％、米国では 15％である｡139 近年の ILO 研究では、国民 1

人当たりの社会的支出と、労働 1 時間当たりの生産性（GDP で測定)140 の間に

は強い相関関係があることが示され、生産的かつ競争力のある経済と適正な社

会移転システムは共存が可能であることが実証された。社会保障予算の実際の

規模は、社会部門の規模と経済実績との間の経済的トレードオフではなく、社

会的姿勢、再分配に関する政策の選好、システムの効率及び有効性への信頼の

結果である。 

 

130．経済実績に影響する他の要因は、財政メカニズムと給付の制度設計である。

多くの先進工業国では、保険料負担の大部分は労働者の賃金からの源泉徴収及

び/または使用者による賃金に関連する支払いの形をとっている。国際競争の激

化とともに、所得から高率の社会保障費を負担することは、国の貿易競争力を

低め、海外投資家の意欲をそぐ可能性がある。給付サイドでは、一部の国は、

国家制度からの給付を、さまざまな形の資産調査を行うことで、社会の も貧

しい層に絞り込もうと試みている。そうすることで自立可能な者に対する支出

の「無駄」を削減することを目的としているのである。その他の国では、積極

的な求職へのインセンティブを増し、支払期間と支払水準を下げることを目的

に、失業手当に重点が置かれている。しかしながら、給付の絞り込みは高い管

理費を伴い、給付受給者が労働市場へ戻る意欲をくじく可能性もある。より厳

しい失業手当の受給資格は、例えば、カウンセリングなどによる積極的な求職

支援と併せて行うことによって 善に機能する。 

                                                        
137 World Economic Outlook (｢世界経済展望｣)、IMF：“Unemployment and Labour Market Institutions: Why 
Reforms Pay Off”（国際通貨基金：「失業と労働市場制度：なぜ改革は成功するのか」、ワシントン DC、
2003 年）第 IV 章 
138 数年間、社会支出のレベルが高い北欧諸国は世界経済フォーラムによる世界競争力指標のトップレ

ベルを独占してきた。Global Competitiveness Report 2005-6 (｢世界競争力レポート 2005－2006 年」、パル

グレイブ・マクミラン、2005 年)を参照のこと。 
139 OECD Health Data 2005: Statistics and indicators for 30 countries（OECD 医療データ 2005：「30 カ国の

統計と指標」）http://www.oecd.org/document/30/0 
140 ILO：“Social protection as a productive factor”(ILO:「生産要素としての社会的保護」、2005 年 11 月、

ジュネーブ、第 294 回 ILO 理事会、GB.294/ESP/4) 
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３．人口学的な変化及び依存人口比率の上昇への対応 
 

131．10 年以上にもわたり、年金改革に関する世界の議論は２つの問題に焦点

を合わせてきた。第一は、主として先進国経済が（先進国には限らないが）、人

口高齢化の課題に対処できるように、年金制度を調整する必要性である。第二

は、主に開発途上国において、現在は社会保障の対象になっていない大多数の

人々が高齢化した時に、適切な所得保障を提供できるよう、年金制度を改革す

ることの必要性である。年金制度を利用可能で余裕のあるものにするという課

題に対応するには、賦課方式を財源とする確定給付型年金制度を、あらかじめ

財源が確保された確定拠出型年金に転換しなければならないと、強く主張され

てきた。 

 

132．そのような改革は、人々の退職を遅らせ、それにより長く貢献するよう奨

励することによって、人口高齢化の結果として年金制度の拠出率とその他の費

用が上昇するのを防ぐものと期待された。また、そのように改革された制度は、

拠出額と将来の給付を密接に連結し、再分配要素を社会支援制度に移管するこ

とにより、退職に備えて貯蓄する強いインセンティブを個人に提供するだろう

と確信されていた。従って、そのようなシステムは、社会保障の適用を受けて

いない人々全員、特に自営業者への適用を拡大する主要な手段と考えられた。

資金管理の民営化は、より高い利益率の提供を通じて、また破綻したとされる

公共制度から失われた国民の信頼を取り戻すことを通じて、さらにこれらのイ

ンセンティブを強化するはずであった。全体的に見て、改革はより高く生産的

に投資された貯蓄を通じて経済活動を改善すると期待された｡141 

 

133．これらの新たな年金制度が出現した初期の頃から、ILO はこうした制度は

高齢者の所得保障を大幅に縮減し、将来の給付予測を困難にし、民間が運営す

る年金基金によって高い運営コストが発生し、短く不完全なキャリアでかつ低

所得の職業に就いている女性など、労働市場において不利益を被っている人々

への実効的な適用範囲を狭めてしまうとして警告を発してきた｡142 業績を改革

した年金制度についての多数の研究、特にラテンアメリカ143、中・東欧の移行

                                                        
141 World Bank：Averting the old-age crisis: Policies to protect the old and pro growth (世界銀行:「高齢危機を

回避する：高齢者を保護するための政策と成長擁護」、ワシントン DC、1994 年) 
142 International Labour Review (「国際労働評論」)：C. Gillion、A. Bonilla 共著：“Analysis of a national private 
pension scheme: The case of Chile”(｢個人年金スキームの分析：チリの場合」、ジュネーブ、ILO) 1993 年、

第 131 巻、No.2、171-195 頁。ILO：World Labour Report 2000– Income security and social protection in a 
changing world (ILO:「2000 年世界労働リポート－変貌する世界の所得保障と社会的保護」、ジュネーブ、

2000 年)も参照のこと 
143 F.M. Bertranou、A. Arenas de Mesa 共編：Protección social, pensiones y género en Argentina, Brasil y Chile 
(「アルゼンチン、ブラジル、チリにおける社会保障と年金の様式」ILO、2003 年、西）、ISBN 92-2-313562-1；
El sistema de pensiones en Chile en el contexto mundial y de América Latina:Evaluación y desafios（「世界及び

ラテンアメリカから見たチリの年金制度：評価と調査」、ILO 国際セミナー報告、労働安全省、チリ 21
社会財団、サンチャゴ、2004 年）；M. Nitsch、H. Schwarzer 共著：Recent developments in financing social 
security in Latin America: Issues in social protection（「ラテンアメリカにおける社会保障の資金調達に見る

近の展開：社会的保護の問題」審議文書 1、ILO、ジュネーブ、1996 年） 
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国144 についての研究は、年金改革によるこうした欠点を確認している。 

 

134．初期の頃からの ILO の懸念は、世界銀行の独立評価グループ（IEG）の

近の報告書の中にも反映されている｡145 同グループによる、世界銀行の年金改

革への支援に関する報告書は、とりわけ次のように述べている。「民間財源によ

る年金は、国民貯蓄の増額や、資本市場の発展に成功したとの証拠はほとんど

存在しない………」。さらに、「………財政の持続可能性に対する世界銀行の懸

念は、財政制約の中での貧困削減と退職所得代替率の改善という、広範な年金

政策の目標を不明瞭にする傾向があった」。管理費用が高いことは改革当初から

の根強い不満であった。その他のケースでは、コンプライアンスの執行が不十

分のままだった可能性がある。民営の年金でさえ、政治的危険の影響下に置か

れたままである。年金基金が国債への大量投資に向けられ、外国証券への投資

に厳しい制限が課せられている国もある。 

 

135．確定拠出型システムはこのように多数の弱点を抱えており、高齢化した人

口に対応する国の制度を設計する必要からの逃げ道を簡単には提供してくれな

い。チリはこれらの改革の先駆けであるが、現在大掛かりな政策見直しに着手

している。追加的に現われている問題は、国の制度の基礎部分を補完するため

に使用者が民間年金制度を提供している国で、平均寿命の伸び、投資収益の落

ち込み、及び保健医療コストの増加が確定給付型制度の存続を難しくしている

という問題である。彼らはまた確定拠出型へ切り替え、将来の退職者の期待補

償範囲を大幅に削減しつつある。このことの一つの結果は、国の制度を改善する

ことによって制度の不足を埋め合わせよという圧力が国に対して増すことであ

ろう。 

 

136．現在働く人々は、賃金への課税を通じた、国の移転メカニズムであるにせ

よ、または勤務する企業への投資に支払われる配当を通じてであるにせよ、実

質的に自らの所得から退職者の年金給付と保健医療費を支払っているのが経済

的な現実である。現在まで、こうした世代間の移転は国の枠組みの中で行われ

てきたが、グローバルな市場においては、世界の労働力が世界の依存人口を援

助する傾向が強くなっている。開発途上国からの移民労働者は、所得のかなり

の部分を自国に対して送金する一方で、先進国の年金の一部は、新興市場への

投資から得られる配当で賄われている。 

 

 

                                                        
144 International Social Security Review (｢国際社会保障レビュー｣): E. Fultz 著：“Pension reform in the EU 
accession countries: Challenges, achievements and pitfalls”(｢EU 加盟候補国の年金改革：課題、達成、落と

し穴」、ジュネーブ、第 57 巻、No.2、2004 年 4 月) p.3-24 
145 World Bank：Pension reforms and the development of pension systems: An evaluation of World Bank 
assistance (世界銀行：「年金改革と年金制度の開発：世界銀行支援の評価」、ワシントン DC、2005 年)p. 
xvi、xvii 
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137．依存人口比率が増加している第一群の国々は、ヨーロッパと日本である。

しかしながら、この人口推移は漸進的であり、現行制度は、退職の有効年齢が

65 歳近くに引き上げられた場合には、保険数理上の実行可能性を保つことがで

きる。多くの国が退職年齢の引き上げを議論しているが、拠出金の大幅増額は、

早すぎる引退を減らすことによって実現することができるだろう。同様に、失

業率が低下すれば、制度を使う必要も削減されるだろう。移民の増加もまた、

依存人口比率を低下させる効果をもたらすが、移民労働者自身も退職年齢に近

づくにつれて社会保障へのニーズが高まるために、その効果は一時的なもので

しかない。社会保障における新たな一般的なパターンはないものの、多くの国

は 低限かつ普遍的な適用を提供する強制加入の国家制度と、余分な保険料を

支払う余裕のある人々が加入する補足的な民間制度の組み合わせにいずれは行

きつくことになるだろうと考えられている。 

 

 

 

 

 

図９ 60 歳以上人口の割合の増加率 
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138．中国を含む中所得国からなる第二群の国々は、2015～2025 年の間に、依

存人口比率の上昇に見舞われ始める｡146 しかもこれらの国々は、より急激な依

存人口比率の上昇を経験することとなるだろう。これらの国々は、高齢化の社

会への負荷を予測し、対応できるよう、今のうちに、有効な制度を確立するこ

とが重要である。（図 9 参照）。 

 

139．高齢化は も貧しい国々には 後に訪れるが、国民 1 人当たりの所得が低

いままで、依存人口比率上昇への分岐点を迎えるという危険が存在する。この

移行の影響は、特にアフリカで、HIV／エイズの流行によってもたらされる労

働力の喪失によって悪化する。低所得国のための社会保障制度を想定すること

は可能であるが、大幅な貧困削減と開発の加速には、社会保障制度の立ち上げ

への援助も含む、国外からの支援が必要とされるだろう。ある意味で、移民労

働者の送金の大幅増加は、たとえ非公式な性質のものであっても、世界的な社

会保障制度の開始を構成する。多くの開発途上国の貧しい農村に対する移民労

働者の送金は、特に若者と老人にとって貧困と不安定を削減していることを示

す証拠がある。 

 

 

                                                        
146 世界銀行の健康、栄養および人口に関するオンラインデータベースからの依存人口比率一覧表
http://devdata.worldbank.org/hnpstats/HNPDemographic/dependency.pdf 
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 D. 労働市場ガバナンスの適応と近代化 
 

 

140．技術の広範囲な変化、そしてかつては閉鎖されていた社会の何億人もの働

く女性と男性がグローバル経済に統合されていくことにより、世界全体で仕事

の組織と労働市場に対して強力な影響が及んでいる。それは仕事の規制にも影

響をもたらしている。そのような変化の範囲は数量化するのが難しく、革命的

というよりも漸進的である。また、労働市場ガバナンスの基盤における連続性

という強力な要素も存在する。 

 

141．すべての国の使用者、労働者及び政府は、仕事の組織の基礎となるさまざ

まな制度と、協力的な生産活動の規則が決定され適用される方法を絶えず見直

している。「ガバナンス」という言葉は、本報告書の中で仕事と労働市場の活動

を調整し統制する公共・民間の制度、権限ある構造及び協働の手段を表現して

いる。 

 

142．こうしたガバナンスのメカニズムは、非公式だがしばしば強力な社会規範、

私的契約、法規制、団体協約と国際基準を包摂している。これらは生産性のパ

フォーマンスに重要な影響を及ぼし、さらにはその延長線上で経済成長、所得

分配と社会的一体性、ひいては政治的安定にも波及する可能性が高い。多くの

要素がこれらのガバナンスのメカニズムに作用するが、それには仕事における

人権の尊重、公正さへの視点、労働が生産した成果物が売られる市場の状態、

使用される技術、企業の組織、意思決定プロセス、また働く人々の声がどの程

度代表され、傾聴されるかということが関係している。 

 

143．労働市場のガバナンス制度は、それぞれ異なる社会的、経済的及び政治的

な開発の道筋を反映する、強力な国家的特徴をもつ。しかしながら、他の多く

の市場のガバナンス・メカニズムと同様に、一つの、あるいは複数の支配的な

モデルの周辺にシステムが収束する傾向がある。 
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144．ILO は国際労働基準を通じて、労働市場ガバナンスと雇用・社会政策の世

界的な規範の枠組みを提供している。これらの基準は、多くの国々が国内法慣

行を策定するに当たり、指針となってきた。収束に向けた圧力が議論に上るこ

とが多いが、大半の専門家は、開発段階の異なる国家間や世界の異なる地域の

みならず、開発段階の類似する国家間及び地理的に近い国々の間にもかなりの

多様性を観察している。 

 

145．このような、制度がどのように適応し、近代化を進めているかということ

についての検討は、多様性の継続におけるいくつかの共通のパターンを明らか

にする。それは、仕事の膨大な多様性により、法律、規制、契約の基盤である

広く受け入れられている原則の枠組みに根ざす、分散化されたガバナンスのメ

カニズムが必要とされることを示唆している。いくつかの国では、競争激化、

技術変化及び国際的相互依存の高まりという新しい環境を迎え入れるために、

規制や団体交渉のシステムを含め、長年にわたって築き上げられた既存の取り

決めを見直すことに重点が置かれている。 

 

146．しかし、世界の働く人々と使用者の多くにとって、それはまともな所得を

稼ぎ、企業を発展させる機会を促進し、人権を尊重し、これまで以上に複雑で

グローバルな開放市場制度の中で競争するための基礎を提供するガバナンスの

メカニズムの足場を固めることを意味している。投資や革新を阻止しながら、

しばしば恣意的な権限の行使を許す非公式の慣行は、権利と義務が明確かつ公

正で、開発を促進するシステムに道を譲る必要がある。非公式から公式の労働

市場ガバナンスのメカニズムに移行することは、開発プロセスの重要な段階で

あり、ディーセント・ワークに至る展望の鍵である。 も小規模な零細事業か

ら、 大規模の多国籍企業まで、使用者と労働者は仕事の組織に関わるさまざ

まな調整問題を解決していかねばならない。労働市場ガバナンスの諸制度は、

このプロセスが公正かつ効率的に機能するための枠組みを提供する。 

 

 

１．インフォーマル性を削減する 
 

147．インフォーマル経済の成長を止め、縮小することは、多くの開発途上国に

とって優先事項である。インフォーマル経済で活動する企業と労働者はいずれ

も、公正で執行可能な規則の欠如に起因する不確実性に苛まれている。財産権

の弱い社会体制は投資を牽制する。労働法の不十分な執行は、危険な労働慣行、

長時間労働、低賃金の蔓延を許容する。労働契約を含む民間契約は、法廷によ

るオープンかつ公正な執行ができないため、非効率と搾取につながる。 

 

 

 

ILO のグローバルな 

規範的枠組み 
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148．全体として、企業の発展や生活・労働条件の改善にとって不可欠な生産性

の成長が阻まれている。実際に 低限の法的義務を満たそうとする企業は駆逐

される。働く人々の半数から 3 分の 2 がフォーマル経済の外に属している現状

では、インフォーマルな状況を脱し、公共･民間部門投資の増加がディーセント･

ワークの機会の創出に振り向けられる開発軌道にのることが、世界全体の労働

市場ガバナンスにとって 大かつ唯一の課題である｡147 

 

149．インフォーマル性の罠を克服するための整合性のある国家戦略の出発点は、

インフォーマルに働くことの「規制」費用は、企業、労働者及び地域社会にと

って高くつくという認識を広めることである｡148 法律が欠如しているというこ

とは規則やそれを執行する者もいないということと同等ではない。インフォー

マル経済に何らかの秩序を課すという民間の手段は、企業と労働者にとってし

ばしば非常に高くつき、時には暴力の脅威に依存することもある。フォーマル

な状態への移行の費用が緩和できるならば、多くの企業は進んで名乗りをあげ、

税金を払い、労働法を順守し、司法制度へのアクセスが財産と契約にもたらす

保障の恩恵を受けられるかもしれない｡149 開発途上国 7 カ国を対象とする ILO

の調査では、零細・小企業で基本的な登録要件を満たしたものは、金融サービ

スの利用可能性が高まり、従業員に対する社会保障の適用を改善することがで

きたとしている。登録要件を満たした企業は、満たさなかった企業よりも長期

的にはより多くの雇用を作り出すことができたのである｡150 

 

150．インフォーマル性の概念は、禁止薬物の取引など、それ自体は非合法でな

いが、法体系の及ばない活動を対象とする。開発途上国と一定範囲の先進工業

国のインフォーマル経済はきわめて多様であり、極端な場合は、すべての生産

と交換が法律の及ぶ範囲外で行われる一方で、公的な規制秩序の枠組みの範囲

内でほとんどの活動が生じるものもある経済活動の連続体を表す。インフォー

マルな事業者の中には、ほとんど法規制の及ばないものもあれば、部分的に法

体系の中に存在するものもある。 

 

151．非常に貧しい近隣諸国の場合、インフォーマル経済の推進力は生き残るこ

とであり、フォーマル経済との関連はほとんどないこともある。南アフリカと

タンザニア連合共和国での ILO 調査は、公共部門と大企業の雇用が減少した時

に、零細・小企業の雇用が増加することを発見した。これらの中小企業の多く

は生計を立てるための 後の手段であった｡151 開発途上国で農業に従事してい

                                                        
147 ディーセント・ワークとインフォーマル経済に関する決議、第 90 回 ILO 総会、2002 年 
148 The McKinsey Quarterly (マッキンゼー・クォータリー): J. Capp 他著：“Reining in Brazil’s informal 
economy”（｢ブラジルのインフォーマル経済における統制」ジュネーブ、マッキンゼー・グローバル・

インスティテュート）2005 年 1 月 
149 H. de Soto 著：The mystery of capital (｢資本の謎」、バンタム・プレス、2000 年) 
150 前掲書 Reinecke、White 共著 
151 同上 
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ない女性のほぼ 3 分の 2 は、インフォーマル経済、多くの場合小規模の家族事

業で働いている｡152 貧困の根本原因に取り組むことでインフォーマルな状態を

削減することが肝要である。 

 

152．しかしながら、貧しい地区でさえ、一部の企業の中には経済及び社会のフ

ォーマルでより条件の良い部門とのつながりを持つものもある。一部の地域で

は、インフォーマル経済はかなりの部分、フォーマル経済のためのサービス提

供と生産を行っている。税や社会保障の拠出金の支払いを回避し、または労働

安全衛生規則の順守を怠ることは、インフォーマルな経営者に、法律に従って

いる競争相手に対するコスト面での優位を与える。法規制を回避し、逃れるこ

とを防止する方法を考案することもまた大事である。これには、零細・小企業

の法令順守の費用を緩和するために、法規制を再検討することも含まれるだろ

う。零細・小企業がより確実に成長を開始することができるように、フォーマ

ル経済への移行方法や生産性の改善方法を理解することを支援することと共に、

新興事業の企業登録手続きを簡素化することが 優先事項となる｡153 

 

153．近年、開発途上国の多くで見られる緩慢で断続的な経済成長は、フォーマ

ル経済企業と公共部門における仕事の機会を増やすよりむしろ減らすことで、

インフォーマルな状況の拡大につながっている。東アジアと東南アジアのみが、

インフォーマル経済の労働者数の減少につながる十分な数の仕事を産業部門と

近代サービス部門に有している｡154 

 

154．インフォーマル性を減らすことは、政府のみに関わる問題ではない。フォー

マル経済に参入することは、零細・小企業のスキルを高め、生産能力を上昇さ

せ、貧困の罠に陥るリスクを削減する社会的保護のメカニズムを構築し、協同

組合・少額融資制度・職業団体・労使団体など自助組織の発展を推進する、一

連のプロセスの一部である。 

 

インドの露天商人が組織化によって前進する 

 行商人及び露天商人の権利を守り、生活条件を改善するために活動しているさまざまな

労働組合と任意団体の連合である、インド露天商人協会（National Association of Street 

Vendors India, NASVI）が掲げる主要要求のうちの 2 つは、商品を並べるスペースを確保す

ることと、彼らには取引する権利があることを証明する文書である。彼らの運動は、政府

の支援を勝ち取った。露天商人のための包括的な国の政策が 2004 年 8 月 12 日に公布さ

れた｡1 そこでは、全国、州及び都市での立法及び都市計画政策を通じ、露天商人を嫌が

らせから守り、街頭取引のための適切かつ清潔で安全なスペースを提供することを確保す

ることが目的である。そこで、公的当局と NASVI にとっての課題は、国の政策が地元の慣

                                                        
152 前掲書 Women and men in the informal economy (｢インフォーマル経済の女性と男性｣) 
153 前掲書 Reinecke、White 共著 
154 前掲書 Majid 著、2005 年 
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行に反映されることを確保することである。 

 
1 Economic and Political Weekly (Mumbai)（「週間経済と政治（ムンバイ）2005 年 5 月 28 日掲載：S. 

K. Bhowmik 著：“Street vendors in Asia : A review”「アジアの露天商人：レビュー」及び National policy 

for urban street vendors, Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Government of India

（「都市部露天商人に関する国家政策」都市開発貧困軽減省、インド政府、2004 年 8 月 12 日 

（http://www.muepa.nic/policies/natpol.htm） 

 
 
155．インフォーマルな状況を削減するには、それぞれの国と地方の特徴に合わ

せた、複数の政策側面を横断する包括的なアプローチが必要である。インフォー

マル経済で暮らし働いている人々が、全員がディーセントな仕事の機会をもつ

権利に基づくシステムの保障の中に確実に移ることができるようにするために、

代表的組織との対話のプロセスが存在することが不可欠である。生存の機会さ

えも危うい男女にとってみれば、過酷な現状でさえも、より良い生活の約束と

置き換えることは、危険な大飛躍のように思われるかもしれない｡155 以下は、

インフォーマルな仕事を改善する戦略の主要な構成要素の例である。 

 

政府の政策・法律は、零細・小企業への偏見を取り除き、これらの企業の順

守を促進するよう再検討がなされるべきである。合法的な中小企業の発展に

資する環境を生み出すことがきわめて重要である。 

労使団体は、例えば、健康保険、法律的な助言、小額融資または生産者協同

組合などに関わる自助グループを育成することによって、インフォーマル経

済のアクターの代表性を拡充するよう奨励する必要がある。小規模経営者に

対する政策及び法律的な偏向は、彼らにとって政策決定への意見表明が難し

いため、しばしば永続化されている。 

零細・小企業は、生産性改善のために、しばしば助言と信用貸しを必要とし

ている。そのような助言は、労働条件の改善と業績の関連性への認識を促進

するべきである。社会的保護のイニシアチブは、健康を損ねるなどの個人的

危機の結果として、労働者の家族が貧困の罠に囚われることを防ぐ上で重要

である。 

労働監督業務は、労働慣行の改善、相互支援のためのネットワーク構築に向

けた技術的援助を重視しつつ、労働法の順守を促進すべきであり、制裁は甚

だしくかつ執拗な乱用と重大な危険に対して発動されるべきである。 

都市計画は、安価で安全な職場、住宅、公共輸送、電気、給水及び廃棄物処

理に対する中小企業及び労働者のニーズを考慮すべきである。インフラスト

ラクチャーの開発において、適切な場合には、ディーセント・ワークの機会

と安定した合法的な小企業の発展を拡大する建設技法を用いるべきである。 

 

                                                        
155 World Development (「世界開発」): G. Wood 著：“Staying secure, staying poor: The ‘Faustian bargain’”(「安

全に暮らすこと、貧しく暮らすこと：『ファウスト的駆け引き』」、エルセビア) 第 31 巻、No.3、2003 年

3 月 
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２．農業労働と貧困削減 
 

156．世界の も貧しい人々の 4 分の 3 が開発途上国の農村地帯に暮らし、農業

からの世帯収入に依存している現状において、農業の生産性、所得、労働条件

の改善は開発に必要不可欠である。一部の国では、伝統的な形態の農業生活が

根強く存続しており、労働の取り決めが、しばしば深く根ざした慣習やコミュ

ニティの規範によって決定される。土地の所有権が分散している国では、自己

採算で働く小規模農民が農業の大きな割合を占める傾向がある。 

 

157．農業がより商業化されている場合、被用者である労働者の割合はより高く

なる。有償雇用は増加傾向にあり、世界全体で 4 億 5,000 万人が従事しており、

世界の農業労働力の 40％を超える勢いである｡156 この動向を測る上で困難な

ことの一つは、自営農家の女性と男性世帯員は、家族の収入を補完するために、

しばしば臨時に農場の外で働いていることである。そのような臨時労働の規模

に関する適切なデータはほとんどない。しかしながら、1990 年代初めのメキシ

コの農業労働市場に関する研究は、農民 480 万人－または農村労働力のほぼ

80％－は少なくとも年間の一定期間は何らかの賃金労働に従事したと推定して

いる｡157 

 

158．農村部からの人口流出は大規模に続いているものの、現在の動向によれば、

2015 年まで、世界の労働力の約 3 分の 1 は依然として農業労働に従事している

だろうと考えられている｡158 それゆえ、極度の貧困を削減することは、大部分

が農業労働者及び小規模農家の収益力を改善し、さらに農村部に農業以外の雇

用機会を作り出すという課題である。乾燥地域でさえ、生産性向上の技術的可

能性はかなりあるのだが、 貧困の農業コミュニティは、より高い所得を生み

出すことのできるインプットと市場にアクセスすることにおいて、多くの障害

－とりわけ栄養不良と疾病による衰弱―に直面している。差別はしばしば多様

な特徴をもつが、先住民族またはその他の不利な条件に置かれた民族集団出身

の多くの女性及び男性にとって、差別は社会的現実である。 

 

159．インフラストラクチャーと教育への投資に加え、農村の貧困の罠を打破す

るためには、協同組合のような労働者と小規模農家の集団組織を発展させる広

範な取り組みが必要である。これらの組織は、農村開発に関する政策立案決定

において 貧困層を代表し、マーケティングの改善をはじめ、健康保険、小額

融資、種子・肥料及び道具の一括購入などの重要なサービスを提供することが

                                                        
156 P. Hurst著：Agricultural workers and their contribution to sustainable agriculture and rural development (「農

業労働者と持続可能な農業および農村開発への貢献」、FAO-ILO-IUF、2005 年) 
157 R. Plant 著：Role of rural workers’organizations in economic and social development: A case study of ILO 
Convention No. 141 in Mexico and the Philippines（「経済・社会発展における農村労働者組織の役割」、メキ

シコ、フィリピンにおける第 141 回 ILO 会議の事例研究、ジュネーブ、ILO、1993 年） 
158 前掲書 ILO：EAPEP データベース、第 5 版 
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できる。バングラデシュでは、ミルクヴィタ（Milk Vita）協同組合が 1990 年代

の初め以降劇的に拡大し、それまで非常に貧しかった農民組合員の生活水準を

引き上げ、安全な牛乳を他社と競争力のある価格で都市部へ提供し、牛乳の流

通に新しい仕事を創出した｡159 

 

160．特にプランテーションなどにおける大規模な農業が重要である場所では、

農業労働者の組合や農民組織と大企業との間の対話と交渉が増えており、労働

条件、賃金、生産性の改善の機会を生み出している。農産物の主要な購入者も、

労働条件及び農村地域の社会的・生態学的な環境を改善するために、生産者と

協力する責任を負う｡160 

 

161．農業労働者の多くは、他の経済部門の労働者に較べて国内労働法による保

護が弱い｡161 農業労働における法律の役割は、土地所有の形態、農場の規模、

商業化の範囲と密接に関係している。しかし、世界各地で農業労働者は差別、

危険な労働条件、低賃金と社会的保護の欠如を経験しており、それらは貧困の

発生に拍車をかけている。農業は、時には労働法の適用から完全に除外されて

いる場合さえある。規模の要件があることも、多くの農業経営者がその適用外

にあることを意味する場合もある。 

 

162．農作業の多くが有する臨時、季節的、一時的な特性も、法的保護が弱いも

う一つの理由である。多くの農業労働者は絶え間なく移動し、収穫サイクルを

追って異なる地域、さらには外国にまで出かけて行く。ヨーロッパ及び北米の

労働集約的な収穫労働の多くは、低所得国からの労働者集団によって行われる。

さらに、農作業が遠く離れた孤立した場所で行われることも、労働監督官の業

務を特に難しくしている。一部の国では、農村地域における法の支配の全般的

な欠如が、私的民兵、犯罪、強盗が抑制されない真空地帯を創りだし、地域が

貧困から抜け出すのを阻む不安定性と脆弱性を増幅させている。 

 

163．農家及び他の農村労働者にディーセント･ワークを確保する目標の達成に

向けた包括的戦略は、貧困削減の重要な要素とならなければならない。労働条

件の法的保護の実効性を改善することに加え、農業労働者と小規模農民の結社

の自由の権利の行使を拡大し、確保し、奨励することも必要である。農民組織

や地主組織、他の農村使用者団体、協同組合、社会保険及び小額融資機関など

の任意団体や、地方自治体及び中央政府機関、農業労働者及び小規模農民団体

                                                        
159 J. Birchall 著：Cooperatives and the Millennium Development Goals (｢協同組合とミレニアム開発目標」、

ジュネーブ、ILO、2004 年) 
160 L. Rusgaard 著：The IUF/COLSIBA-CHIQUITA framework agreement: A case study, Working Paper No. 94 
(｢IUF/COLSIBA-CHIQUITA 枠組み協定：ケーススタディ」研究報告書 No.94 ジュネーブ、ILO、2004
年） 
161 ILO：Sustainable agriculture in a globalized economy (ILO:「グローバル化経済における持続可能な農

業｣)、グローバル化経済における農業および雇用の近代化を通じた持続可能な農業開発への移行に関す

る三者会談での討議のための報告書（ジュネーブ、ILO、2000 年） 
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などとの協力は、農村地域の社会資本を充実させ、農業生産性と農村開発を阻

む複数からなる貧困の罠からを回避することに貢献する。 

 

 

３．技術変化と競争激化が労働市場のガバナンス・メカニ
ズムに及ぼす影響 

 

164．多くの国では、国際競争の激化と、アウトソーシングの増加などを通して

技術変化が企業再編にもたらす機会とが相まって、雇用の安定に関する不確実

性が増幅されている。企業は市場での自社の立場に自信を失い、 も革新的な

競合他社に遅れをとるまいとの圧力の下にある。その中で、使用者の多くは内

部の再編成（機能的柔軟性）と採用・解雇に関する規則の緩和（数量的柔軟性）

を通じて、働き方を柔軟化させる方法を模索してきた。労働市場のガバナンス

制度は、こうした圧力に対する使用者の反応を調整するものである｡162 

 

165．開放市場経済と持続可能な開発の促進における二つの重要な基盤は、雇用

関係と企業の有限責任である。どちらも各国法で正式に定義されているが、こ

れらは生産プロセスと市場の機能の調整において必要不可欠な役割を果たすよ

う、並行して発展してきた社会制度でもある。過去 200 年間にわたり発展して

きた、企業の雇用に関わる法の構成概念は国によって異なるが、その目的や基

本原則の基調には驚くほどの類似性が見られる。雇用関係と企業に関わる法律

の質、そしてさらに重要なことにその施行の実効性は、開発及び経済・技術変

化への調整に欠かせないものである。 

 

166．経済社会の変化の規模と速度にかかわらず、雇用関係と企業が近代的な市

場経済で果たす役割には、根本的な変化の兆しはほとんどない。製造過程があ

る程度の役割分担とその結果としての作業チームの調整を必要とする場合、使

用者は必要な時に労働者がいるよう雇い入れる必要がある。使用者はまた、修

得した技能を維持し、必要に応じて業務を調整することを確保する必要もある。

労働者側から見れば、雇用関係により、所得をある程度保障され、道具や原材

料、設備への投資も必要とされない。 

 

167．作業工程を、 終消費者につながる中間製品を連鎖の中で「転売」する独

立した自営労働者による作業に分割するという代替策も理論上は可能である。

ただし、ほとんどの財とサービスにおいては、取引費用がかかるため、その工

程のかなりの部分を労働者の集団を雇って社内で行うほうがより効率的である。

ほとんどの先進工業国の労働者10人のうち約9人は、何らかの雇用関係にあり、

                                                        
162 K. Van Eyck 著：Flexibilizing emoployment: An overview (「雇用の柔軟化：概説」、SEED ワーキングペー

パーNo. 41、ジュネーブ、ILO、2003 年）は雇用の柔軟性に関する分析方法の調査を示している。 
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この割合は、成長速度の速い開発途上国でも上昇しつつある｡163 

 

168．世界各地の多くの企業は、生産工程を再構築しつつあり、それは雇用の条

件と企業の形態に重要な影響を及ぼしている。新たな情報通信技術や市場の開

放、輸送費の減少により、企業が他社から購入する物、あるいは企業自身の行

動を決定する際に、企業（公営、民営とも）が用いる基準が変化している。現

在、多くの企業では、広範囲にわたる製造やサービス業務を、時には外国へも

外注するという選択が可能になっている。これはまた、企業がどのような事業

をし、何を買うかに応じて、自社の労働力を増減させるという選択肢を手にし

たがっているということを示唆している。それが転じて、使用者が意のままに

雇用する力を制限し、雇用不安の影響から労働者を守る法律の疑問視へとつな

がっていったのである。 

 

169．同様な圧力はまた、企業が仕事を内部で再編成することを促進している。

例えば、より長い営業時間、需要のピークに合わせた勤務予定の調整、あるい

は労働者に複数の作業をするよう求めることなどである。臨時雇用やパートタ

イム労働、業務委託契約は、一部の国で増加している。こうした傾向は、多く

の国で官民を問わず、自治体を含む政府省庁がコスト削減やサービスの向上を

意図して、作業工程を再検証している場合に明らかである。このような内部的・

機能的な柔軟性の範囲は、労働法や団体協約によってさまざまな度合いで制約

される。他方、作業チームの参加意欲と協力を促す明示的ないし暗黙のルールの

必要性によっても制限されている｡164 

 

170．各国において、費用のかかる混乱や高い失業率をもたらすことなしに、使

用者と労働者が、仕事と労働市場に影響をもたらす変化に適応する確固たる能

力をもつことは、競争優位となる。このことは、「保護された柔軟性」を通じて

変化を奨励する手段としての積極的労働市場政策（ALMPs）に対する新たな関

心を喚起した。こうした政策は、職業紹介サービスや労働市場情報、訓練・研

修、公共事業、企業開発に対する支援などさまざまなプログラムによって、労

働の需要と供給のマッチングを高める。GDP に占める貿易の割合が大きい国で

は、ALMPs に対する支出が高水準である場合が多い。さらに、ALMPs への支

出は、保障に対する労働者の見方とも正の相関関係を有している｡165 

 

                                                        
163 D. Marsden 著：A theory of employment systems: Micro foundations of societal diversity (｢雇用システムの

理論：社会の多様性のミクロ的基礎」、オックスフォード、ニューヨーク、オックスフォード大学出版、

1999 年) 
164 M.Marchington 著：“Framinig work: Bluring organizational boundaries and disordering hierarchies”(｢崩壊

する仕事：あいまいな組織の境界線とヒエラルキーという秩序の破壊」、オックスフォード大学出版、

2005 年) 
165 P. Auer、U. Efendioglu、J. Lescheke 共著：Active labour market policies around the world: Coping with the 
consequences of globalization (「世界の積極的労働市場政策: グローバル化の影響への対処」、ジュネーブ、

ILO、2005 年) 
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４．労働法の動向 
 

171．仕事の組織と報酬のあり方に対する変化の圧力は、労働法、規制、団体協

約の適用範囲と内容に関する議論を巻き起こしている。また、不確実性の高ま

りは、とりわけ労働者や労働組合からの保護の強化に対する要求をもたらして

いる。さらに、激化する国際競争は、とりわけ企業から、法律や団体協約の適

用による制約を早急に低減させて欲しいという要求をもたらしている。その結

果、労働法は、現在、多かれ少なかれ常に調整されている状態にある。2000 年

から 2005 年に ILO は 50 カ国以上において労働法改正に関わる審議に積極的に

関与した。 

 

172．労働法改革に関する問題は、きわめて広範である。しかし、過去数年間に

二つの主要な動向が浮かび上がってきた。一つは、ILO が記録した法的措置の

多くは、特に仕事における差別と児童労働の撤廃に向けた基本的原則及び権利

の実施に関わる新法ないし改正法であったことである。もう一つは、多くの国

が、採用・解雇あるいは新たな働き方を導入する際にかかる使用者のコストを

削減するための規制緩和を行ったことである。 

 

173．ここ数年、しばしば民主的な政治体制への移行過程の一環として、仕事に

おける基本的原則及び権利に関わる法律を採用する国が増えてきた。結社の自

由に関する検討は、これらの権利と原則が尊重されるべきであるかという論点

から、これらが尊重され行使されるための 適の方法は何かという点にはっき

りと推移している。結社の自由に関わる法律の導入や改善の過程にある国も多

いが、その多くは、とりわけ農業従事者や輸出加工区の労働者、移民労働者、

家事労働者、インフォーマル経済の労働者に対して、さまざまな法的保護の例

外を認めている。しかしながら、結社の自由の原則に異議が唱えられることは

少なく、実際は女性・男性が報復行為を恐れることなく自ら選択する団体を組

織したり、そうした団体に参加することができる方法に焦点が当てられること

が多くなってきている｡166 

 

174．特に欧州において、仕事における差別に関わる法律が強化されているのは

特筆すべき傾向である。間接的なジェンダー差別を防止する措置や仕事におけ

る機会均等を促進するために設置された組織が増えてきている。改革は、主と

してジェンダー差別や人種差別に焦点を当ててきたものの、性的嗜好や身体の

障害、HIV／エイズ感染の有無などその他の理由に対しても取り組みがなされ

ている。 

 

                                                        
166 ILO: Organizing for social justice (第 92 回 ILO 総会議題資料 1(B)グローバルレポート「社会正義のた

めの組織化」－「仕事における基本的原則及び権利に関する宣言」フォローアップ、ジュネーブ、2004
年） 
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175．1999 年に 悪の形態の児童労働に関する条約（第 182 号）が採択されて

以降、158 カ国が同条約を批准した。（訳者注：2007 年 9 月 1 日現在の批准は

165 カ国）その結果、それらの国の多くは法改正を行っている。 

 

176．解雇に関する法的保護の緩和は、労働法改革において顕著であるもう一つ

の分野である。大半の法令は依然として、具体的に明示されない限り、雇用契

約はフルタイムで無期限のものであることを想定しているが、数々の改革の結

果、いわゆる「非典型」契約を労働者に提示することもできるようになってい

る。こうした契約は有期、臨時、パートタイム労働、あるいは研修期間の雇用

を対象としている場合もある。民間の職業紹介所や臨時雇用に適用される法令

を導入した国も多い｡167 公共サービス部門の労働者の地位についても、しばし

ば働き方の変更に関わる制約を緩和する観点から、多くの国で見直しが行われ

ている。 

 

177．ほとんどすべての国は、大勢の労働者を解雇する使用者の意思決定に、何

らかの形で法規上の制限を課している。その大半が 低限の通知期間を挙げて

いる。さらに、二つの協議形態が広がっている。一つは、閉鎖や離職条件の決

定に関わる代替策を模索するために労働者や労働者の代表との協議を義務づけ

ていること；もう一つは、代替策や一時解雇（レイオフ）の影響を抑えるため

に、協議する時間を与えることを目的として、現地の省庁職員や大臣など公的

当局者への通知を義務づけていることである。このような雇用保護はしばしば

柔軟性を阻害するとの批判を受けているが、多くの改革は、実際のところ、協

議手続きを速めて透明性を増すことを重視する傾向にあり、必要に応じて大量

解雇をも承認する傾向にもある。機会均等を促進する新しい法律の一環として、

雇用終了における差別慣行に対する保護がしばしば強化されてきた。 

 

178．労働法規の量は減少していない。むしろ権利の改善を求める民主的圧力と

高い柔軟性に向けた経済的・技術的な影響力に適応している。しかしながら、

とりわけ何年も緊縮財政を強いられている開発途上国では、労働法を執行する

主たる手段の一つである労働監督業務が後退している。多くの国が 1947 年の労

働監督条約（第 81 号）にもとづく適正な労働法を制定しているが、適切な労働

監督の雇用・訓練・教育の手段が不足している｡168 多くの国において、公務員

給与の支払いに影響を与える長期にわたる緊縮財政が有能な監督官の維持を困

難にし、腐敗行為の危険性を増大させている。 

 

 

                                                        
167 1997 年の民間職業仲介事業所条約（第 181 号）の批准国数は多くないものの、その規程は、このよ

うに多くの新たな法律に影響を与えている。 
168 ILO:General Survey: Labour inspection (ILO 一般調査報告：「労働監督」報告書 III(Part I B)、第 95 回

ILO 総会、2006 年オンライン http://www.ilo/public/english/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/rep-iii-1b.pdf) 
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179．雇用保護法に関する議論は、失業給付制度と訓練制度の効果に関する議論

にも関係している。離職の条件は、求職中に労働者が享受できる所得保護の水

準、また、転職に向けて新たに技能を身に付けるための訓練機会の有無に影響

を受ける。特にヨーロッパでは、他の地域同様、「フレキシキュリティ」の概念

に関する議論が盛んである。この概念は、解雇を行う使用者に対する正式な制

約は相対的に緩やかであるが、失業期間が短期ですむような施策が確保されて

いる雇用適応のモデルをさす。労働組合と公的当局との協議により、社会保障

と訓練制度に裏打ちされて労働者には短い求職期間の所得損失がほとんどなく、

また、転職や地域の移動に対する積極的な支援により支えられることを確保し

ようとしている｡169 

 

180．結社の自由と差別に対する保護を強化する動向は、解雇に関する法律の緩

和と相まって、より権利を基盤にしたアプローチへと全般的に移行していく予

兆を示しているのかもしれない。そのようなアプローチにおいて、ダイナミッ

クな労働市場が必要であるとの認識は、権利の尊重と職場の変化の解決策を交

渉することが条件となる。この傾向は、実体的な成果の保障から、手続上の権

利への移行であると見なされる場合もある｡170 こうしたアプローチは、社会保

障制度の近代化と人的資源政策の改善を必要とする。さらに、法令や法的手続

きへの依拠を減らし、対話と交渉による日常的な仕事のガバナンスを行う仕組

みは、強力かつ効果的な使用者と労働者の代表組織を必要とする。 

 

 

５．団体交渉と社会対話 
 

181．労働者と使用者の自由な結社間の団体交渉は、その他の形態の社会対話と

ともに、民主主義社会を示す特徴である。国が結社の自由の権利を認め奨励し

た歴史的過程は、しばしば民主主義出現の大きな転機となった。仕事のプロセ

スの内部力学は、労働者が集団を形成し、使用者がその集団との和解に到達す

る当然の強力な論理を示している。多くの国で、労働組合は法的地位を獲得す

るまでは、あるいは機能的な民主主義が樹立されるまでは、しばしば密かに形

成され、機能していた。労働者の権利を適用する伝統的な法的ルートが確立さ

れていないにもかかわらず、少なくとも一部では、労働者の権利を主張する社

会的な闘いがその実現へとつながる。しかし、結社の自由と団体交渉が実効性

をもち、社会対話に基づく労働市場のガバナンスに統合されるまでは、これら

の権利には法的な拠所が必要である。 

                                                        
169 ILO: Managing transitions : Governance for decent work (｢移行の管理：ディーセント・ワークのための

ガバナンス」、事務局長報告 Vol. II 第 7 回欧州地域会議討議資料、ブタペスト、2005 年 2 月、ジュネー

ブ、ILO、2005 年) 
170 B. Hepple 編：Social and labour rights in a global context: International and comparative perspectives (｢世
界状況における社会的および労働の権利：国際比較」、ケンブリッジ、ニューヨーク、ケンブリッジ大

学出版局 2002 年)P.15 
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182．結社の自由と団体協約に関わる国際的な基準として ILO 条約第 87 号と第

98 号が挙げられる｡171 20 世紀後半の数十年間における民主主義の拡大は、結社

の自由に関する ILO 条約の批准国の増加と並行していた。結社の自由が以前は

厳しく制限されていた国でも、自由な労働組合と使用者団体が果たす機能を阻

害する法律的な障害が大きく減少している。その結果、団体交渉と社会対話の

範囲が拡大し、発展してきた。同時に、経済社会の変化は組織的な労働運動に

かなりの変化をもたらし、また使用者団体にも一定程度の変革をもたらした。 

 

183．労働者全体に占める組合員数の割合は大半の国で減少した。この減少は、

党が支配する団体の組合員が実際には強制的であった旧共産圏諸国において顕

著である。EU では、2002 年に組合員の割合は 26％で、「新規」加盟国ではこ

れよりも低かった｡172 米国においても、2000 年の労働組合員の割合は、10 年前

の 15％よりも低下して 13％だった。日本では、雇用者に占める組合員の割合は

22％であったが、これも 1990 年以降約 3％減少している｡173（訳者注：2006 年

は 18.2％）開発途上国における労働組合員数は国によってさまざまであり、非

農業労働者の人口の規模により大きく異なる。情報源もまた乏しい。2000 年か

ら 2003 年における報酬を得ている（フォーマルな）雇用の総数に占める割合で

測るとすれば、ブラジル、エジプト、モーリシャス、ニカラグア、シンガポー

ル、スリランカなどの国では 25～45％と高率になるとみられ、また、コスタリ

カ、インド、韓国では 10～20％、それ以外の国では 10％未満になるだろう。都

市部のインフォーマル経済と農業部門を含む総雇用に占める割合を測るとすれ

ば、インドなどの諸国では組合組織率はさらに低くなるだろう｡174 

 

184．先進国での組合員減少の主な原因は、石炭、鉄道、鉄鋼、造船と製造業全

般など、組合組織率が高い産業における雇用数の減少にある。新しいサービス

産業部門や小規模事業における組合員勧誘によって、この減少を埋め合わせる

ことはできなかった。公共部門の組合は、民間部門と比べて、組合員数の減少

が緩やかであった。スカンジナビアなど、組合が社会保障制度に果たす役割が

大きい国では組合員の減少はそれほど目立つ状況にはない。 

 

185．こうした全般的な減少傾向に対して、多くの国で組合員総数に占める女性

の割合が高くなっている。意思決定機関における女性の存在とその参加を強化

することは、仕事の世界におけるジェンダー平等を促進する鍵となっている。

高レベルの社会対話に女性と男性が同等に参加し、代表することは、労働市

                                                        
171 1948 年の結社の自由及び団結権保護条約（第 87 号）及び 1949 年の団結権及び団体交渉権条約（第

98 号） 
172 European Commission：Industrial relations in Europe 2004 (欧州連合：「ヨーロッパにおける労使関係－

2004 年」、ブリュッセル、2004 年) 表 1.3 
173 OECD Employment Outlook (｢OECD 雇用アウトルック」、パリ、2004 年) 表 3.3 
174 S. Lawrence、J. Ishikawa 共著：Trade union membership and collective bargaining coverage: Statistical 
concepts, methods and findings (｢労働組合員と団体交渉権の適用範囲：統計概念、方法、調査結果」、ジュ

ネーブ、ILO、2005 年) 
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場の成果として影響を与える可能性が高い。つまり、男性と同等の条件で完全

雇用に従事することを妨げている障壁を取り除き、ディーセント・ワークの機

会に平等に関わる能力における不平等を是正することになる。すなわち、意思

決定への平等な参加は、ジェンダー平等の法令や家庭生活と仕事のバランスを

とるための政策の導入、ディーセント・ワークの機会への平等なアクセスの改

善、インフォーマルで不安定な仕事に従事する男女の労働者に対する社会的保

護の強化などをもたらすことになる。 

 

186．組合員に影響を与える無形の要因として、一部の国における社会的・政治

的環境の変化が挙げられる。労働組合は組織化の水準を維持する上で、職場の

自発的な組合員に依存している。この重要な社会的役割を果たすことが管理者

や使用者あるいは他の権威ある者の敵意を招き、雇用の継続を危うくすると感

じられるとしたら、自発的な組合員の数は減り、熱意も削がれることだろう。

いくつかの国で組合が直面する困難の一つは、とりわけ以前は組織化されてい

なかった職場で組合員を勧誘する場合に、組合活動家を差別から保護する方法

が不十分であることに起因するようである。 

 

187．雇用の構造的変化は使用者団体にも影響を与える。ただし、その影響を数

値化することは難しい。欧州からのデータによれば、使用者団体に所属してい

る企業は全労働者の約 60％を雇用している。この数値は、中欧や東欧の新規加

盟国ではより低いものの、他の地域と比べて比較的高いだろう。使用者組織の

育成支援は、体制移行諸国において依然として重要である｡175 

 

188．組合と使用者団体の構造が変化している。多くの労働組合が合併し、一部

の国では、以前は商業活動と雇用問題に分かれていた事業者団体が統合しつつ

ある。2006 年 11 月、世界労働連盟（WCL）と国際自由労連（ICFTU）は、各

国の独立かつ民主的な労働組合のナショナル・センターのほとんどを統合して

国際労働組合総連合を創設した。 

 

189．組合加入率の低下、また、使用者団体への加入率に見られる幾分かの低下

は、団体交渉やその他の社会対話制度の範囲と内容に影響を与えてきた。多く

の国では、実際に労働組合員であったり、使用者団体の会員企業の従業員であ

る数よりもはるかに多くの労働者が、団体協約の恩恵を受けている。例えば、

EU 加盟国では、2001 年、当初加盟の 15 カ国では労働者の 78％、また、新規

加盟の 10 カ国では 35％が団体協約の適用範囲であった。こうした数値は他の

諸国と比べて高い。これは、産業別交渉に引き続き強い力をもち、また協約に

関連部門すべての使用者に対する拘束力をもたせる任意または法的手続きが活

                                                        
175 前掲書 Eurpean Commission：Industrial relations in Europe 2004 (欧州連合:「ヨーロッパにおける労使

関係－2004 年」、ブリュッセル、2004 年) 表 1.5 
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用されているからである。2000 年、OECD 先進諸国の平均は 35％で、1980 年

の 45％から低下した。開発途上国における団体交渉の適用率に関する情報は乏

しい。こうした慣例は先進国と比べて一般的ではなく、主に公共部門や大企業

に限定されている｡176 

 

190．一部の国では、全国規模、産業規模での交渉から、工場ないし企業単位で

の交渉への移行が顕著である。他の国々では、交渉が 2 または 3 つのレベルで

行われ、交渉分散の度合いも交渉ラウンドごとに変化する。多くの欧州諸国で

は、産業や国の枠組みの中で局地的な協約が増える傾向が観察されている｡177 

これは、しかし、賃金、訓練、社会移転、税戦略、労働法改革などの問題を包

含する社会協定に関する三者間合意の復活が一部の国で見られるのと対照的で

ある｡178 

 

191．さらに出現しつつある動向は、多国籍企業と国際産業別労働組合組織の間

での国際的な社会対話である。2005 年末までに、ILO の「仕事における基本的

原則及び権利に関する宣言」にもとづき、350 万人を超える労働者を対象とす

る 40 以上の枠組み合意が成立した。これらの合意は賃金や労働条件などの問題

は対象としないが、グローバル企業の全社的な労働組合と経営の関係改善を促

進することのできる原則を確立している。 

 

 

６．労働市場ガバナンスの国際的側面 
 

192．仕事の世界に関する現在の主要なガバナンス・メカニズムである法律と団

体交渉は、国民国家の管轄権の波及を背景に、19 世紀と 20 世紀に発展した。

一部には、植民地主義の利害の結果としてばかりでなく、国内法や慣行のため

の共通基準の設定をめざす ILOやその先駆者の取り組みから生まれた結果とし

て、19 世紀や 20 世紀初頭においてさえ労働法の整備に向けた国際的局面が見

られた。しかしながら、労働市場ガバナンス制度が 終製品の価格と品質及び

社会的関係に与える影響は、主に国内市場内に留まっていた。 

 

193．21世紀に入って、財とサービスの市場のグローバル化が進んでいる。労働

力移動は顕著で拡大しているものの、労働者の国際的移動は依然として少ない。

このことが、労働法と社会対話の新たな環境を生み出している。改革か現状維

                                                        
176 前掲書 Lawrence、Ishikawa 共著、OECD Employment Outlook 2004 (｢OECD 雇用アウトルック－2004
年｣) 
177 P. Marginson、K. Sisson 共著：European integration and industrial relations: Multi-level governance in the 
making (｢欧州統合と労使関係：発展途上にある多国籍レベルのガバナンス」、ニューヨーク、パルグレ

イブ・マクミラン、2004 年) 
178 H. C. Katz、O. Darbishire 共著：Converging divergences: Worldwide changes in employment systems (｢収斂

する相違：雇用システムにおける世界的な変化」、イサカ、ニューヨーク、コーネル大学出版局、2000
年） 
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持かに関して、個々の企業あるいは国全体の競争力に与えると予測される影響

に対してしばしば評価がなされている。 

 

194．同時に、少なくとも部分的には国際競争の激化がようやく手に入れた社会

的進歩を損なうのではないかというもっともな懸念に動かされた、労働者、消

費者、企業、政府によって、他国の労働条件が綿密に調査されるようになって

いる。さらに、他の国々で続いている人権侵害や貧困に関する国際的な懸念が、

情報が入手できるようになったことに伴い高まっている。しかし、国際競争の

激化から生じる不確実性が、狭量な保護貿易主義のために利用されることもあ

りうることは否定できない。 

 

195．労働市場ガバナンスの国際的な側面への認識の高まりは、近代化と適応へ

の異りながらも重なりあういくつかのアプローチを喚起した。第一に、先に論

じたとおり、多くの国では、競争相手の実績と歩調を合わせたり、時には競争

相手のガバナンスの仕組みを導入するという明白な目標をもって、国内法や社

会対話の制度が見直されている。これは、制度の競争もしくは制度の模倣の過

程と特徴づけられるかもしれない。例えば、米国、欧州、日本の労働市場制度

の比較は、いずれかのモデルが他よりも優れていることを示す証拠は弱いとし

ても、改革に向けた議論を後押しするためにしばしば行われている。第二とし

て、国際的ではないにせよ、例えば欧州連合が創出した地域市場の中で、法律

を調和させる方法を模索する傾向が見られる。こうしたアプローチは、競争に

おける社会的な基盤（social floors）の模索に根ざしている。第三に、各国の管

轄を超えて、多国籍企業がどこで操業しようが適用でき、また、取引先の下請

け業者にも適用できる規範を定めることである。こうしたアプローチのための

ガバナンスの枠組みは国際的な生産システムであり、したがって、こうした基

準は法的拘束力をもたないが、企業の社会的責任に関わる評判を維持するため

に企業が受ける市場圧力など、その他の適用手段に依存している。 

 

196．国の労働法改正、地域・国際的な社会的基盤、企業の社会的責任に関する

議論の新しい重要な特徴は、労働の権利が市場の外にあるものでも、市場に反

するものでもなく、市場の一部として扱われていることである｡179 ILO にとっ

て、このアプローチは新しいものではない。生産性の向上と労働条件や労働者

の権利の改善との間の適正な関係は、ILO の三者構成のガバナンスと基準設定

の礎石の一つである。しかしながら、労働の権利の適用改善が、財とサービス

の市場の発展を支援するとの概念は、近年より広く受け入れられるようになっ

てきている。 

 

 

                                                        
179 前掲書 Hepple 著、p.15 
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ⅰ 制度の競合と模倣 

 

197．国際的に厳しさを増す競争は、規模を問わずあらゆる企業がより速く、よ

り頻繁に、より広範囲な職場の変革を実行すること、すなわち「柔軟性」を手

に入れる必要を迫ってきた。柔軟性の拡大が実際に意味するところは、企業や

産業によってかなり異なる。労働エコノミストは「機能上」の柔軟性と「数量

上」の柔軟性を分けている場合が多い。前者は、多少とも安定した労働力内で

の業務、役割、勤務時間、技能の変化を意味する。後者は、受注数に応じて労

働者の数を調整する努力の中で、採用・解雇の能力を高めることを意味する。 

 

198．国内労働市場のガバナンス制度の柔軟性に関する議論においては、雇用の

終了などの問題に注意が集中しがちである。しかし、雇用の安定と特定の確か

な技能をもつ労働者の確保は、企業にとって重要な問題である｡180 外部の移動

性を奨励しながら、かつ安定性とコミットメントを培うこととのバランスをと

る重要性を反映して、労働法改革は多くの国で体系的よりむしろ漸進的な変化

を生んできた。また、唯一の成功モデルが存在しないことも明らかである。さ

まざまな労働法体系が、世界市場における厳しい競争に対応できることが示さ

れてきた。例えば、ここ数年来、世界経済フォーラムの「世界競争力報告」は、

米国やシンガポールと並んで北欧諸国を上位 10 カ国の中に挙げている｡181 

 

199．しかしながら、柔軟性を求める圧力により、希少な外国投資をめぐる競争

の中で、いくつかの国では労働者を搾取から保護する労働法が弱められるので

はないか、との懸念が浮上している。こうしたことは、労働者の供給が豊富で

あり、労働集約型で熟練度の低い組立産業に特化する国でリスクとなりやすい。

国内の労働法が施行されない輸出加工区の拡大はこうした懸念を増長させる。

「底辺に向かう競争」と呼ばれる競争を引き起こす危険性がある。その他の要

因は、これを避けることができることを示唆している。 

 

200．輸出志向産業への FDI（海外直接投資）が低所得国の発展に寄与するため

には、それを付加価値、技能、技術移転を高め、ひいては経済成長と貧困削減

を促進するための戦略に組み入れることが重要である。収益のすべてあるいは

大部分がその国に留まることがなければ、FDI を呼び込むために「どんな仕事

でもする」アプローチから得るものはほとんどない。だからこそ、雇用政策と

労働法は、競争力を増すための生産性、技能、労働条件の向上に向けたダイナ

ミックな戦略の一部に組み入れられる必要がある。仕事における基本的原則及

び権利の尊重は、そのような国の戦略に寄与するものである。 

                                                        
180 P. Auer、S. Cazes 共著：Employment stability in an age of flexibility. Evidence from industrialized countries 
(｢柔軟性の時代における雇用の安定。先進国から得られた証拠」、ジュネーブ、ILO、2003 年) 
181 前掲書 WEF：Global Competitiveness Report 2005-06 (世界経済フォーラム:「世界競争力報告 2005
－2006 年版｣) 
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ⅱ 国際的な社会的基盤を構築するための協力  

 

201．共通原則の尊重を推進し、それを弱体化させることを避けるための共同行

動は、1919 年以来、ILO 基準の発展に寄与し、より近年には地域的なイニシア

チブをも触発してきた。この点の先導者は欧州連合（EU）である。後にアムス

テルダム欧州連合条約（1999 年）に組み込まれたマーストリヒトでの社会議定

書の採択（1991 年）に従い、欧州委員会は、欧州産業連盟（UNICE）、欧州公

共企業体センター（CEEP）ならびに欧州労働組合連合（ETUC）との間でのヨー

ロッパ全体にまたがる合意を促進する権限を有している。これによって幾つも

の合意が成立し、法的拘束力のある欧州指令へと転換されてきた。これらには、

育児休暇、パートタイム労働、有期労働、海事・空輸部門の労働時間などに関

する指令が含まれる。1994 年以降、欧州従業員代表委員会（EWC）指令により、

1,100 万人を超える労働者を対象とする約 650 の労使協議会が組織されたが、こ

れらは欧州全域における会合での経営側と従業員の間の情報提供の改善と協議

の促進を狙いとしている｡182 

 

202．NAFTA（北米自由貿易協定）、MERCOSUR（南米共同市場）、SADCC（南

アフリカ開発調整会議）などの地域自由貿易協定もまた、ILO の原則や慣行に

準拠することの多い労働及び社会的側面を含んでいる。さまざまな仕組みが、

現行の労働保護を損なう傾向を抑制し、法律の強化を促進するという共通の目

標、とりわけ仕事における基本的原則と権利に関わる目標の達成に効果を発揮

している。EU と米国では、一般特恵関税制度（GSP）による国税の削減など貿

易・補助金政策における労働法体制を改善するインセンティブを盛り込んでい

る。 

 

 

ⅲ グローバルな生産システムが投げかける新たなガバナンスの課題 

 

203．グローバルな生産システムの拡大、そして特に組立作業の立地の推移は、

これが開発を助けるものか妨げるものであるかに関する活発な議論を引き起こ

してきた。こうした生産システムは、また、先進国及び開発途上国の双方にお

いて男女労働者を保護するための新しいガバナンス形態が必要なのかとの問題

も提起している。多くの開発途上国では、輸出工場の労働条件が、労働者を送

り出す農業や都市部インフォーマル経済における労働条件よりも良いという状

況がある。さらに、組立作業の多くは、それ以外に報酬を伴う雇用の機会に恵

まれない女性たちによって担われている。他方、先進国では非熟練労働者の雇

                                                        
182 欧州従業員代表委員会指令（94/45/EC）は、加盟 2 カ国における、従業員 1000 人以上の 150 企業の

取り組みを対象にしている。ノルウェーとスイスの非加盟 2 カ国における 17 企業もまた、欧州従業員

代表委員会を発足させた。参照：European Commission : Industrial Relations in Europe 2004 (「欧州委員会：

2004 年ヨーロッパにおける労使関係」、ブリュッセル、2004 年）第 5 章 
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用機会がなくなり、一部のサービス業でも同様の方式がとられるようになって

いるため、こうした現象が中流の事務職を脅かすようになることへの懸念があ

る。 

 

204．グローバル生産システムに関するこれらの懸念に対して、多国籍企業は幾

通りもの方法で対応してきた。企業の社会的責任（CSR）は、企業の事業活動

が社会にどのような影響をもたらすかを考慮し、自らの原則と価値を、企業内

部の方法やプロセス及び他のアクターとの相互作用において確認する方法の一

つである。CSR は企業による自発的な取り組みであり、法令順守を超えるとみ

なされる活動を言う。つまり、CSR は、仕事の組織と実践の方法に影響を与え

る行動規範を企業内に設けることを求めるため、広義のガバナンスの範疇に含

まれる。 

 

205．CSR は、多種多様な取り組みを包含するが、その中には雇用問題とコミ

ュニティの関与に関する経営者の行動を導くことを意図する企業の行動規範も

含まれる｡183 他には通常は特定の産業分野を対象とする国内・国際的な事業連

合を巻き込むものもある。そもそもは非政府的な民間の取り組みでありながら、

企業に順守を求めるものもある。多くは純粋に宣言的なものであるが、場合に

よっては外部の社会監査人による広範な報告と監督の手法を用いるものもある。

これに深く関連する社会的責任投資では、多くは従業員年金基金やユニット型

投資信託である投資集団が、投資先企業に対して社会的責任基準に照らして評

価を行う。米国では、プロが運用する資金 10 米ドルのうちのほぼ 1 米ドル、も

しくは 24 兆 4,000 億米ドルのうちの 2 兆 3,000 億米ドルが社会的責任投資に関

係している｡184 多くの場合、社会的・環境的責任は同一のイニシアチブで扱わ

れる。世界銀行の民間貸付機関である国際金融公社（IFC）は、 近、ILO の仕

事における基本的原則及び権利にもとづく労働権利規定が盛り込まれるよう、

借り手に対する環境的・社会的業績基準を強化した｡185 

 

206．CSR と社会における企業の役割に関しては、少なからず議論が存在する。

一部には、企業の CSR イニシアチブへの期待は、社会における企業の正当な役

割と考えられうる範囲をはるかに超えていると懸念する見方もある。つまり、

CSR は政府の役割を代替することはできないというのである。他方では、法と

その実施の優越性に同意する人々も、CSR は企業経営者が片務的に特定する責

任が関与する自発的な概念であるという点に留意している。CSR の約束は意思

                                                        
183 800 以上の企業の社会的責任への取り組みに関する情報が ILO オンラインデータベース:Business and 
Social Initiatives (BASI)より入手可能である。 
184 Social Investiment Forum：2005 Report on socially responsible investing trends in the United States (社会投

資フォーラム：「アメリカ合衆国における社会的責任投資の動向に関する 2005年報告」、ワシントン D.C.、
2006 年）http://www.socialinvest.org/areas/research/trends/sri_trends_report_2005.pdf 
185 IFC：IFC reviews environmental and social standards （国際金融公社:「環境的・社会的基準 IFC レビュー」、

オンライン  http://www.ifc.org/ifcext/media.nsf/Content/IFC_Performance_Standards） 
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の宣言の表明にすぎない場合もある、という批判もある。購買者によって実施

される監査の数と質に対する懸念もある。これは市場拡大の観点から供給者に

とって、また、労働条件の改善という観点からは労働者にとって、見返りがほ

とんどない多種多様な要求と不必要なコストをサプライチェーンに導入してい

ると主張する者もいる。 

 

207．CSR に関する現在の関心の波が起きる以前から、ILO の「多国籍企業及

び社会政策に関する原則の三者宣言」（多国籍企業宣言）が存在していた。これ

は政府が承認する公式の公共宣言であり、民間のイニシアチブとは異なってい

る。多国籍企業宣言は、CSR 関連活動に関する ILO の基準点である。1977 年

に採択され、2000 年及び 2006 年に改正された多国籍企業宣言は、労働問題に

関する任意行動のための一連の指針であり、政府、使用者団体、労働組合が普

遍的基準に基づき合意した唯一のものである。また、1976 年に採択され 2000

年に改正された「多国籍企業のための OECD ガイドライン」（OECD ガイドラ

イン）も政府に支持されている。これらは「適用法に一貫した責任ある企業行

動のための自主的な原則と基準」を規定する拘束力のない勧告である。これら

二つの文書はともに、グローバルに展開している企業経営とその社会政策の指

針となる一連の原則を表明し、効果的な CSR 政策と実践をもたらすことが意図

されている。 

 

208．国際連合のグローバル・コンパクトは、コフィ・アナン事務総長（当時）

が主導し、国連、国連諸機関、労働組織・市民社会と企業が協調し、グローバ

ル経済が持続可能かつ包括的なものでありうることを示すパートナーシップで

ある。グローバル・コンパクトは人権、労働、環境、透明性の分野の 10 原則で

構成されている。労働分野は ILO の「仕事における基本的原則及び権利に関す

る宣言」を基盤としている。 

 

209．新たな民間の CSR イニシアチブ、多国籍企業宣言、OECD ガイドライン
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国際的な社会対話：多国籍企業と労働組合との枠組み合意 

 1990 年代以降、産業別組合を代表する国際産業別労働組合組織と「枠組み合意」を結

ぶ多国籍企業が増え、その数は「仕事における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」の

採択後に加速した。2006 年初頭には、43 社が 370 万人の労働者を対象とする合意を締結

した。合意は、一般的に、企業の国際的な事業運営において ILO の中核的基準を尊重する

よう、企業と組合が約束するものである。一部の合意は定期的な見直しを実施する手続き

上の取り決めを含んでいる。多くの場合、枠組み合意は、国際的な環境において企業が組

合とより密接な関係を築くための推進力となり、事業の再編成などの問題から生じる紛争

の解決に役立つことが実証されている。大半の枠組み合意は、本社の組合が企業と交渉関

係を確立している企業を対象としている。多くの場合、子会社も適正に組織化されており、

各組合は、加盟している国際産業別労働組合組織を通してお互いを知るようになる。 
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と国連のグローバル･コンパクトに共通する特徴は、雇用関係の条項について

ILO 基準を盛り込んでいることである。多国籍企業宣言は ILO 条約、勧告、行

動規範に も体系的に準拠している文書であるが、その他についても明らかに、

あるいは暗黙のうちに、ILO とりわけ仕事における基本的原則及び権利によっ

て啓発されている。 

 

210．CSR 規範、ILO の多国籍企業宣言、OECD ガイドライン、国連のグロー

バル・コンパクトは、国際的に事業運営をする使用者の行動基準を定めている

が、国内の裁判所によって執行される批准から基準の法制化へと続く従来の国

際法的な道筋を避けている。これらの文書は、雇用分野においては、国内法に

組み入れられることが多かった ILO 条約と勧告に多く準拠しているため、経営

者の行動や法的義務に影響を及ぼすことを目的とする CSR のイニシアチブと

かなり重複する部分がある。しかし、今までのところ、市場における企業の評

判を高める、あるいは損なうことを避けることが、こうした任意の文書を順守

しようとする主なインセンティブであった。こうした規範に原則を適用する主

な仕組みは透明性である。つまり、任意に受け入れた行動基準に企業が準じて

いないことが露見した場合には、その結果として評判が傷つけられ、商機を失

う可能性があるということである。つまり、消費者、投資家、事業パートナー

の反応が規範の順守を促す役割を果たしている。 

 

211．CSR 文書には、行動の監査と改善措置の仕組みを組み込んでいるものも

ある。多くはそれを有していないか、行動の評価をするための信頼に足るシス

テムを有していない。しかしながら、任意の規範の「執行」に関する議論の中

心は、CSR と法律との違いにある。CSR の原則は、主として、ほとんどの場合、

企業が達成に向けた取り組みをすることが企業の利益にかなう良慣行である。

CSR のメカニズムは悪しき慣行を防止し、制裁の裏づけのある法律を代替する

ことはできないが、CSR の潜在的価値は、使用者に対して法的な 低要件をし

のぐ良慣行を採用することを奨励し、国・労働者・企業が法律を適用する上で

自ら負担することになる遵守の費用を削減することである。また企業と労働組

合、その他市民団体の間の社会対話の議題を提供することもでき、それによっ

て紛争解決を促進し、共同行動の分野を特定することもできる。問題として、

137 カ国が批准した 1947 年の労働監督条約（第 81 号）が対象とする公的な労

働監督制度と自主的な規範の順守に対処する新しい民間の仕組みとの関係が浮

上している。 
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CSR の可能性と限界 



労働市場ガバナンスの適応と近代化 

仕事の世界におけるパターンの変化 76 

７．国際労働基準制度の影響 
 

212．労働市場ガバナンスの互いに相関する 3 つの国際的側面は、その大部分が

ILO の国際労働基準制度を基盤として成り立っている。国際労働基準は、仕事

における基本的原則及び権利を定める ILOの三者構成メンバーによって起草さ

れた法的文書である。これらは、加盟国によって批准され法的拘束力をもつ国

際協定である条約と、法的拘束力のない指針として用いられる勧告のいずれか

である。一般に、条約は批准加盟国が履行する基本的原則を規定しており、勧

告はこうした原則の適用方法に関する詳細なガイドラインとなっている。大半

の国の労働法は、国際労働基準で扱われている問題に対応している。国際労働

基準の影響が直接的である場合もある。また、影響が直接的でない場合には、

同様の結果をもたらす協議手続きが採用されている場合もある。批准国数が多

い ILO 条約は多数あるが、そのことは ILO 基準の影響力を測る完全な尺度では

ない。批准されていない条約とより詳細な内容をもつ付随的な勧告も、しばし

ば労働法の草案項目として用いられている。 

 

213．条約と勧告の策定過程も影響を与える。条約と勧告は政府、使用者、労働

者の代表が起草し、ILO の年次総会で採択される。基準が採択されると、加盟

国は、ILO 憲章にもとづき、それを権限のある機関当局（通常は議会）に提出

しなければならない。このことは、条約の場合、国内法と慣行に条約を適用し、

定期的に適用状況を報告することを確約するところの批准を検討することを意

味する。必要に応じて、ILO は技術的な支援を提供する。さらに、批准した条

約に違反した場合には、加盟国に対して申立及び苦情申立手続きを行うことが

できる。このような ILO と加盟国間の対話は、さまざまな基準が意図するとこ

ろや、法律や慣行に原則を反映するため方法を明確にする効果がある。 

 

214．労働基準は、ILO政労使の 3分の 2以上の多数決により採択されるために、

それは普遍的に承認された原則の表出である。それと共に、労働基準は各国が

多様な文化的・歴史的背景や法制度をもち、経済開発の水準も異なるという事

実を反映している。実際、大半の基準は、こうした差異を十分考慮した上で国

内法慣行に盛り込むことができるよう、十分な柔軟性をもたせて策定されてい

る。例えば、 低賃金に関する基準は、加盟国に対し、特定の 低賃金を設定

するよう求めるのではなく、適正な 低賃金率を設定するメカニズムを確立す

るよう求めている。 

 

215．国際労働法典の大改正を行う進行中のプロセスの一環として、ILO 理事会

は、改正の必要性を検証するため、基本・優先条約を除き、1985 年以前に採択

されたすべての ILO 基準を見直した。この見直しの結果、基本条約と 1985 年

以降に採択された条約を含む、71 条約が「時代に即している」と指定され、1919

年以降に採択された 185 の条約の中でも積極的に促進するよう勧告された。基

広がる ILO 基準の影響 

基準の権威は策定と 

適用における国際的な

政労使の関与からもた

らされる 

さまざまな国の状況に

対応する柔軟性のある

普遍的原則 

見直しプロセスにより、 

時代に即した 71 条約 

を促進対象とする 
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準に関する ILO 理事会の戦略には 4 つの要素がある。第一は時代に即している

ILO 基準のさらなる促進と適用に向けられ、第二は監視機構の強化をめざして

いる。第三は ILO 基準の認知度を高めることの重要性に向けられ、第四は技術

支援、技術協力と能力構築である。 

 

216．国際労働基準は、主として、使用者と労働者との協議のもとで、国際的に

認められた基準に準拠する労働法や社会政策の起草と実施を行おうとする政府

のためのツールである。各国の裁判所は、国内法が整備されていないか、言及

していない事件を裁定するために、また、「強制労働」や「差別」など、基準が

定める定義を参照するために、これを利用することができる。法律の形成に加

えて、国際労働基準は、雇用、仕事、家族に関わる政策など、国や地方の政策

を策定する際の指針となる。また基準は、労働行政、労働監督、社会保障行政、

職業紹介サービスなど、さまざまな行政の仕組みの改善にも利用できる。さら

に、労働紛争解決機関が適用する適正な労使関係の情報資源として、また、労

働協約のモデルとしても役立つ。CSR イニシアチブの基準点として使用される

機会も増えている。 

 

新海事労働条約：海上労働の規制の国際的枠組み 

 ほぼ 120 万の船員が国際貿易の 90％を扱う世界の海運業界において働いている。2006

年 2 月 7 日～23 日に開催された第 94 回 ILO 海事総会において、過去 80 年間に採択され

た 65 以上の国際労働基準を統合し更新する新しい労働基準が採択され、船員は新しい「権

利章典」を得た。 

 新条約は広範囲にわたる事項について、適正な労働条件を得る船員の権利を定め、国際

的に適用され、分かりやすく、簡単に更新でき、一様に履行できるよう策定されている。

この条約は、質の高い船舶産業のための国際的な海事規制体系の「4 本目の柱」と呼ばれ

る国際文書となるべく、国際海事機関（IMO）の重要な条約を補完するものとして策定さ

れた。 

 新条約は、船舶の運航業者ならびに船主による法令順守を改善し、また、あらゆるレベ

ルにおけるメカニズムを通じて基準の実行が強化されるよう策定されている。条約には、

船主及び船長による船舶の状況に関する監督に対し、船員が使用できる不服申立て手続き

を定めるほか、旗国による自国籍船の管轄権と監督、外国船に対する寄港国による検査に

関する規定などが含まれる。条約は、船舶で働く船員の最低労働要件を定め、雇用条件、

設備、娯楽施設、食事・厨房、保健医療、福祉、社会保障などの規定が盛り込まれている。 

 この条約は ILO にとってもいくつかの新しい特徴を有している。新条約全体の構造が従

来の ILO 条約とは異なっている。新条約は、基本的な規定に続き、2 部構成のコードと 5

つの章に分かれており、その一つの章が条約の順守と実施を定めている。基準と指針を含

む規則とコードは、5 章から構成されている。それらはつまり、船舶で働く船員の最低要

件、雇用の条件、宿泊設備・娯楽施設・食事・厨房、保健医療、福祉・社会保障、条約の

順守・実施である。条約の実施に当たり、加盟国を支援する注釈も用意されている。その

他の新機軸として、改正手続きと船舶証明書の制度が挙げられる。 

 

 

ILO 基準は立法者に 

役立つよう企図され、

他の労働市場ガバナン

ス機構の基準点となる
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217．ILO 憲章は条約を批准した加盟国に対し、国内法と慣行において条約の原

則に実効性を与え、その適用状況について定期的に報告するよう求めている。

さらに、1998 年に採択された「仕事における基本的原則及び権利に関する ILO

宣言」は、未批准条約に関してとった措置及び批准を妨げる困難に関し、加盟

国に対し毎年報告するよう求めている。ILO 宣言は、結社の自由、団体交渉権

の実効的な承認、あらゆる形態の強制労働の撤廃、児童労働の実効的な廃止、

雇用と職業における差別の撤廃に関する 8 つの条約の主題である基本的権利に

関する原則に言及している。これらの原則は併せて仕事の世界のガバナンスに

向けたグローバルな社会的基盤を構成する。 

 

218．1998 年以来、ILO は 8 条約に関して 385 カ国の新規の批准を得たが、そ

の中には 1999 年に採択された 悪の形態の児童労働条約（第 182 号）への 160

カ国の批准が含まれる。2006 年 5 月 1 日現在、178 カ国の ILO 加盟国（訳者注：

2007 年 9 月 1 日現在の加盟国は 181 カ国）のうち、119 カ国が 8 条約すべてを

批准している。批准総数は可能な批准数である 1,424 件の 88.6％に達している

（図 10 参照）。 

 

219．世界的な金融市場と製品市場がますます開放されるのに伴い、ILO 宣言の

意義は、すべての働く人々が強制されることなく、自分たちの主な、そしてし

ばしば唯一の資産である労働を交換することができる、との基本的な自由を提

唱していることに存在する。こうした自由は、概念上、また政治的に、自由社

会と開放的な市場経済における仕事のガバナンスの基盤となる。ILO 基準にも

とづくガバナンス制度の強化は、経済の競争力と社会的発展を促進するために

必要な効率性、公平性、代表性の目標のバランスをとる確かな方法となる。し

かし、国の行動のみでは充分とはいえない。国の行動には、さらに雇用集約的

な成長によってディーセント・ワークの機会を拡大するよう支援する整合性の

ある国際政策の支えが必要だろう。 

 

仕事の世界のガバナン

スに関するグローバル
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仕事における自由への
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図 10 増加する ILO 基本条約の批准 
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 E. 将来の展望 
 

 

220．さまざまな形態の仕事は、予見可能な将来にわたって、全世界で人々の生

活の中心であり続けるだろう。仕事の世界の変革を牽引する要素として特定さ

れた、開発の緊急課題、技術変化、世界的な競争の激化、市場への信頼の増大

と国の役割の縮小の 4 つの影響力は長期的な特性をもつ。働く男女が、自らの

状況を同じ職場の同僚、同じ使用者、同じ国との関係においてのみならず、グ

ローバルな視点からも見るようになるだろう、との予測もあながち外れてはい

ないだろう。本報告書は、仕事に対する国際的な影響が強まる道筋をたどって

きた。この動向は今後も続き、ILO の役割に重要な意味をもつだろう。 

 

 

１．世界の労働力は引き続き増加 
 

221．国連の 2050 年までの人口推計によれば、世界の就業年齢人口の増加は、

ほぼ開発途上国でのみ起きるとされている。しかし、増加のペースは鈍化し、

多くの国では、今後 25 年以内に就業年齢人口に対する依存人口の割合が増加し

始めるだろう。例えば、中国は、2030～35 年に 15 億人の人口で安定すると予

測されている。インドの人口は少なくとも 2050 年までは増加するとみられ、ア

フリカの人口は来世紀への変わり目頃まで増え続けるだろう｡186 

 

222．世界の就業年齢人口は、2015 年までに約 53 億 5,000 万人となり、そのう

ち約 3 分の 2、あるいは 34 億 8,000 万人が経済活動を行うと予測されている。

このうち、約 30 億人は開発途上国に暮らす人々である。世界の労働者の約 60%

はアジアからの出身となると予測される。こうした推計は、世界の労働力人口

                                                        
186 前掲書 United Nations: World Population Prospects 2004 (国連：「世界の将来人口推計 2004 年版」) 
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が 2005～2015 年の間に年平均 4,300 万人ずつ増加することを示唆している｡187失

業を減らし、労働市場への女性の参加を増やすには、仕事を求める女性と男性

の純増数を上回る仕事が創出されなければならない。さらに、働く貧困者の数

を減らすには、生産性、所得と労働条件を改善するための広範囲の取り組みも

必要である。 

 

223．この報告書の冒頭で取り上げた開発の緊急課題は、貧しい国々が今後増加

する若年労働者のためのディーセントかつ生産的な仕事を創出する努力を重ね

るにつれ、さらに差し迫った課題となるだろう。人口増加の鈍化が依存人口比

率の増大に傾く前の、労働力が増加する人口統計上の期間は、重要な時期であ

る。これは、1 人当たりの所得を急増させ、また、先進国の生活水準との格差

を縮小させるチャンスである。しかし、HIV／エイズによって 悪の影響を受

ける諸国の開発を遅らせることが懸念される。ディーセントかつ生産的な仕事

のための政策や計画を開発戦略に統合することが、開発途上国においてばかり

でなく、国際社会にとっても優先事項となるだろう。 

 

 

２．技術と開放市場が仕事の世界を変容させる 
 

224．ICT 革命は、歴史的に見ると蒸気機関や電気と並ぶ根本的なイノベーショ

ンである。ICT の影響は現在もなお広がり続けており、マイクロチップという

初の画期的な突破口の上に積み上げられる、漸進的に継続する革新の波を引

き起こしている。ある著名なエコノミストは、21 世紀のビジネス環境は、「競

争の主要な武器が価格ではなくイノベーションである」188 環境になるであろう

と論じている。コンピュータにかかるコストの急激な下落が、多くの製造・サー

ビス部門に影響を与える大きな要因となっている。開発途上国、並びに、先進

国の企業は、市場のリーダーに追いつくために製品や工程の高度化を図る方向

に向けて急速に動いている。製品市場や資本市場の国際的な開放と相まって、

ICT 革命は、生産プロセスの変容、産業分野別・職業別の雇用構造の変容、大

半の仕事の内容と技能要件の変容をもたらしつつある。 

 

225．ICT の適用は、ネットワークの作用によって強く影響されている。つまり、

これまでよりも多くの企業と労働者と消費者とが相互につながりを持つように

なるにつれて、個々の投資に対する利益がそれだけ大きくなる。インターネッ

トにつながっていないこと、あるいは高速で信頼できる接続がないことは、よ

り多くの商業的・文化的・知識の交流が ICT ネットワークを通じて行われるよ

うになるため、経済的・社会的に周辺化されるリスクにさらされることを意味

                                                        
187 前掲書 ILO: EAPEP データベース 
188 W. J. Baumol 著：The free market innovation machine: Analyzing the growth miracle of capitalism（「自由市

場イノベーション機構：資本主義の成長の奇跡の分析」、プリンストン大学出版局、2004 年） 
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している。 

 

226．ネットワーク拡張の潜在的便益を認識し、そこから排除されるリスクを回

避するために協調行動をとることには強い合理性がある。協調行動を組織する

には、地域における「フィーダー」の接続レベルから、貧困な諸国がデジタル

時代のグローバル・ハイウェイにアクセスするのに助力を提供するようなグ

ローバルなプログラムのレベルに至るまで、幾つかのレベルにおいて制度的枠

組みが必要とされている。さらに、これは単に ICT の物質的なハードウェアの

みの議論ではなく、人間のソフト面、つまり識字、計算能力、生涯を通じて新

しい技能を学ぶ能力にも関わっている。ICT 革命において、国内及び国家間の

デジタル・デバイドを克服するには、教育と技能開発に対する国際的な要素を

強くもつ大規模な投資が必要である。 

 

227．技術変化が、貿易と資本の流れによって開放されたグローバルな市場経済

の出現を可能にした。相互に密接につながりあって、職場に変化をもたらして

きたこれらの原動力がもつ作用を解きほぐすのはしばしば困難である。激化す

る競争は、新たな生産プロセスと製品の導入を刺激し、それがさらに模倣と競

争を喚起する。このプロセスは速度を緩める兆しは見せておらず、それどころ

か先に述べたネットワークの作用が次第に効果を現し始めるにつれて、勢力を

増しつつある。職場と労働市場において適応のペースが速いままにとどまって

いるのは、このような背景によるのである。 

 

 

３．世界的に推移する雇用構造 
 

228．ICT で強化された製造業のオートメーションが適用される範囲によって、

工業部門における就業者の絶対数は増加し続けているにもかかわらず、グロー

バルな雇用におけるシェアは安定化している。中国と東アジア、東南アジアの

近隣諸国は、製造業の仕事の新たな中心地となりつつある一方で、ほとんどの

先進工業国における工業の雇用は、全体のシェアの面でも、絶対数の面でも、

着実に減少しつつある｡189 製造業における変化の追加的な特徴は、生産者がど

こに位置していようとも、産業の技術的な 先端に近接している必要がある、

という点である。 

 

 

 

                                                        
189 前掲書 ILO：「KILM 第 4 版」“Industry includes mining and quarrying, construction, water, gas and 
electricity as well as manufacturing which in most countries accoundts for the bulk of employment in this 
category.”(工業とは、鉱業と採石、建設、水道、ガス、電気、並びに、ほとんどの国でこの分類の大半

の雇用を占める製造業を含んでいる｡) 
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229．開発途上国にとって、このことは、非熟練の労働集約的なテクノロジーの

選択肢はグローバルな市場の中で存続の可能性をあまりもたなくなり、開発途

上国の増加する労働力供給の多くを製造業が吸収するのはむずかしくなってい

ることを示唆している。これは、開発途上国が製造業に対する投資を慎むべき

であるということを言っているのではない。開発途上国にとっては、技術発展

と競争力を確保し、グローバルな生産システムの中で合理的な付加価値のシェ

アを獲得するためにも、労働者と管理職の技能向上のための継続的なプロセス

を織り込むことがますます重要になる。同様な懸念は、高速インターネット接

続を利用したサービスの輸出に対しても言える。先進工業国では、半熟練の製

造業の仕事が、技術変化と低コストの供給源との競争に直面して減少を続けて

いる。こうした事態に対処するには、既存の産業においては競争力を維持する

ための技能向上が必要である一方で、雇用が拡大している産業分野への移動を

促進するなどの方策を組み合わせることが求められる。 

 

230．膨大な数のさまざまなサービス部門の中には、需要が増大している職業が

ある。先進工業国の中では、 も高い成長を遂げている職業として、経営・技

術・専門職の特性を持つビジネス・サービスを挙げることができる。保健や教

育などの社会的サービス、並びに、ホテル、ケータリング、小売と運輸業もま

た拡大を続けている。幾つかの国で浮上しつつある懸念は、高度な資格をもち

需要の増加で給与が押し上げられ、増加する 上層の被用者と、供給が豊富で

あるために賃金が増えない熟練度の低い労働者から構成される低層の仕事との

間の、技能と所得の格差が拡大しつつあることである。 

 

231．先進工業国では、中程度の技能のオフィスや工場での仕事が、使用者が技

術や事業環境の変化に対応した構造改革を行っているために、需要が も少な

くなっている。会社によってはビジネス・プロセスのオフショアリングを 近

行うようになっているため、この傾向が加速されている。上下が膨らみ中間が

収縮する「砂時計型」の（すなわち真中がくびれた）社会は、社会的保護の制

度と労働市場のガバナンス制度にさらに課題を投げかけている｡190 

 

232．世界的な観点から、製造業とサービス産業における変化は、労働者が生産

性の低い半生活維持的な農村部の農業から、主に大都市での他の職業へと長期

的かつ大規模に移行する状況と重なっている。主に、より速い成長を遂げてい

るアジア諸国の中では、製造業とサービスにおけるフォーマルな仕事が、雇用

全体に占めるシェアを拡大させ続けており、農村からの移住者の一部を吸収し

ている。しかし、成長が遅いか部分的な多くの諸国では、農村からの移住者の

大部分は、非熟練で生産性が低く、低賃金のインフォーマル経済の仕事、とり

                                                        
190 M. Moynagh、R. Worsley 共著：Working in the twenty-first century (｢21 世紀の労働」、経済調査審議会、

2005 年) 
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わけ、小規模な商売に就くことを余儀なくされている。さらに、人の移動は国

境によって阻まれることが少なくなっている。国際的な労働力移動に対する権

利にもとづく管理されたアプローチが、開発途上国内の雇用変化の動態の分析

にもとづいて確立される必要がある。 

 

 

４．世界の政治的環境 
 

233．多くの都市部のインフォーマル経済の不安定性と貧困は、企業開発と雇用

の改善を妨げている。多くの国で弱い農村開発と相まって、大規模な働く貧困

の状況を作り出している。世界の労働力の半数は、自分と自分の家族を 1 日 2

米ドルという貧困線よりも上に押し上げるのに十分なだけ稼ぐことができない

でいる｡191 そして、HIV／エイズの蔓延が、次第に多くの 貧国において貧困

のサイクルから抜け出そうとする努力を遅らせる懸念がもたれている。 

 

234．2015 年までに極端な貧困を半減するという国際的な公約を実行するため

には、開発途上国における着実で持続的な成長、並びに、ディーセントで生産

的な仕事の機会の増加を目的とする統合的な政策が求められている。世界の

も貧しい労働者にとっての仕事の見通しは、 貧の開発途上国への大規模な資

金の流れを増加させる国際的な政策と、ディーセントな仕事の機会の創出を通

じて、投資が貧困に対して強い効果をもつよう確保する国内戦略の組み合わせ

によって変えることが可能である。これが実際に実現できるかどうかは、政治

と政策に大きく依存している。 

 

235．これから先を見通して、シェルの 2025 年までのグローバル・シナリオは、

ビジネスにとって考えられる 3 つの政治的な環境について提案している｡192 こ

のシナリオは、効率性、社会的公正、保障として特定される 3 つのグローバル

な力の相互作用の結果にもとづいている。シナリオは次の通りである： 

 「信頼性の低いグローバル化のシナリオ」：グローバル化は継続するが、保

障と信頼性の危機が続き、介入的なチェックと制御を伴う互いに重複し矛

盾する法律が支配する法律主義の世界をもたらす。 

 「門戸開放のシナリオ」：政府、投資家、市民社会の間の協力が、実践的な

方法で栄え、透明性の高い世界が作り出される。 

 「旗のシナリオ」：部外者に対する疑いと価値観、宗教、国の優先事項をめ

ぐる紛争が、規制による分断化、囲われたコミュニティと独断的な世界を

生み出す。 

                                                        
191 前掲書 Global Employment Trends 2005 (｢世界の雇用情勢 2005 年版｣) 
192 Shell International Ltd.: Shell global scenarios to 2005: The future business environment: Trends, tradeoffs 
and choices (シェル・インターナショナル有限会社：「2025 年までのシェルのグローバルなシナリオ：将

来のビジネス環境：傾向、交換条件、選択」2005 年） 
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236．「門戸開放のシナリオ」は、グローバル化のガバナンスに対して想定され

ている他の軌道に比べて、決定的に優れていた経済成長と持続可能な開発の予

測を行っている。しかし、これら 3 つのシナリオはどれも、もっともらしく思

われる。シェルのグローバル・シナリオに見られる試みは、「グローバル化の社

会的側面に関する世界委員会」が構想している公正なグローバル化を形成する

ための整合性のある国際的なアプローチを実現する機会を増大させるために、

ILO を始めとする機関が行動することの重要性を強調している。ILO の「2006

－09 年の戦略的政策の枠組み」は、ILO の活動を導く統合的なテーマとして、

「ディーセント・ワークを世界的な目標とする」ことを掲げ、国内レベル（デ

ィーセント・ワーク国別計画（DWCPs））から国際レベル（ミレニアム宣言、

ミレニアム開発目標、貧困削減戦略プロセス）へと漸進的に実施することを

表明している。193 2005 年の 10 月に採択された世界サミット成果文書は、公正

なグローバル化におけるディーセント･ワークの重要性を認識し、国際協力のた

めの充実したメカニズムの開発に向けた全体的な課題を明記している。 

 

 

世界の首脳は、「2005 年世界サミット成果文書」の中で 

ディーセント・ワークを承認する 

 「我々は公正なグローバル化を強く支持し、女性と若者を含むすべての人に対する完全

かつ生産的な雇用及びディーセント・ワークという目標を、貧困削減戦略を含め、ミレニ

アム開発目標を達成するための我々の努力の一部として、国家開発戦略と同様、我々の関

連する国内的・国際的政策の主たる目的とすることを決意する。これらの措置の中には、

ILO 条約第 182 号に規定される最悪の形態の児童労働、及び、強制労働の撤廃を含むべき

である。我々は、仕事における基本的な原則及び権利の完全な遵守を確保することを決意

する。」 

 

出典：United Nations : 2005 World Summit Outcome, resolution adopted by the General Assembly

（A/RES/60/1）（国際連合：「2005 年世界サミット成果文書」国連総会採択決議（A/RES/60/1）、

第 60 回総会、ニューヨーク、2005 年、パラグラフ 47） 

 

 

                                                        
193 ILO：Strategic Policy Framework (2006-09)(ILO:「戦略的政策の枠組み（2006－09 年）」、第 291 回 ILO
理事会、ジュネーブ、2004 年 11 月、GB.291/PFA/9) 
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５．成長、雇用と持続可能性 
 

237．仕事の世界は、すべての働く女性と男性に対してディーセントな仕事に就

く機会を作り出す潜在的な可能性をもつ大きな変容を経験している。技術進歩

は、排除ではなく包摂を促す方法で適用されるならば、生産性を増大させ、物

質的な貧困を一世代のうちに過去のものとすることができる。グローバル経済

の成長に包括的な性格を確保するための主な手段は、仕事と労働市場の組織と

統治の方法にある。 

 

238．しかし、近年の歴史は不安を引き起こす。成長の雇用集約度は、世界的に

後退している。その結果、2005 年の顕在失業は、10 年前よりも高くなっている。

成長が好転した 2004～05 年にも、失業は減少しなかった。さらに、（1 人当た

り 1 日 1 米ドルを下回る）極端な働く貧困の発生が減少している一方で、1 日

に 2 米ドルしか稼ぐことのできないワーキング・プア（働く貧困者）の数は、

依然として当惑させられるほど高い水準にとどまっている。近年の成長パター

ンでは、世界的な労働力の成長に見合い、現在の失業と働く貧困の水準を下げ

るのに必要なディーセントな仕事を生み出せていない。 

 

239．このような状態は、社会的・経済的・政治的に持続可能ではなく、道徳的

に受け入れることができない。理論的には、世界のディーセント・ワークの不

足を減少させる戦略を構成する 3 つの要素がある： 

 特に大規模な不完全就業と働く貧困が存在する国で、資本よりも労働を優

遇するインセンティブの枠組みを代替することで、より雇用集約度の高い

成長を達成する。 

 世界の も貧しい労働者の生産性を向上させることで、彼らの収入と労働

条件の改善を可能にする。 

 総体的な成長速度を増すことで労働需要を高め、世界の も貧しい労働者

がより生産的な仕事へと移行するペースを速める。 

 

240．成長の雇用集約度を増し、生産性のパフォーマンスを上げ、成長を加速さ

せることによって、仕事と貧しい者に有利になるような開発のパターンを形作

るためには、需要と供給それぞれの側の政策を組み合わせることが必要である。

その際に強調されるバランスは、その国の優先課題と状況によって決められる。

すべての人にディーセント・ワークをという世界的な目標に資する統合的な国

内的・国際的戦略の開発に対する支援が、これから先数年間の ILO の包括的な

優先課題となる。 

 

241．雇用に富む持続的で世界的な成長戦略においては、持続可能性に関して浮

上しつつある問題、すなわち、成長のエネルギー集約度、環境の持続可能性、

安全保障への脅威の問題に対処する必要がある。 
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242．2030 年までの将来を見通して、国際エネルギー機関（IEA）は、需要の総

量、特に炭素排出量を削減するための国際的な協調行動がなければ、世界のエ

ネルギー供給における化石燃料の優位は持続されるだろうと予測している。エ

ネルギー効率性の改善が図られ、グローバル経済が以前ほど重工業に依存しな

くなったために、エネルギー集約度－1 ドル分の GDP を生産するのに必要とさ

れるエネルギーの総量－は減少し続けている。グローバルなエネルギー需要の

増加の 3 分の 2 は、開発途上国において生じている。2030 年までに、開発途上

国は、急速な経済成長と人口増加に伴い、需要全体の半分近くを占めるように

なると考えられている。エネルギー節約の代替的なシナリオ、及び、化石燃料

からの転換は、成長を中断することなく達成することが可能であろう－しかし、

そのためには、節約と、石炭・石油・ガス以外の燃料を使う装置に対して、エ

ネルギーの使用者がかなりの投資をすることが必要となる｡194 価格主導で漸進

的に促される化石燃料から他の燃料への移行は、雇用面での影響をもち、ある

部門では雇用が増加し、別の部門では減少する。炭素排出量を削減する断固と

した努力が行われれば、特に中国やインドなど急速な成長を遂げている諸国に

おいて、これまでよりも大規模な労働者の再配置が必要になってくるものと考

えられる。 

 

243．エネルギーの総使用量とその供給源が、環境の持続可能性をめざす政策の

開発において中心的な問題となっている。しかし、持続可能な経済成長のパター

ンを模索して浮上する他の重要な課題も、仕事と生活に直接的な影響を与えて

いる。多くの国で、水の使用の問題が次第に決定的な問題となっている。土壌

の劣化、廃棄物処理、有毒な残留物、自然の生息地の破壊もまた、グローバル

な行動を必要とするリストの上位に記載されており、現在の仕事のパターンと

直接的につながっている。雇用を増やし、環境への損害を削減することは、収

束するのではなく平行して追求されることが多いため、その政策目標は導入し

あうのではなく、二律背反のリスクを負っている。経済・社会・環境の持続可

能性の 3 つの側面を合流させることは、2002 年のヨハネスブルグ・サミットで

呼びかけられた、その実現には、先見性をもった確固たる政治的なリーダーシ

ップが必要とされる。 

 

244．公正で効率的な仕事の組織には秩序が必要である。人権尊重、法律、文化

的な行動と信頼に関する基本的な社会規範の崩壊は、企業と労働者がディーセ

ントで生産的な雇用に投資する必要があるとの信頼を破壊する。国民や国家に

対する安全保障の欠如は、ディーセント・ワークに対する展望を縮減させる。

しかし、その反対もまた真実なのである。失業と不完全就業が蔓延していると

ころでは、社会的な緊張が高まりやすく、民族、宗教、国家主義の情熱を暴力

                                                        
194 International Energy Agency：World Energy Outlook (国際エネルギー機関:「世界エネルギー・アウトル

ック」、パリ、2004 年） 

持続可能な成長のため

のグローバルなエネル

ギー戦略が、雇用パ

ターンに影響を与える

環境の持続可能性をめ

ざす政策が仕事を作り

出すとともに、消失さ

せる 

ディーセント・ワーク

の安定した環境が 

平和構築、紛争の解決

と管理に決定的な意味

をもつ 



将来の展望 

仕事の世界におけるパターンの変化 88 

にまで燃え上がらせたいと願う人々にとって格好の乾いた火種を作り出す。失

業や劣悪な労働条件と、犯罪の増加や平和と安全保障の崩壊との間には、自動

的なつながりは存在していない。しかし、多くの国々での経験は、ディーセン

ト・ワークの機会の必要性が顧みられない場所で混乱のリスクが高いことを示

唆している。危機からの回復は、コミュニティが再建に向けて力を合わせられ

るところではより早い。ディーセント･ワークは世界的な平和構築の課題の重要

な要素となっている。 

 

 

６．ILO のディーセント･ワークの取り組みを 
  貧困削減と包括的なグローバル化の戦略に統合する 
 

245．仕事の世界の変化に見られる 近のパターンと、このようなパターンを作

り出している原動力に対する分析は、現在進行している変容の規模とペース、

そして、このような変容がしばらくの間続くだろうという見通しを強調する結

果となっている。しかし、この報告書の中で強調しているように、ILO は、こ

のプロセスに対して中立的な観察者の立場を取っているわけではない。ILO は、

すべての人にディーセント・ワークをという目標を達成しようとする政府、使

用者団体、労働者団体の努力を支援するという任務をもっているからである。

そして、仕事と労働市場への国際的な影響が従来にも増して強くなりつつある

世界で、ILO は三者構成メンバーの関与とコミットメントを通じて、仕事の世

界の将来の変化の道筋に重要な成果をもたらすことができるのである。 

 

246．世界中で常に変化する多様な仕事の状況と労働市場の条件に適合する唯

一の政策や制度的枠組みなどは存在しない。事実、仕事に関する政策の主要な

特徴の一つは、政策的アプローチや規範と規制が、具体的な仕事に効率的かつ

公正な方法で適用できることを確保する必要があることである。仕事は人間の

生活に中心的なものであり、なおかつ仕事上の関係は内在的に不均衡であるか

らこそ、現在の生産的活動に必要不可欠な安定性を提供するために、法律の枠

組みが必要なのである。しかし、現実の仕事の場においては、労働者と使用者

が、それぞれの代表組織と共に、司法制度に頼ることなしに自ら法律を適用す

るのが実情である。司法制度に頼ることが必要な場合には利用すべきだが、使

用者または労働者が常に法律家や労働監督官を呼び出すようであれば、仕事は

停滞してしまうだろう。 

 

247．仕事の世界がどのように変化しても、企業の持続可能性の中で、相互の責

務と共通の利害を共有することによって支えられる、支払いに対する労働の交

換が、基本的な労働関係であることには変わりがない。正確な仕事というもの

は、常に十分に予測できるとは限らないために、労働の配置は、非常に的確に

特定するよりは、適応するための余地を備えているものである。日常的な実際

ILO の役割はディーセ

ント・ワークに向けた

変化を形成すること 

仕事の世界は、柔軟に

適用できる規則の枠組

を必要としている 

労働関係は対話に依拠

する 
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の職場では、仕事をどのように組織するかについては、少なくともある程度、

使用者と労働者が共同で決定している。対話のない仕事は機能しなくなる可能

性が高い。そして、ほとんどの場合、仕事は集団活動であるため、対話もしば

しば集団的になされる。 

 

248．多くの職場で、労働者は使用者との対話を、自らが自由に選んだ労働組合

を通じて行ってきた。多くの使用者はこれを、労働者と使用者の間に起きる広

範な問題を取り扱うのに適した、建設的な方法であると考えてきた。使用者も

また組織化し、代表性の手段を強化してきた。政府は、社会対話と団体交渉を

通じた分散化された規則策定は、法律制度の過重負担のリスクを回避し、新た

な協力の形態と利害紛争の解決に向けた改革を可能にすると考えている。職場

における対話の論理、集団による代表性、均衡の取れた労働市場ガバナンスへ

の共通の関心は、絶えず三者構成機関である ILO を刷新し、また 21 世紀にお

いて世界的な目標としてのディーセント･ワークの促進に関する新たな合意の

形成を支持している。それにもかかわらず、労働者と使用者の団体には、現在、

世界中で圧力がかけられている。新規加入、サービスの提供、代表性、並びに、

助けとなるような政治環境に関する新しい戦略が求められている。ILO は、労

働者と使用者の団体の能力育成を支援し、社会対話の三者構成システムを促進

する役割を果たしている｡195 

 

249．すべての人にディーセント･ワークをという目標を実現するためには、ILO

とその三者構成メンバーの主たる専門領域を越えた広範な政策が求められる。

また、HIV／エイズの 悪の影響を受けている国々の深刻な状況などを含む、

危機や災害に対応する能力も求められる。現在大きな変容を遂げている世界の

中で、ILO は、自らが管轄する専門分野において信頼のできる政策の選択肢の

ポートフォリオを提供するとともに、他の分野の政策がすべての人にディーセ

ント・ワークをという目標に与える影響を評価するよう、関係者に促さなくて

はならない。世界的な目標としてのディーセント･ワークには多国間システム全

体としての協調的なアプローチが必要であり、ILO ディーセント･ワークの取り

組みを貧困削減と公正で包括的なグローバル化に向けた戦略の中に組み込むこ

とを促す上で重要な役割を担っている。 

 

 

 

 

 

 

                                                        
195 2002 年第 90 回 ILO 総会で採択された、三者構成原則と社会対話に関する決議及び、ILO：「社会対

話：共通の声の発見」（社会対話総局のパンフレット）参照 

均衡のとれた労働市場

ガバナンスの中で共有

された利害は、ILO の

特別な役割を支える 

世界的な目標であるデ

ィーセント・ワークを

促進するために、より

強力かつ効果的な多国

間システムが不可欠 
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HIV／エイズの蔓延を阻止できないことが引き起こす開発への損害 

 HIV に関連する病気や死亡は就労年齢の人口層に集中しているため、HIV／エイズは、主

に労働力に対する影響によって社会的・経済的な開発に作用を及ぼしている。その流行の

影響をこうむっている多くの国では、成人の死亡率の上昇を反映して、平均余命が下がっ

ている。経済的にも社会的にも重要な役割を担っている男性や女性が、開発に対して十分

に貢献することが妨げられているのである。また、所得や支出レベルに対する影響を通し、

家計、フォーマル及びインフォーマルな生産企業、政府の貯蓄能力をむしばんでいる。時

間の経過とともに、貯蓄率の低下は、投資の縮減、生産総量の遅い成長、雇用に対する制

約、貧窮化の見込みをもたらしている。所得の損失、家計の貧窮化、インフォーマル経済

の事業の失敗が、貧困を増大させ、雇用の成長を遅らせ、持続可能な開発を脅かしている。

41 カ国を対象にした ILO の研究によると、1992～2002 年に、HIV／エイズは、GDP の成

長率を年間平均 0.9％押し下げている。15 年間にわたる所得の伸びに対する損失の累積的

な作用は、この疾病がなかった場合の水準と比較すると、経済成長を約 14％押し下げて

いる。財政費用の大まかな推計によると、これら 41 カ国すべてが年間にこうむる損失は

170 億米ドルを上回ることが指摘されている。同様に、これらの国々の成長率の不足が年

平均約 0.9％で推移した場合に、2020 年までにこうむる潜在的な損失は、2,700 億米ドル

にのぼると推定されている。アフリカ諸国は、HIV の平均罹患率が高いために、最も深刻

な影響を受けている。この地域における所得の増加率は、1992～2002 年に年間平均 1.1％

減少している。もし HIV／エイズが、同じ罹患率で同じ条件の下で続いた場合には、研究

対象にされた 33 カ国のアフリカ諸国の集合的な経済は、HIV 罹患率が現行のレベルに達

していない場合と比較すると、2020 年までの成長が 18％低くなる。これは、アフリカだ

けで少なくとも 1,440 億米ドルの経済的損失に相当する。 

 

出典：ILO：HIV/AIDS and work : Global estimates, imact and response（ILO :「HIV/AIDS と労働：グロー

バルな推定値、影響、対応」ジュネーブ、2004 年） 

 

 

250．さまざまな目標がある中で、これまでよりもしっかりと運営される多国間

機関のシステムを確保するための国連改革の重要なプロセスは、ILO とその構

成メンバーにとっての機会への重要な窓口となる。ILO は、この非常に建設的

な展開を歓迎するべきであり、多国間主義を効率的で効果的なものとするため

の 良の解決策を探求する上で、積極的なパートナーとなるべきである。ILO

は、ディーセント・ワークというビジョン、認識されている能力の領域、独自

の社会対話、政府・使用者・労働者の三者構成がもつ能力を活かして重要な貢

献を果たすことができる。国連改革を成功させるためには、次の点に集中しな

くてはならない：多国間機関の間で政策上の整合性を実現する；国と地域のレ

ベルで、統合されたシステムとして、事業実施の改善を図る；各機関及び多国

間システム全体として成果主義にもとづく管理を確保するために必要な変化を

実施する。これら 3 つのすべてのレベルにおいて、ILO は、適応し変化する心

構えをもつ一方で、国際的に合意された開発目標を実施するためのサービスへ

の増加する需要に対して統合的な方法で対応することのできる、再活性化され

た信頼のできる現代的なものとなることが期待される組織群に対して、ILO 独

より効率的で効果的な

多国間主義に対する

ILO の貢献 
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自の創造的な貢献を果たす必要がある。 

 

251．国際的なシステムの中で構成メンバーとパートナーの期待に応えるために、

ILO の活動手段の幾つかの側面を発展させることが考えられるだろう。その多

くは、すでに「2006-09 年戦略的政策枠組み」及び「2006-07 年事業計画及び予

算」の中で既に構想されている。次のものが含まれる可能性がある。 

 

 ディーセント･ワーク国別計画を通じて技術的助言及び能力構築サービス

を提供し、労働市場における速い変化に照らして、政策展開を継続的に注

視すること。 

 国際的に比較可能な労働統計とディーセント･ワークの基準指標に対する

進捗度など、情報サービスを強化する。 

 ディーセント･ワークの影響を評価する手法を策定し、政労使が政策選択肢

の効果を評価するための支援とする。 

  ILO が基準面での活動を強化し、国際労働基準の適用を拡大し、深化させ

るために、どのような手段が可能であるかを検討する。 

 国内レベルで政労使間の国際的な情報交換と政策対話を促進する。 

 主要な政策テーマと産業分野における展開に関して、国内及び国際的な対

話を促進する。 

 調査研究課題の更新と重点の移行、及び世界的な調査研究ネットワークと

連携する。 

 各国レベルで国際的な開発計画プロセスへの関与を深め、ILO のディーセ

ント･ワーク国別計画が、各国の貧困削減戦略に十分に組み込まれるよう支

援する。 

 ディーセント･ワークを世界的な目標として実施するために、連携する国際

機関とその他のアクターとの対話の機会を策定する。 

 

より強い ILO への 

高まる期待に応える 

実践的な歩み 




