
はじめに

　今日，雇用や労働における様々な変化が企業

経営や労働者に生じている。まず，政策面では，

労働者派遣法改正に代表されるような規制緩和

が推進され，従来の雇用関係の枠組みが見直さ

れる事態となっている。また，こうした政策に

も関連して，実態面においては，雇用・就業形

態の多様化が進み，とりわけ非正規雇用の拡大

が続いている。さらに，雇用情勢を見ると，２００４

年の完全失業率は４％台の水準にもち直したも

のの，依然として若年層における失業率は高く
１），フリーターなど不安定雇用の拡大が進んで

いる２）。その一方で，今後，団塊の世代がいっ

せいに退職することにより，これまで培われて

きた技術・技能をいかにして継承していくかが

企業の課題にもなっている。

　このような雇用・労働をめぐる問題は，中小

企業の存立にも関わっている。これまでの，「中

小企業論」の研究をふり返っても，雇用・労働問

題は，中小企業の存立そのものを規定する本質

的な問題として認識されてきた。こうした点か

らもわかるように，中小企業の存立や発展を考

えるためには，現在，雇用や労働の状況がどの

ように変化し，中小企業にどのような影響を及

ぼしているのかを明らかにすることが必要であ

る。

　中小企業家同友会全国協議会 企業環境研究

センターでは，２００４年に会員企業を対象として，

雇用・労働の変化の実態を把握するために，ア

ンケート調査を主体とした「転換期における雇

用・労働の変化」特別調査３）（以下「特別調査」と

する）を実施した。特別調査では，近年，正規雇

用を増やした企業が増加していること，また，

それ以上に非正規雇用を増加させた企業が増え

ていることが確認された。さらに，非正規雇用

の形態が多様化していることも明らかになった。

　特別調査を通して，会員企業の雇用・労働の

動向を捉えることができた。しかし，業種や個々

の企業の状況により，正規・非正規従業者を雇

用する目的や活用の方法は異なっているとみら

れるが，アンケート調査を主体とした特別調査

では，その実態を詳細に把握することが困難で

あった。そのため，２００５年に特別調査の追加調

査という形で，中小企業家同友会の会員企業１３

社を対象とした聞き取り調査（以下「聞き取り調

査」とする）を実施して，個々の事例を検討して

いくことになった。

　本論では，これら一連の調査結果を踏まえて，

今日，中小企業において非正規従業者がどのよ

うな目的のもとに雇用され，どのように活用さ

れているのかを具体的な事例を通して明らかに

していきたい。まず，第１節では，中小企業の

雇用・労働に関する先行研究を整理し，本論の

課題を明確にするとともに，研究上の位置づけ

を示す。第２節では，現在の雇用情勢を統計な

どから明らかにする。また，本論に関わる，特

別調査の結果を検討する。第３節では，聞き取

り調査で得られた，非正規雇用の活用の事例を

取り上げていく。最後に，まとめでは，主に聞

き取り調査を通して得られた実態を考察し結論
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を述べたい。

１　中小企業の雇用・労働研究

（１）中小企業論における雇用・労働研究

　雇用や労働の問題は，中小企業論の研究のな

かでも重視されており，多くの研究成果が残さ

れている。戦後の研究をふり返ると，中小企業

問題は，日本資本主義の発達史の特質と構造的

矛盾を反映するものとして捉えられ，特に，「中

小企業の労働問題は，日本の中小企業問題の焦

点たるのみならず，日本資本主義全体の前途を

規定する問題の焦点でもある」４）といった認識

が示されている。これらは，「独占資本―中小企

業―労働者階級」といった構造のなかで，独占資

本の迂回的な搾取により，中小企業労働者の低

賃金や低労働条件がもたらされているという認

識に基づいている５）。このように，中小企業の

雇用・労働問題は，中小企業問題の本質である

とともに，日本資本主義を規定するものとして

位置づけられていた。

　こうしたなかで，大企業と中小企業の間の規

模別賃金格差や労働条件格差の解明は，中小企

業研究の主要な課題として取り組まれてきた。

大企業と中小企業の格差についての分析は，近

代的な大企業の労働市場と前近代的な中小企業

の労働市場がそれぞれ分断されて存在し，過剰

な労働力が近代的な雇用の場に吸収されないと

ころに中小企業の低賃金を生む構造があること

が指摘されている６）。

　このような中小企業の雇用・労働問題に関す

る労働市場からのアプローチは，労働経済論７）

の研究分野においても示されており，その後も

中小企業論や労働経済論の両分野で研究が蓄積

されていくことになる。ただし，高度経済成長

と労働力不足のなかで，低賃金に依存する中小

企業が姿を消し，大企業と中小企業の格差が縮

小し問題が解消したとの見解も現れた８）。

　しかし，高度経済成長の終焉後，女性のパー

ト労働の増加など，従来とは異なる形で再び企

業規模別賃金格差が拡大し，新たな二重構造が

発生したという議論がされるようになる９）。さ

らに，１９９０年代以降においても企業規模別賃金

格差は，拡大傾向にあることが明らかにされて

いる。特に９０年代に，規模別賃金格差が拡がっ

た理由は，大企業と比べて中小企業は雇用の削

減余地が少ないことから従業者１人あたりの人

件費を削減したことや，非正規雇用への依存を

高めたからであると分析されている１０）。

　以上のように，「中小企業論」研究における雇

用・労働問題は，中小企業の存立や中小企業問

題そのものを理解するうえでの本質論として展

開するとともに，大企業との規模別格差構造を

解明することを主眼としていた。

（２）労働経済論における非正規雇用の研究

　中小企業の雇用・労働を対象とした研究は，

先に触れたように，「中小企業論」だけではなく

「労働経済論」などの分野からも行われている１１）。

労働経済論の研究は，必ずしも中小企業におけ

る問題に限定されるものではないが，本論の課

題である雇用形態の多様化や非正規雇用の拡大

といった点について多くの研究が蓄積されてい

る。このうち，比較的，近年の非正規雇用の研

究について言及していきたい。

　まず，古郡は，非正規雇用の中心をなす女性

労働に注目しながらパートなどの非正規雇用の

把握・分析を行ってきた１２）。さらに，女性就業

の視点に留まらず，非正規雇用全般の増加を産

業構造や企業戦略のうえからも分析している。

前者については，サービス経済化の進展により

繁閑に柔軟に対応できる非正規雇用への依存を

促したこと，後者については，価格競争や環境

変化に対応するために低賃金で流動的に管理で

きる非正規雇用のニーズが高まったと指摘して

いる１３）。

　また，小 は，統計分析を通して非正規雇用

の増加要因を探っている。ここでは，１９９７年か

ら２００２年の変化として，企業規模が小さいほど

パート・アルバイト比率が高く，規模が大きく
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なるに従って，それらの増加比率が大きくなっ

ていることを明らかにしている１４）。さらに，卸

売・小売・飲食店では，男女のすべての年齢層

において正規雇用から非正規雇用への雇用代替

が生じていることを説明している１５）。

　このように，労働経済の分野からは，労働者

の性別・年齢階層や業種ごとの雇用形態の把握，

さらに，非正規雇用の増加要因や正規雇用から

非正規雇用への代替効果の分析が行われてきた。

（３）中小企業の雇用・労働問題の課題

　これまで「中小企業論」と「労働経済論」におけ

る，中小企業の雇用・労働問題に関わる先行研

究を取り上げてきた。中小企業論においては，

低賃金，低労働条件の労働力の存在との関わり

から中小企業の存立を規定することや，大企業

と中小企業の規模別格差を解明することが取り

組まれてきた。規模別格差の要因としては，独

占資本による中小企業労働者の迂回的な搾取と

いった認識が示されるとともに，パート労働な

どの非正規雇用の割合が高いことが指摘されて

きた。

　一方，労働経済論においては，非正規雇用が

なぜ増加しているのか，また，どのような領域

で非正規雇用化が進んでいるのかということが

検証・分析されてきた。これらは，中小企業を

直接的な対象として限定してはいないが，パー

トを中心として非正規雇用への依存割合が高い

中小企業の雇用・労働の動向を把握するうえで

示唆に富むものである。

　これらの研究を通して，中小企業における雇

用・労働の構造，特に非正規雇用の拡大の動向

やその要因について明らかにされてきた。しか

し，個々の企業において非正規雇用がどのよう

な目的で採用され，活用されているのかといっ

た実態は十分に把握されてこなかった１６）。本論

では，中小企業の事例調査を行うことによって，

これまでの雇用・労働問題の研究において示さ

れてきた非正規雇用の構造に対して，その内実

の部分に迫っていくことになる。

２　非正規雇用の拡大　

―「労働力調査」および「特別調査」から―

　ここでは，改めて総務省統計局「労働力調査」

と「特別調査」の結果から，非正規雇用者数の推

移と，中小企業家同友会の会員企業の雇用動向

について確認しておきたい。

　まず，表１から雇用形態別の雇用者数と割合

の推移を見ていきたい。これによると，９０年代
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出所：総務省統計局「労働力特別調査」（２月調査）１９９５年から２００１年、「労働力調査（詳細結果）」２００２年から２００４年。

表１　雇用形態別の雇用者数（単位：万人、カッコ内％）

うち

派遣社員

派遣社員、

契約社員、

嘱託、その他

パート・

アルバイト

非正規の

職員・従業員

正規の

職員・従業員

役員を除く

雇用者

―１７６８２５１,００１（２０.９）３,７７９（７９.１）４,７８０（１００.０）１９９５年

―１７３８７０１,０４３（２１.５）３,８００（７８.５）４,８４３（１００.０）１９９６年

―２０７９４５１,１５２（２３.２）３,８１２（７６.８）４,９６３（１００.０）１９９７年

―１８７９８６１,１７３（２３.６）３,７９４（７６.４）４,９６７（１００.０）１９９８年

－２０１１,０２４１,２２５（２４.９）３,６８８（７５.１）４,９１３（１００.０）１９９９年

３３１９５１,０７８１,２７３（２６.０）３,６３０（７４.０）４,９０３（１００.０）２０００年

４５２０８１,１５２１,３６０（２７.２）３,６４０（７２.８）４,９９９（１００.０）２００１年

４３３９８１,０５３１,４５１（２９.４）３,４８９（７０.６）４,９４０（１００.０）２００２年

５０４１５１,０８９１,５０４（３０.４）３,４４４（６９.６）４,９４８（１００.０）２００３年

８５４６８１,０９６１,５６４（３１.４）３,４１０（６８.５）４,９７５（１００.０）２００４年



半ばからの１０年間に「正規の職員・従業員」は，

約３７０万人減少し，雇用者全体（役員を除く）に占

める割合も１０％程度低下している。反対に，「非

正規の職員・従業員」は，同じ期間に約５００万人

増加している。このように，非正規雇用は，人

数の増加と割合の上昇が続いており，全体とし

てみれば正規雇用から非正規雇用への移行が起

きているといえよう。

　そのなかで特に注目すべきことは，従来から

非正規雇用のなかで大きな割合を占めていた

「パート・アルバイト」の増加は続いているもの

の，それ以上に「派遣社員，契約社員，嘱託，そ

の他」といった雇用が急速に増加していること

である。つまり，非正規雇用の多様化が生じて

いることを読み取ることができる。

　このような雇用情勢のもとで，２００４年９月か

ら１０月にかけて「特別調査」が実施された。この

調査結果の詳細は，「同友会景況調査報告（ＤＯ

Ｒ）№６８」（２００４年１２月発行）にまとめられている

が，いくつか重要な点をあげておきたい。

　まず，第１に，非正規従業者を増加させた企

業が，正規従業者を増加させた企業の割合を上

回っていたことである１７）。第２には，非正規雇

用における就業形態が多様であるということで

ある１８）。これら２点は，「労働力調査」でみられる

正規雇用から非正規雇用への移行や，非正規雇

用の多様化といった動きと共通していることが

わかる。

　さらに，第３には，非正規雇用の雇用目的が

明らかになった。それによると，「人件費の節約」

がもっとも多く，それ以外では，「業務量の変化

への対応」や「専門的な業務への対応」，「能力の

ある人材の確保」といったことにあることが示

された１９）。

　こうした特別調査の結果をもとに，鬼丸は，

非正規従業者が目的別に雇い分けられているこ

とを指摘している２０）。雇い分けの内容は，「契約

社員」や「嘱託」，「請負」，「一人親方」などは能力

のある人材・専門的業務の担い手として位置づ

けられ，一方，「派遣労働」は業務量の変化への対

応を目的とする傾向が顕著であると分析し，中

小企業ではこれらの非正規従業者をモザイク状

に組み合わせることで戦力化していることがう

かがえると述べている２１）。

　このような特別調査からの示唆を踏まえて，

さらに個々の業種や企業において非正規従業者

がどのような目的で雇用され，活用されている

のかを明らかにするために「聞き取り調査」を実

施した。次節では，聞き取り調査に基づく非正

規雇用を行う中小企業の事例を取り上げていき

たい。

３　非正規雇用の活用の実態

　―「聞き取り調査」の事例から―

（１）非正規雇用による人件費削減の対応

　非正規従業者の雇用目的として，もっとも典

型的なものとしては，「人件費削減」があげられ

る。ただし，アンケート調査などで，人件費削

減を主な目的として回答していなくても，正規

従業者と比べて賃金水準が低いパートやアルバ

イトを活用し，さらに企業が負担すべき社会保

障費を回避することで，結果として人件費削減

というメリットを享受している場合もある。こ

のような状況を含めると，より広範な企業が非

正規雇用の活用により人件費削減の効果を得て

いるといえる。いずれにせよ，ここでは事業の

維持のためには，非正規雇用の活用が不可避と

なっている事例を取り上げる。

　埼玉県のＡ社は，居宅介護支援・通所介護事

業所を営んでいる。同社は，高齢者のグループ

リビング事業を１９９０年に開始したことにはじま

る。こうした事業は先進的であり，同社は，１９９６

年に厚生省のグループリビング支援のモデル第

１号に認定されている。さらに，２０００年の介護

保険導入を契機に法人化し，その後，介護タク

シー事業なども展開することになった。

　現在，同社の正規従業者は１４名（ケアマネー

ジャーや主任ヘルパー）であり，その他に契約ヘ

ルパーが４４名，パートやアルバイトが１４名の体
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制となっている。同社は，サービス圏を地元地

域に絞り込み，事業の効率化を図っている。現

在のサービス利用者は，１４０名から１５０名程度で

あり，同社の施設には約４０名が入居している。

　事業を法人化して以来，売上を徐々に伸ばし

ており，昨年度と今年度は１億５,０００万円程度を

維持している。しかし，福祉事業の分野では，

提供するサービスに人手がかかることは避けら

れず，売上に占める人件費の割合が高くなる傾

向にある。同社の場合も，例外ではなく売上に

対する人件費の比率は７０％を上回っている。そ

のため，事業の採算のうえでは決して安定して

いるとはいえない面もある。

　さらに問題は，こうした福祉の分野では，提

供できるサービスの内容やサービス料金が制度

的に決められていることである。もちろん，サー

ビス内容や料金が明確であることは，利用者に

安心感を与えることは確かである。しかし，サー

ビスを受ける人の身体的な状態や経済的な状況

は個々に異なっており，画一的なサービスで対

応を図ることはむしろ利用者にとって満足のい

かない結果になることもある。また，現場のヘ

ルパーたちも，利用者にとって必要だと思うこ

とが十分に行えないというジレンマを抱えてい

ると同社の経営者は述べていた。

　また，サービス内容が制限されているだけで

はなく，報酬体系にも問題があると指摘してい

る。同社の場合，現在の報酬体系では，正規従

業者の賃金を２２万円程度（手取り）に設定せざる

を得ないという。そのため，一家の家計を支え

るような立場にある人を雇用することは難しい。

反対に，同社にとっても，正規雇用者を多く抱

えることは，採算上，不可能である。そのため，正

規雇用であるケアマネージャーや主任ヘルパー

を除くと，それ以外は契約ヘルパーやパート・

アルバイトに依存することになる。利用者に対

するサービスの充実と，従業者の賃金・労働条

件の向上といった二つの課題を抱えていると同

社の経営者は語っている。

　同社の事例は，非正規雇用の活用が，事業の

維持に不可欠であることを示している。しかも，

正規雇用であったとしても家計を支えるための

十分な賃金水準を保証することが難しいといっ

た状況となっている。このような福祉サービス

の分野においては，制度的な枠組みとして，低

賃金労働が中小企業の存立条件となっていると

みることができる。

（２）非正規雇用による業務量の変動への対応

①非正規雇用の多様な組み合わせ

　次は，受注の変動や繁閑に対応するために，

非正規雇用を活用している事例を取り上げてい

きたい。はじめに，製造業企業における非正規

雇用の活用を検討していくが，このなかで特に

注目すべきことは，２００４年に改正労働者派遣法

が施行され，製造業分野での派遣が解禁になっ

たことである。実際に企業の製造ラインには，

労働者派遣法改正以前から「請負」という形で

「派遣」が行われていたといわれている２２）。さら

に，労働者派遣法改正がきっかけとなり，製造

業における派遣労働などの非正規雇用の拡大と

多様化が後押しされていくものと予想される。

　さて，千葉県に本社を置くＢ社は，缶のキャッ

プや口金の製造では国内トップのシェアを誇る

メーカーである。資本金は，６,２５０万円，昨年の

売上は約２８億円となっている。千葉県の本社工

場の他に，大阪府と中国にも工場を持つ。

　現在，正規従業者数は６８名，非正規従業者数

は６０名である。同社は，多様な非正規従業者か

ら構成されている。まず，定年退職者を嘱託と

して再雇用している。次に，６時間以上勤務し

ている常勤のパート（同社では「パート」と称し

ている）と短時間のパート（同じく「アルバイト」

と称している）がいる。このパートやアルバイト

は検査作業などを中心に配置されているが，生

産ラインにも配置されている。さらに，主に製

造工程を担う，派遣労働者の受け入れも行って

いる。このように，同社の生産ラインの大部分

は，就業形態が異なる多様な非正規従業者に

よって担われている。
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　同社において，非正規雇用の拡大を可能にし

た１つの理由としては，生産設備の合理化が図

られてきたことがあげられる。本社工場では，

５年前から機械の自動化が進められてきたため

に，比較的，容易に製造作業を行うことができ

るようになり，そこに派遣労働者が投入されて

いる。一方，大阪工場は機械設備が古く，製造

には職人的技能を要する部分が残っているため

に，派遣労働などの受け入れが進んでいない。

　生産設備の合理化が実施された背景には，５，６

年程前から定年をむかえる社員が多くなり，そ

の穴埋めのために新たな人員を採用するのでは

なく，設備の合理化と派遣労働者の受け入れに

よって対応を図ったことにある。その後も，基

本的な方針としては，受注量の変動に対しては，

派遣労働の受け入れ人数を増減させることで調

整している。この数年，同社は，売上や市場シェ

アを拡大している。しかし，計画的な新卒採用

を実施しているが，正規従業者の人員自体は減

少させている。

　同社の戦略としては，製造や開発のコアにな

る部分は正規従業者で固めるが，それ以外の部

分ではパートやアルバイト，派遣労働を活用す

ることで人件費を流動費化している。価格競争

や受注の変動が激しくなるなかで，人件費とい

えども固定化することを避けようとする狙いが

ある。同社の経営者は，価格競争などが激しく

なるなかで，これまで以上に正規従業者が担う

べき仕事と，非正規従業者が担える仕事を厳密

に見極めることが必要になると指摘していた。

中小企業経営のなかで，雇用戦略の重要性が

いっそう高まっていることがうかがえる。

②小売業における繁閑への対応

　小売業は，曜日や時間帯によって繁閑の差が

激しい業種である。こうした業務量の変動に対

応するために，パートやアルバイトなどの非正

規雇用の活用が進んでいる業種でもある。

　東京都内を中心に約２０店舗のスーパーを展開

するＣ社も，１,０００人に及ぶパートやアルバイト

を雇用している。同社は，生鮮食料品や日用品

といった最寄り品を取り扱っており，地域に密

着した経営を行ってきた。現在，正規従業者は

２４７名，資本金９,１００万円，売上は約２００億円と

なっている。

　同社は，新卒定期採用も重視しており，正規

従業者は店舗の管理者やバイヤー，本社の総務

や経理部門などに配置されることになる。かつ

ては，中卒の地方出身者を採用し，同社の寮な

どに住まわせながら，仕事と生活の両面にわた

り面倒をみて一人前に育て上げていたという経

験もある。しかし，近年は，高卒から大卒の採

用に重きが移っている。また，現在，店舗運営

の主力をなしているパートやアルバイトは，地

元の主婦や学生が中心となっている。

　個々の店舗の人員をみると，店舗の運営を任

された店長や副店長，主任など数名の正規従業

者のほかは，すべてパートやアルバイトによっ

て占められている。店舗の運営は，非正規従業

者に依存していることがわかる。同社の経営者

も，流通業では業務量の変動が激しく，それを

正規従業者によって対応していくことはできな

いこと。また，非正規従業者を活用することで，

人件費を流動費化していかなければ経営が成り

立たないことを指摘していた。その一方で，パー

トやアルバイトといった非正規従業者の教育を

いかにしていくかが課題であるということも付

け加えていた。

　同社では，パート・アルバイトのシフトを細

かく編成しているが，それには二つの意味があ

る。一つは，当然のことながら，仕事の繁閑へ

の対応である。もう一つは，１人当たりの労働

時間を４時間以内にすることで，各種保険料の

発生を抑える狙いがある。このように細部にま

で雇用の管理を行き渡らせていることがわかる。

こうした管理を実施していくためには，仕事の

繁閑にあわせたパートタイマーやアルバイター

の確保が不可欠である。しかし，比較的，住宅

地が少ない都心部の店舗では，地元の主婦や学

生を集めることが難しい。そこで，同社では，

人員不足を派遣労働などでまかなっていた。だ
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が，経費がかさむことや思うような人材が確保

できないことから，今後は自社で派遣事業を行

うことを計画している。これまでの社員教育の

経験を活かして，人材派遣業を起ち上げて，必

要な人材を確保することを目指している。

　このような同社の事業展開は，小売業におい

て非正規雇用を中心とした柔軟な人材の確保と

活用が切実に求められていることを反映してい

るといえよう。先に取り上げたＢ社と同様に，

Ｃ社でも非正規従業者は，業務量の増減への対

応として不可欠な役割を果たすとともに，通常

の業務の遂行のうえでも欠かせない存在となっ

ている。こうしたことから，特に，業務量の変

動の激しい小売業のＣ社は，人材派遣業の起ち

上げを目指すなど，より積極的な非正規雇用の

活用に乗り出している。

（３）非正規雇用による専門人材の活用

①製品開発・技術伝承

　非正規雇用を活用する三つ目の類型としては，

専門的な能力を持つ人材を活用するといったも

のをあげることができる。後から詳しく述べる

ことになるが，製品開発や新部門の立ち上げ，

従業員の教育などを担う人材を社外から招く，

あるいは自社の定年退職者を再雇用するといっ

た形で活用しているものである。これまで取り

上げてきた，「人件費の削減」や「業務量の変動へ

の対応」といったこととは異なり，特定の知識や

技術・技能を持った人材を，製品開発や事業の

立ち上げなどの目的にあわせて非正規従業者を

活用しているものである。

　東京都のＤ社は，各種電子機器の開発・製造

を手がけている。同社は，１９５９年に設立された

が，当初は下請けとして板金加工を行っていた。

その後，業態変化を繰り返しながら，１９７９年に

自社製品の開発に着手するようになった。翌年

には自社製品（ターレットパンチプレス金型）の

販売を開始し，それ以降も新分野への展開を図

るとともに，積極的に他社との共同開発も実施

してきた。

　現在，同社の従業者数は６３名，資本金は１億

円，売上は２４億円である。同社では，毎年，正

規従業者の新卒採用を行い，独自に教育するこ

とで人材を養成している。その一方で，新卒採

用だけではなく，必要に応じて中途採用も行っ

ている。こうした採用は，事業の繁閑，既存の

社員の休職や退職にともなう補充の必要からな

されることもある。

　しかし，そればかりでなく，製品開発のため

に専門の技術・技能を持った人材を採用する場

合もある。地元の企業を定年退職した技術者や，

大企業でリストラにあった人材，あるいは自社

の定年退職者を再雇用することもあるという。

これまでに，こうした人材を嘱託としてむかえ

入れ，ハウスヒーターコントローラーなどの開

発に成功している。

　また，このような人材の活用において見逃せ

ない点は，外部から招いた専門人材が社内で教

育的な役割を担ったり，技術・技能，知識の伝

承が起きたりすることである。こうした形で，

非正規雇用の専門人材が事業展開を押し進める，

あるいは既存の社員の技術や技能の向上を促す

といった役割を果たしている。Ｄ社では，新製

品開発や新たな事業分野の開拓などを積極的に

進めてきた。そのため，同社では，社内の人材

の育成のみならず，外部からの専門人材の雇用

と活用が重視されてきたものとみられる。

②新部門の立ち上げ・社員教育

　埼玉県を本拠地として，全国に営業所や子会

社を展開する運輸業のＥ社も，非正規雇用の専

門人材を活用する事例として注目したい。同社

は，１９８２年に青果物の物流に特化した運輸業者

として設立された。現在も青果物などを扱って

きたノウハウを活かして，食品メーカーやスー

パーなどを顧客としている。また，配送業務だ

けではなく，物流センターを設けて，スーパー

などに配送する商品の包装や値札付け，保管な

どの業務も手がけている。さらに，生協から請

負う戸配業務も主要な事業の柱となっている。

　同社の正規従業者は７０３名であり，そのうちド
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ライバーが約５００人を占めている。物流センター

等で商品の包装や値札付けなどを担っているの

は，パート労働者である。現在，同社の資本金

は，８,３４５万円，売上は約１００億円となっている。

　さて，同社の専門人材の活用としては，新部

門の立ち上げに外部から招いた人材が携わって

いるというものである。同社において，安全衛

生部門を整備することが必要になった時点で，

社内にそうした業務を担える適切な人材がいな

かった。そこで，関連の大手企業で安全衛生部

門に従事した経験のある人材を契約社員として

むかえ入れ，部門の立ち上げを託すことになっ

た。

　また，同社では，定年退職者９名が嘱託とし

て再雇用されている。この嘱託社員は，事業支

援部に配属され，社員教育を担当している。同

社は，毎年，ドライバーを中心に数十人から数

百人規模の中途採用をしている。新人の採用に

あたっては，安全教育や対人マナー，同社の企

業理念の教育などを行うことが必要になる。こ

うしたところに，長年，同社で働いてきた定年

退職者の活躍の余地を見出し，非正規従業者と

して活用している。

　このように，Ｅ社や先のＤ社では，内外の専

門人材を非正規雇用として採用・活用すること

で，新たな事業の展開を図ることや，社員教育

を充実させている。これらは，非正規雇用の積

極的な活用事例として位置づけられる。

おわりに

　これまで，事例を通して，非正規雇用の活用

が個々の企業においてどのようになされている

のかを検討してきた。最後に，こうした事例調

査から得られる結果が，これまでの中小企業の

雇用・労働研究に対してどのような知見を加え

ることができたのかを述べておきたい。

　第１には，Ａ社の事例が典型的であるが，賃

金水準の低い非正規雇用（正規雇用においても

十分な賃金水準とはいい難い）に依存すること

が存立条件となっていることが見出せる。かつ

ての中小企業研究においては，こうした中小企

業の低賃金や低労働条件を，独占資本からの迂

回的な搾取に起因するものとみていたが，Ａ社

の事例についていうならば，低賃金の構造が制

度的に作り出され，非正規雇用の活用を余儀な

くされているということである。低賃金労働に

存立が規定されるという構造自体は従来の製造

業などで指摘されていたものと変わらないもの

の，新たに登場してきたサービス業の分野にお

いて，これまでとは異なる原因によりこうした

構造がもたらされている点が注目される。

　第２には，非正規雇用の活用を前提とした競

争が拡がり，正規・非正規を含めた雇用戦略が

より重要になったことがあげられる。特に，製

造業の分野では，近年の派遣解禁といった状況

により，いっそうの非正規雇用化が進展するこ

とになる。その際，Ｂ社にみられたような，正

規・非正規がそれぞれ担うべき仕事の見極め，

さらに多様な非正規雇用の組み合わせが問題と

なる。しかも，単に，人員を正規から非正規へ

と切り替えればよいというものではなく，その

ための生産設備の合理化なども同時に行わなけ

ればならないことを示唆していた。また，小売

業のＣ社でも，非正規雇用の活用を前提とした

店舗の運営や，競争が行われていることが明ら

かになった。しかも，より徹底した雇用管理を

遂行するためには，非正規従業者を十分に確保

していくことが不可欠である。そのために，自

らが派遣事業への展開を模索するといった動き

も起きている。

　これまでの雇用・労働研究のなかでも，価格

競争や受注変動に対して柔軟に対応するために

非正規雇用の活用が拡がっていることが指摘さ

れてきた。しかし，個々の企業をみていくなら

ば，非正規化を進める背景で様々な取り組みが

なされており，そうした取り組みによって非正

規雇用の活用が可能となっているといえよう。

本研究では，非正規雇用化に向けて，企業の背

後で行われている取り組みをいくつか明らかに
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することができた。

　第３には，専門人材の活用にみられるように，

非正規雇用を通しての新製品開発や新たな事業

展開の促進なども起きていることである。従来

の中小企業の非正規雇用の研究においては，こ

うした積極的な活用については十分に言及され

てこなかった面もある。非正規雇用においても，

単に低賃金利用や受注変動などのバッファーで

はない役割と位置づけが見出せる。今後，団塊

の世代の定年退職期をむかえ，こうした人材の

なかからＤ社やＥ社のように専門的な人材を採

用・活用していく機会が拡がると考えられる。

また，一方で，定年退職者の再雇用といったこ

とが，いっせい退職にともなう企業からの技術・

技能の喪失を防いでいく必要な手段となってい

くことも示している。

　このように，個々の企業の実態調査を行うこ

とで，特別調査で得られたアンケート調査結果

の裏づけや，既存の研究で示されていた非正規

雇用の構造の具体的な中身がいくつかの点で明

らかになった。残された課題としては，事例調

査の数が限られていたこともあり，さらに事例

を重ねることで，より詳細に検討を加えていく

必要があることがあげられる。また，非正規雇

用化は，大企業においても急速に進展している。

そうした大企業における非正規雇用化の動きを

踏まえたうえで，相対的に中小企業における非

正規雇用化の実態を捉えなおすことも求められ

る。

１）２００４年度における１５～２４歳の完全失業率は９.２％
となっている。総務庁統計局編（２００５年）参照。

２）フリーターの動向や実態については小杉（２００３
年）を参照。

３）調査時は，２００４年９月から１０月。調査対象は，中
小企業家同友会会員企業。調査票をＦＡＸ送信し，
自計記入を求めた。２万１,５０７企業を対象とし，３,０２１
企業の回答を得た（回答率１４.０％）。
４）伊東編（１９６０年）p.８。
５）伊東編（同上書）参照。
６）山中（１９６０年）参照。
７）労働経済からのアプローチとしては，大河内

（１９６０年）を参照した。
８）こうした論者の代表として中村秀一郎をあげる
ことができる。中村（１９６４年）。

９）高田は，新二重構造といわれる現象について中小
企業論研究の観点から分析を行っている。高田
（１９８９年）。
１０）高田（２００３年）を参照。
１１）労働経済論の分野から中小企業問題を研究した
成果としては，高梨（１９６６年）。日本労働研究機構編
（１９９７年）などがあげられる。
１２）古郡（１９９７年）参照。
１３）古郡（１９９７年８月）参照。
１４）小 （２００５年）参照。
１５）小 （同上論）参照。
１６）パート労働の基幹労働力化といった観点からの
研究は行われており，小売業や飲食店では非正規従
業者が正規従業者並みの役割を担うようになって
いることが分析されている。本田（１９９９年）。

１７）「３年前と比較した従業員の増減」は，正規従業員
を増やした企業の割合が３９.７％（不変：２６.９％，減
少：３３.４％，回答数：２,９５０）であるのに対し，非正
規従業員を増やした企業の割合は４１.４％（不変：
３３.３％，減少：１４.７％，いない：８.０％，回答数：
２,３９５）であった。

１８）「３年前と比較して割合が上昇した就業形態」は，
パート・アルバイト：６６.５％，契約社員：１９.０％，
派遣労働者：１４.４％，嘱託社員：１０.２％，請負：８.２％，
一人親方：４.６％，出向社員：１.３％，その他：３.４％，
回答数：３,００４（複数回答）。

１９）「非正規従業員を雇用する目的」は，人件費の節
約：４８.９％，臨時・季節的業務量の変化への対応：
２２.１％，景気変動への対応：２１.２％，専門低業務へ
の対応：１９.７％，正規社員の戦略的配置への補完：
１８.５％，能力ある人材の確保：１７.３％，短期的繁閑
の対応：１３.７％，能力の高い高齢者の活用：１３.６％，
本人の選択：１２.２％，以下１０％未満の回答が続く。
回答数：３,００５（複数回答）。

２０）鬼丸（２００４年）参照。
２１）鬼丸（同上論）pp.１２０～１２２。
２２）労働者派遣法と派遣労働の実態については伍賀
の研究が詳しい。伍賀（１９９９年）。
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