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司会＝竹田忠  日本記者クラブ企画委員

（NHK 解説委員）「2021 年経済見通し」シリー

ズの最終回です。今回は、コロナ危機の下の雇

用、経済情勢について、日本総合研究所副理事

長の山田久さんにお話をいただきます。 

プレゼンいただく前に、ちょうど緊急事態宣

言が延長になりました。今後の雇用、経済全般

を考えるうえで、さらに経済の規制状態が 1カ

月延びる、これについてどういうふうに受け止

められておられるのか。その一点だけ、まず冒

頭、山田さんにお聞きしたいと思います。 

山田久・日本総合研究所副理事長 このウイ

ルスの性格からして、なかなかそう簡単に落ち

着かないので、正直、私自身は想定をある程度

はしていたのですけれども、やはり経済に対す

る打撃は当然大きくなるということです。 

私どもの研究所でも試算をしていますけれ

ども、特に飲食関係、宿泊関係を中心に 4兆円

ぐらい GDPが減るということですので、当然雇

用に対してもかなり悪いインパクトになるの

は避けられないのかなと思います。 

前回の 4 月の緊急事態宣言の導入のときに、

飲食・宿泊だけで実は 30 万人の雇用が失われ

ているのですけれども、結構体力が落ちてきて

いますので、同じぐらいの影響が出てくること

が懸念されるなという見方をしています。 

司会 ありがとうございます。それでは、

「2021 年雇用・賃金の展望～パンデミックが

促す雇用・賃金構造の転換～」のプレゼンをお

願いしたいと思います。 

山田  

（スライド 目次） 

内容は、こちらに書いている 5 つの項目で、

内容がかなり多岐にわたっていますので、ポイ

ントを絞って、後ほどいろいろご質問をいただ

く中で、少し掘り下げていきたいと思っていま

す。 

パンデミック後は「9割 5分の経済」に 

（スライド 1） 

今年の雇用・賃金情勢を全般的に見通しして

いこうということですけれども、前提として、

今年もパンデミックを一定程度想定しないと、

なかなか見通せないということかと思います。 

賃金・雇用というのは、いわゆる経済とか産

業の派生需要ですので、産業の見方や経済の見

方が前提になるということです。 

図表 1-1はご案内の指標だと思います。きの

う、緊急事態宣言が延長になったとはいえ、一

応本当にほぼアウトブレークの状態になって

いたところを、何とか増加を一定程度抑えてい

る。ただ、水準がかなり高いので、当面まだ継

続せざるを得ないという状況になっていると

いうことです。 

もともとこのパンデミックが起こった当初

は比較的楽観的な見方もあったのですけれど

も、去年の 3月に先進国に波及してからは、そ

う簡単にいかないだろうな、一進一退になるん

だろうなという見方があって、数年続くのでは

ないかなと。それに近いような状況になってい

ると思います。 

ワクチンがいま非常に期待はされているわ

けですけれども、どこまでこれがどれぐらいの

スピードでされてくるのかというのは不透明

なところがあります。そういう意味では、結論

的にはここに書いていますけれども、少なくと

も半年ぐらいというのは、感染の抑止というこ

とを意識せざるを得ないでしょうし、1年たっ

ても完全にコロナのことを忘れるということ

は難しいのではないかなと私も考えています。 

ただ、冷静にみれば、もちろんワクチン投与

が進めば感染スピードには一定のブレーキと

いうのはかかってくることは期待できますし、

それから様々な対応も分かってきている。医学

的なところもありますし、どういうふうにすれ

ば感染を抑止できるのかということも、一定程

度分かってきていますので、経済の底が少しず

つは上がってくるのかなと感じています。 

前回の緊急事態宣言のときは、本当に全産業

で活動が急激に縮小しましたけれども、今回は、

冒頭少し触れさせていただきましたように、飲

食・宿泊関係が本当に大変な状況で厳しい状況

だと思いますが、製造業などは比較的堅調さが
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あるということで、図表 1-2 にありますよう

に、一進一退ながら経済の底がゆっくり上がっ

ていく。ただ、元の状態には戻らないというこ

とかなと思います。 

（スライド 2） 

それが次のページに書いていますけれども、

「9割 5分経済」ということではないかなとい

うことです。この「9割 5分経済」というのは、

もともとは「90％ economy」というコンセプト

が、英エコノミスト誌の 5月 2日号の中に出て

いたと思います。確かにそうだなと思って、去

年結構使わせていただいていたのですが、9割

よりは、もう少し製造業などはましになってい

ますので、「9割 5分経済」だということです。 

ただ 10 割でないと経済水準が下がったまま

になります。そうすると、賃金・雇用に関して

は、調整圧力がずっとかかり続けるということ

なのです。そういう意味では、当面、程度問題

や分野によって違いますけれども、雇用・賃金

に対する調整圧力は続くということだと思い

ます。 

激しく減少している雇用者数 

（スライド 3） 

その中で、足元の雇用情勢を確認しておきま

すと、図表 1-5 の上のほうに失業率の数字が

載っています。これは昨年 4月に緊急事態宣言

が導入され、世界的にもロックダウンがされた

ときですけれども、私はいま頃は失業率はおそ

らく 4％は優に超えているんだろうなと実は

予想していました。多くのエコノミストはそう

みていたのですけれども、実際はそこまで上が

っていないわけです。むしろ、直近は少し下が

っている。 

ただ、気をつけないといけないのは、失業率

というのは、職を失った人のことではないわけ

です。職を失った人のうち職を探している人の

ことですので、実は雇用者数は――赤で丸をつ

けていますけれども――4月の段階で、かつて

ないスピードで減っています。 

下に示しているのがリーマンのときです。数

字で言うと今回 100 万人減っているのですが、

リーマンのときも 100 万人減ったのですけれ

ども、カーブが今回に比べると緩やかなのです。

前回もかなり急激だったのですが、どれぐらい

今回が急激だったかというのが分かると思い

ます。 

実は、雇用の量は、リーマンに匹敵する、あ

るいは分野によってははるかに上回るインパ

クトがあったのですけれども、職を探さないと

いうか、失業者としては統計上カウントされな

い形だったということです。 

どういう人が職を失っているかというと、図

表 1-6に描いていますけれども、就業形態別に

は、やはり非正規の方です。それから、当初は

自営業の方も結構職を失って、これは結構問題

になったところだったと思います。 

年齢別にみると若い世代です。それから、こ

こでははっきり言っていないのですが 30 代、

40 代の女性が結構職を失っています。それか

らシニアの方も、就業率自体はそれほど下がっ

てはいないのですけれども、その前がかなり増

えていましたので、やはりシニアの方も職に就

けない人が増えた。 

職種別でみると、これは言うまでもないです

けれども、飲食・宿泊が一番厳しかったですし、

当初は、製造業は相対的にはましとはいえ、か

なりのボリュームで減っているというのが分

かると思います。 

要は、今回、なぜ失業者にならなかったかと

いうと、学生アルバイトの方とか、主婦のパー

トの方とか、シニアの方の中には、すぐに仕事

を探さなくても済む人がいた。おそらく 30 年

ぐらい前の感覚だと、これは社会的にそんなに

問題はないということなのでしょうが、現実に

は、学生さんも親の仕送りがない人もたくさん

いますし、30 代、40 代の女性は、ご主人の給

料がもともと落ちているとか、シングルマザー

の方もたくさんいらっしゃいます。あるいは独

身の方もいらっしゃる、シニアも低年金ですか

ら、社会的には結構実はインパクトが大きいと

いうことだと思います。 

ですから、数字上は大したことないようにみ

えるのですけれども、実態的には、かなりそこ
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は厳しくみておく必要があると思います。 

統計に表れない深刻な休業者の実態 

（スライド 4） 

もう一つ、失業率が低く収まっていた背景と

して、休業者というのがありました。図表 1-7

です。かつてないぐらいの勢いで休業者が増え

ている。休業者が増えているということは、企

業はとりあえず雇用調整せずに踏ん張ったと

いうことがあるのですけれども、足元は少し回

復をしています。 

ところが、数字上のマジックというか、実態

を少し軽くみることになりかねない。というの

は、次の図表 1-8 に載せているのですけれど

も、休業者は減っているのですが、実は就業時

間の極めて短い人たちが急激に増えているの

です。特に、飲食・宿泊関係で 14 時間未満の

人の割合が、2000 年に入って急に増えている

のが分かると思います。 

もちろん、学生さんとかシニアの人であえて

こういう働き方を選んでいる方もいらっしゃ

いますが、実はもっとフルに働きたいんだけれ

ども、特に飲食・宿泊ですと仕事自体がないわ

けです。しかも、最近では非正規はシフトを組

んで働いていますから、仕事が入らないという

ことです。 

ですから、形の上ではこの人たちは就業者に

なっているのですけれども、実は休業者よりも

厳しい状況にある。そういう問題があるという

ことです。だから、実態的には、今回、統計上

の数字に表れないような厳しい状態が裏側で

あるということです。 

もう一つ気になるのは、図表 1-9なのですけ

れども、若干みづらい統計かなと思うのですが、

縦軸は充足率――充足率というのは、新規求人

を出したときに、どれぐらい求人が埋まるかと

いうことです。どれぐらい職に就いているかと

いう割合です――横軸は求人倍率です。右に行

けば行くほど景気がよくなって増える。 

これが右肩下がりになっているのは、ちょっ

と説明が要ると思います。もちろん求人が増え

る。景気がよくなると充足率は上がるはずなの

ですが、下がっているのはなぜかというと、単

月でみているのです。充足率は新規求人数を分

母にしています。景気がよくなると新規の求人

が増えますから、充足率が下がるということで

す。ですから、こういう関係になっている。 

ここでは、要はこういう取り方をすると、右

肩下がりの充足率と求人の関係になっている

ということを考えていただきたいのです。本質

的な問題は、これが下方にシフトしているとい

うことなのです。 

実は 2002 年から統計を取っているのですけ

れども、こんなに下方シフトしたことはなかっ

たのです。下方シフトしているということは、

同じ求人倍率に対して求職者が少ないという

ことですので、それだけ職に就けないというこ

となのです。それだけミスマッチが非常に拡大

しているということです。 

ある意味で、日本の今回も過去と同じなので

すけれども、雇用調整をしていないということ

は、それ自体悪いことではないと思います。も

しアメリカのように、雇用調整をしてしまうと、

次の仕事をみつけるのは極めて厳しくなりま

す。この問題は時間軸で考えていかないと駄目

なので、後ほど大きな論点になるのですけれど

も、要は雇用調整をやるかやらないかというこ

とが問題です。少なくともいまの状況をみると、

雇用維持というのは重要だということを物語

っているのではないかなと思います。 

（スライド 5） 

図表 1-10 はリーマンの時と比較しています。

リーマン時に比べると、製造業は分野によって

違いますけれども、相対的にはまだ良い方です。

これは中国が結構回復しているとか、意外に耐

久消費財が、いわゆる巣ごもり消費で増えてい

るということがあるのだと思います。その代わ

り、かつてこんなことはなかったのですけれど

も、飲食・宿泊とか、公共交通とか、航空関係

で、こんなにひどいことはないということが起

こっている。 

ですから、分野によってばらつきがある。総

じて厳しいのですけれども、後ほどデータもお

示ししますが、実は逆に伸びているところもあ
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ります。そのかわり、特定分野には本当にしわ

寄せが集中しているということです。 

しかも冒頭でみたように、問題はその分野に

は立場の弱い労働者の人が結構いるというこ

とです。そこに今回の問題の嫌らしさというか、

厳しさというのがあるのではないかなと思い

ます。 

今後は、冒頭に申しあげましたように、緊急

事態宣言も延びましたし、これからやはり結構

影響が出てくるということだと思います。 

就業者数の回復は 2022年半ば以降 

（スライド 6） 

6 ページで失業率のシミュレーションをや

っています。前提を書いていますけれども、製

造業は緩やかに回復するのですけれども、サー

ビス業に関しては、まだ何回か感染拡大の波が

ありますから、それに応じて人の動きが止まっ

たりしますので、ぎくしゃくしているわけです

が、なかなか元に戻らない。そうしますと、非

製造業を中心に雇用調整がまだまだ起こって

くる。 

いま起こっている波が、イメージとしては、

2 月、3 月に一旦収まる。その後は、ワクチン

の普及等とか季節的な要因もあって、幾つかの

波はあるかもしれませんけれども、こんなに大

きな山はもう来ないという想定です。もちろん、

この前提が崩れればもっと悪化していくので

すけれども、そういう前提のもとでも、失業率

はこの先、再びもう一回上がってくるだろうと

思われます。 

去年の 4 月からグンと 0.5 ポイントぐらい

上がっていますけれども、それと同じものがこ

れから半年ぐらいの間に起こってくることを

少なくとも想定しておかないと駄目なのでは

ないかな、ということです。 

ただ一つ言っておきますと、これはテクニカ

ルな話ですけれども、失業率の分母である労働

力人口というのは非常に不安定なのです。これ

をどう置くかによって、実は結構数字が変わっ

てきたりもします。ですから、相当程度幅を持

ってみていただく必要があるのです。ただ、就

業者のほうでみていただくことが必要で、これ

をみていただくと分かりますが、就業者の数は、

何とかこれから後半、ワクチンが効いていって、

徐々に回復するという前提でみても、就業者数

の回復は、今年中は無理で、来年の半ばぐらい

以降になる、そういう内容になっています。 

日本は雇用調整より賃金調整で対応 

（スライド 7） 

そういうことで、失業率は実態的に厳しいと

いうこともあるのですけれども、ただ、国際比

較をすると、日本はまだましな部分があります。

特に図表 1-13 の下のところをみると、アメリ

カなどは結構雇用調整をしましたし、ドイツな

ども、日本よりは失業率が高い状態です。イギ

リスなども厳しくなっています。 

これは日本の伝統で、賃金調整をするのです。

雇用調整はやるのですけれども、比較的それは

抑えて、賃金調整をする。 

図表 1-12 にありますように、今回もかなり

のスピードで、リーマン時ほどではないのです

けれども、これだけ急激に賃金が減るというの

は久しぶりです。 

日本で言うと、これは当たり前に感じるかも

しれませんけれども、実は世界からみると、ち

ょっと特殊でして、図表 1-13 をみていただき

ますと、日本は賃金がずっと減っています。今

回、イギリスが特殊に減っていますけれども、

足元では戻っています。 

例えばアメリカなどは、むしろ賃金が増えて

いる。不思議に思うかもしれませんが、これは

低賃金の宿泊とか、レストランの従業員が雇用

調整されて雇用者ではなくなっているので、結

果として残っている人たちの賃金が上がって

いるから、賃金が上がっているように見えると

いうことなのです。賃金を下げて調整するとい

うことは、アメリカではあまりやられませんし、

ヨーロッパでも、マイナスに持っていくという

のはよほどのことです。今回も、例えばドイツ

でもそういうことは起こっていません。 

このやり方は、いまの日本の状況でみると合

理的なやり方であって、雇用を維持するという
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ことは大事だというのは、冒頭申しあげたとお

りです。ただ、中長期でみるとどうかという問

題があります。これは後ほどお話をします。 

稼働に時間がかかった雇用調整助成金 

（スライド 8） 

現状をみたときに、政策対応はどうだったの

かということをみておきたいのですけれども、

雇用維持に効果を発揮しているのは、雇用調整

助成金です。これは当局の名誉のために言って

おきますと、本当に今回はかつてないくらいの

スピードで、いろんな緩和をしています。 

普通は、雇用調整助成金というのは、雇用保

険に入っている人が対象です。雇用保険という

のは、モラルハザードの問題があって、一定の

要件でしか対象にしないわけです。あまり短い

労働時間の人とか、非正規の方でも一定の要件

がないと対象にしていないのですけれども、今

回はそれを全部外して、基本的にはともかく原

則全てを対象にしていました。 

ところが、図表 2-1にありますように、実は

雇用調整助成金は当初はあまり増えていない

のです。休業者がグーッと増えて――先ほど休

業者が増えたというデータをご確認いただき

ましたけれども――雇用調整助成金の効果が

ゼロではないのですが、それよりは、実は日本

の雇用慣行という問題だったのではないかな

と思います。 

雇用調整助成金が本格的に稼働し出すのは、

この統計をみると、夏ぐらいからなのです。そ

れは感染が若干落ち着いてきた段階です。もち

ろん体力が落ちてきていますから、そこを助け

ているのですけれども、最も厳しい時期には、

実はあまり効果を発揮していなかったと言え

ると思います。ですから、これはいろいろ問題

が指摘されています。 

当時、ドイツでは、たった 2日か 3日で出て

いると言われました。ドイツの場合は、例えば

書類が、日本だと 10 種類ぐらい要りますけれ

ども、ドイツはもともと 3 種類でいいですし、

今回はもっと簡素化しています。 

それから、考え方として、日本は事前チェッ

クをしっかりするのですけれども、ドイツはと

りあえず出して、後で抜き打ちでいろんな検査

をして、問題があったら、ものすごい罰則をか

けるというのです。ドイツの電車に乗ればそう

いうことがありますので、それと同じ考え方な

のです。 

それともう一つは、今回いろんなところで指

摘されていますように、様々なデータの電子化

が遅れているわけです。日本も本当はマイナン

バーをもっと整理して、うまく活用していれば

効果的にできたのですけれども。そういう様々

な問題があって、これはちゃんと反省として変

えていかないと駄目なのだと思います。こうい

う運用の問題が一つあります。 

ただ、それだけではなくて、雇用調整助成金

に関してずっと議論されているのは、産業構造

を固定化されるという副作用の問題なのです。 

それからもう一つは、もともと雇用調整助成

金は、拡充はしているとはいえ、臨時的な措置

ですので、逆に言うと、これで救えない人がた

くさんいるということなのです。それを次のペ

ージに示しています。 

欧米より厳しい需給条件の失業保険 

（スライド 9） 

雇用調整助成金は、雇用調整を止めることが

目的ですけれども、もう一つの大きなセーフテ

ィネットは、失業保険です。実際に失業された

人の所得を保障するという制度があるわけで

す。 

ただ、いわゆる失業者と、実際に給付を受け

ている人の割合をみると、実は日本は 2割ぐら

いしかないのです。それだけ失業保険というの

が一定の要件を満たしている人にしか支給さ

れないということです。 

一つは、先ほど申しあげましたけれども、非

正規の人でも一定の加入期間がないと駄目と

か、労働時間がないと駄目、20時間未満は出さ

ないとか、そういう話です。 

もう一つ大きい点があって、実は失業保険は

一定の期間しか給付されません。原則最長で１

年弱だと思いますけれども、私のような中高年
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で長く働いていると、リストラに遭った場合は

最長出してくれますけれども、若い方の場合は

正社員でももっと短い。一番短いと、たしか 3

カ月ぐらいだったと思いますけれども、非正規

の方は本当に短いのです。 

いまみたいに構造的に厳しい状態になりま

すと、3カ月で仕事をみつけようといってもみ

つけられないわけです。そうすると対象から漏

れてしまうという問題があります。 

では、世界はどうしているのかというと、国

によるのですが、アメリカは結構延長するので

す。今回もやっています。そういうことをすぐ

やります。 

ヨーロッパの国は、実は「失業扶助」という

仕組みがあります。俗に「第 2の雇用保険」と

言われているのですけれども、雇用保険の対象

ではない人たちとか、長く失業している人に対

して別の仕組みがあるのです。基本的には国費

でやっているのですけれども、かつてはドイツ

やフランスでは無制限に出たのです。それが福

祉国家と言われた一つの理由だった。ただ、こ

れはこれで、無制限に出すとよくないのです。

いわゆるモラルハザードの問題で、失業が構造

化してしまうわけです。ですから、最近はこれ

らの見直しがいろいろ行われております。 

従来から比較的うまくやっていたと言われ

ているのが北欧の国で、何らかの求職活動とか

職業訓練を受けないと出さないのです。そうい

うことで比較的うまくやってきたとは言われ

ています。そういう北欧型のパターンで、ヨー

ロッパでは見直しが進んだのですけれども、日

本はこれはなかったのです。 

でも実は、それに準じる制度が前のリーマン

の後につくられています。「求職者支援制度」

と呼ばれています。職業訓練を受けたときに生

活支援もするという制度です。これは、ある意

味、非常に理想的につくったのです。理想的と

はどういうことかというと、職業訓練は非常に

重要です。例えば北欧などはこれをよくやって

いる。これはいいところです。一方で、伝統的

なヨーロッパの失業扶助の問題というのは、さ

っき言いましたように、失業を構造化させてし

まうのです。ともかく職がなかったら給付金が

出ますから、働かずに支援金で生活しようとい

う人が結構ヨーロッパでは増えてしまったの

です。それはよくないので、職業訓練をしない

と出さないことにしたのです。これはこれでお

そらく平時には良い制度なのですけれども、い

まみたいな大きな変革のときには、職業訓練を

するといっても限りがあるのです。もともと職

業訓練をするには、それなりの施設なりサポー

トする人が要ります。これは一定のキャパシテ

ィーがあります。ですから、そんなには増えな

いのです。 

今回、100万人単位で一気に職を失っている。

また、こういう問題が起こるかもしれないとい

ったときに、これでは全然追いつかないのです。 

雇用保険と生活保護の間を埋める制度が必要 

今回は緊急小口資金など、いろんな対応をし

たのですけれども、失業保険がなくなったとき

に、いきなり生活保護ではなくて――生活保護

に一回入ると出づらいですから――その間の

ものとして第 2 の雇用保険をつくらないと駄

目という議論があった。前回はつくったのだけ

れども、あまりにも理想的につくり過ぎて、実

態的にはワークしない。雇用保険と生活保護の

間には穴がまだまだいっぱい空いているとい

うのが改めて明らかになったのではないかな

と思います。ですから、これをこれからいろん

な形で整理してつくっていかなければ駄目で

はないか。 

私の提案の一つは、何が何でも出すというの

はさすがに問題だと思いますから、北欧型の就

職活動とか職業訓練を行うことを前提にして、

雇用保険が切れた人とか、新たに職に就きたい

人に対して、一定の支援をするべきではないか、

というものです。 

もう一つは、今回は対象になりましたけれど

も、フリーランスの問題が今回出ました。フリ

ーランスも、性格が変わっているわけです。か

つての自営業者ではなくて、いわゆるギグワー

カー（単発で仕事を請け負う人）という、非正

規の立場の人よりも弱い立場の人たちがいる、
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その人たちを実態的に所得保障するような仕

組みですね。 

例えば、ウーバーイーツのようなプラットフ

ォーマーと言われる仕事の委託者に対して、一

部の所得保障の負担を求める、擬似的な雇用保

険です。雇用保険といっても、正社員とか、い

わゆる被用者とフリーランスは若干違います

から、全く一緒というのはやりづらいと思いま

す。ですから、分けてそういう制度をつくると

いう議論も進めていかないと駄目じゃないか

なと思っています。 

ただ、長い目でみると、産業構造というのは

変わっていきますし、後ほど言いますけれども、

今回のコロナは、これをおそらく加速する側面

があります。そういう意味では、当面の雇用維

持とかセーフティーネットは大事なのですけ

れども、労働移動を結果として進めていくこと

が大事で、そういう意味では、職業訓練の仕組

みをより拡充していくということです。 

世界的に少ない日本の雇用政策費 

（スライド 10） 

図表 2-4では、そういう雇用政策費がある程

度増やされてきているとはいえ、国際的にみる

とまだまだ少ないということが改めて確認で

きます。 

雇用政策でみると、総合的にみると、おそら

く北欧がうまくできています。例えばスウェー

デンなどをみると、積極的施策というのは職業

訓練とか就業支援は、日本の 6倍、7倍あると

思います。 

特にスウェーデンでは、もう一回労働市場に

戻していく。弱者救済というよりも、適切な表

現ではないかもしれませんが、敗者復活みたい

な、そういう面で行われている。こういう考え

方を改めて認識するということだと思います。 

（スライド 11） 

労働移動はすぐには難しいにしても、これは

やっていかないと駄目だということです。それ

に付随した話をこれからしたいのですけれど

も、今回のコロナによる経済の打撃は、かなり

分野によってばらつきがあるという話です。 

最近は、「K字型回復」ということを言う人が

増えてきています。要は、上がるところもあれ

ば、低迷するところ、落ちていくところもあり、

二極化です。 

図表 3-1は単純な図表ですけれども、結構は

っきり表していると思うのです。第 3次産業活

動指数の前年比をみていますが、右下のほうに

赤い数字がたくさんあります。これはまさに前

年で 2割、3割以上、実質ベースで売上が減っ

ているところですけれども、宿泊・飲食、この

辺りが本当に厳しい状況になっています。それ

から、左の旅客運送業、航空関係とか鉄道、こ

れは本当に厳しいというのが分かります。 

その一方でプラスになっているのが青でし

て、左側にあるのはゲームソフトとかソフトウ

エアです。それからデリバリーです。右に行っ

て、食品スーパーです。機械器具小売りという

のは家電量販店だと思います。それからドラッ

グストアです。 

それから、ちょっとおもしろいのは、ここ数

カ月は、飲食店でもファストフードはプラスに

なってきている。若干そういう動きが出てきて、

かなり温度差が出ています。 

実は雇用も一様に悪くなっているのではな

くて、結構人手不足のところも存在する。個別

のところは後ほどみます。 

産業構造の変化に応じた雇用確保が重要 

（スライド 12） 

ちょっと距離を持って言うと、いまわれわれ

はパンデミックという、大変な状況の中でもが

いているわけですけれども、歴史的にみると、

結構社会とか経済の構造を大きく変えるとい

うことをやっています。 

100年前のスペイン風邪のとき、当時の文献

などをみていますと、例えばチョコレートとか

ビスケットとか、そういうものが大衆化したの

は当時だったと言われています。それから、自

動車が普及したのも当時だったと言われてい

ます。産業も、自動車産業が発展したり、化学

産業がすごく伸びたりした。こういうときは、

いろんなものをゼロベースで見直したり、大き
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な変革に対して様々なハードルがなくなると

いうことかな、と思います。 

ユーラシアグループのイアン・ブレマー氏が、

10 年で起こることがこの数年で起こるんだと、

たしか今年の初めに言っていたと思うのです

けれども、まさにそういう側面があるのではな

いか。ですから、大きく変わるわけです。具体

的な変化というのは図表 3-2で、これは時間の

関係で説明しませんけれども、様々、立地の問

題とか、そういうものが変わっていく。ですか

ら、当然産業構造も変わるし、雇用構造も変わ

るということです。 

（スライド 13） 

だから、何度も言いますけれども、当面、雇

用維持は大事なのですけれども、長い目でみて、

どういうところで人が働けるようになってい

くのかを考えて、準備をしていくことが大事で

す。今回は、不幸中の幸いというか、人手不足

のところが結構あるということです。 

ここには有効求人倍率が載っている厚労省

の「職業安定業務統計」を使って分析をしてい

るのですけれども、左側の図表は直近の 2020

年 12月の数字で、水準が横軸になっています。

縦軸は、去年の 2月ですから、コロナが起こる

前と直近の求人の倍率の比較をしています。 

薄いクリーム色で塗り潰しているのは、有効

求人倍率が 1を超えている、したがって人手不

足のところです。求人のほうが多いところ。そ

れから、増えているというのはなかなか少ない

のですけれども、0.5ぐらいの低下にとどまっ

ているというところ。ですから、水準としても

人手不足ですし、求人の数もそんなに減ってい

ないということです。 

右の図表で、黄色で塗り潰しているのがその

分野なのですけれども、幾つか固まりがあって、

一つは左側にある介護とか社会福祉関係です。

これは日本の産業構造の変化を考えると、当然

の話です。 

それから右上へ行くと、農林漁業です。これ

は労働条件が厳しいので、日本人がなかなか働

かないところです。外国人がこれまで入ってい

たのですけれども、いまは入っていませんから、

不足しているのです。 

それから製造業でも、特にオフィスというか、

後ろで監視したり制御しているような仕事と

か、検査をしたりとか、そういう部分、アフタ

ーサービスというか、製造工程の後ろ側は結構

不足しています。それから、建設関係とか電気

工事とか、そういうところも不足しているので

す。 

ですから、上に書いていますけれども、「食・

農」とか「建設」とか「ケア」とか「整備・保

守」、これは幾ら製造業が仮に空洞化をしても

なくならない仕事なのです。そういうところは

結構日本に残っている。ただ、どうしてもこれ

までは労働集約的だったので、なかなか人が入

ってこないという問題です。 

ただ、デジタル技術とかロボティクスがいま

急激に進歩しているわけです。農業にデジタル

技術を入れようとか、ロボットを入れようとか、

建設だって始まっています。ケアの分野でもそ

うです。保守とか整備もそうです。 

こういうものを未来志向で、人と機械の協業

のようなことを、今だからこそ考えていく。そ

うでないと、この分野に人は入ってこないです。

そういう形で新しい技術の可能性を考えてい

く、そういう中長期のことを考えていくことは

大事かなと思います。まさにコロナで、デジタ

ル技術とかロボティクスとかの必要性が高ま

っているわけです。 

グローバル化は鈍化し成長率は下がる 

（スライド 14） 

コロナがまだこの 1 年はなかなか難しいし、

来年あたりもまだ少し残るかもしれませんけ

れども、おそらく数年たてば、さすがにほとん

ど収束していると思います。 

では、その後、どういうことが問題になるの

かを少し考えておきたいのですが、一言で言う

と、内需成長というのがすごく問われるように

なるのではないかと思っております。 

それは、グローバル化の流れが、このコロナ

の影響というよりは、それ以外の要因でいろん

なものが変化し始めていたのです。まさに米中
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の摩擦の問題、今回余計に対立の構図がはっき

りしました。もちろん中国なしには世界はやっ

ていけませんので、中国との関係がなくなるわ

けではないのですけれども、さすがに米中の間

の貿易は細ってくるでしょうし、ハイテク分野

では、どうしてもそこはそうならざるを得ない。

そうすると、従来ほど貿易が活発化するのは少

し難しくなってくるのではないかな、というこ

とです。 

それから、今回コロナで明らかになったのは、

例えばマスクもそうですけれども、防護服とか

医療関係のものです。特に中国に異常に依存し

過ぎることのリスクみたいな問題ですね。これ

は政府もある程度対応すべきで、国内に少し戻

すべきだという話をしています。 

そもそもパンデミックもそうですけれども、

地球環境が変わってくる中で、毎年大洪水が起

こったりするわけです。台風がやってきたりす

る。そのために、BCP（事業継続計画）対応、

サプライチェーンが寸断されるリスクが毎年

起こってくるので、そのために一定程度在庫を

多く持つとか、国内に拠点をある程度回帰させ

る、そういう流れが生まれてくるのだと思いま

す。 

そうすると、グローバル化が止まるとは私は

全く思いませんし、進んでいくのですけれども、

従来のように、徹底した効率化でグローバル化

するのではなくて、一定のリスクヘッジをしな

がらグローバル化を進める。そういう意味では、

グローバル化に過度に期待するのは難しくな

ってくるのではないか。 

それともう一つ、世界中がすごい勢いで借金

をしています。日本ほどではないですけれども、

アメリカもヨーロッパも借金をしています。た

だ、コロナが終わるまでは財政健全化は当然で

きないですけれども、数年後には普通に考えれ

ば終わるわけですから、その後は財政再建の話

が出てくるわけです。そうすると、増税をした

り、歳出カットをしたりすると、当然成長率は

落ちてくるのです。 

だから、コロナが終わった後しばらく、向こ

う 5～6 年の間は世界経済の成長率は落ちるの

だと思うのです。そうなってくると、貿易の量

が従来よりは活発化しないのです。 

それと、特に日本の場合はインバウンドで結

構助かっていたのですけれども、インバウンド

もいずれ戻ると思うのですが、さすがにすぐに

は戻ってこないです。そうすると、向こう 4～

5 年から 5～6 年、経済成長をするのに、外需

に従来のように頼れない。では、成長しなくて

いいかというと、そうなってしまうと、様々な

問題が起こるわけです。税収が落ちてくると、

さらに財政赤字が拡大していきます。やはり経

済成長は大事です。 

賃金が上がらないのは日本だけ 

では、外需に頼らずに、内需成長するにはど

うしたらいいかというと、これはもう端的に言

うと、賃金を上げることが大前提になってくる

わけです。そうでなければ、輸出が頼れない、

設備投資ばかりするわけにはいきません。やは

り消費ということで、賃金なのです。 

日本のいまの状況を考えると、雇用維持で、

賃金を下げるという日本のいまの対応は合理

的な対応だとは思うのですけれども、こういう

状況を変えていかないと駄目です。いずれ限界

が来てしまう。 

そういう問題意識で、安倍政権の賃上げとい

うのは様々な思惑があったと思うのですけれ

ども、賃上げを政策的な一つの目標にしてきた

のは、私は非常に評価していいと思いますし、

一定の成果も上がり始めていたのですが、いま

は環境が変わってきて、足元ではその動きが止

まっているわけです。 

後ほど春闘の話をしますけれども、今年の春

闘は、そういう意味では、せっかくのこれまで

の流れが壊れてしまうのか、しまわないのか、

非常に気になっています。 

前提として、よく説明で使わせていただくの

は、図表 4-1です。日本は賃金が上がらないの

は当たり前のように思っているのですが、世界

でそんな国はないということでありまして、同

時に物の価格もある程度上がるのです。ですか

ら、この異常な状態を何とか抜けていく必要が
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大事。 

（スライド 15） 

そのときに、いろんなやり方がある。雇用と

賃金というのは裏表ですけれども、雇用・賃金

の問題というのは各国様々に苦悩して対応し

ています。雇用・賃金の問題には、複数の判断

軸があるのです。少なくとも失業率を下げる、

就業率を上げる、どっちでもいいのですが、失

業率をできるだけ下げるということが大事で

すし、賃金も、実質賃金ですけれども、上がっ

たほうがいいですね。 

この 2つだけでいいかというと、駄目で、所

得格差を一定程度に抑えないと駄目なのです。

この 3つは最低、そのバランスで考えていかな

いと駄目で、一つもその配慮から外してしまう

と問題が起こるのです。 

そうやってみると、世界の国は、日本を除く

と、欧米は 3つのパターンに分かれると思いま

す。図表 4-3の下に表がありますけれども、一

番下から行くと、一つは米英タイプで、アメリ

カが典型です。失業率は、平均してみると高く

ない。いまは上がっていますけれども、平均す

ると、そんなに失業率は高くない。平均賃金は

かなり高いのですが、所得格差がすさまじいわ

けです。イギリスもちょっとそれに似ています。 

南のヨーロッパ、フランスとかイタリアとか

スペインなどは、賃金はそこそこ高い。格差は

まあまあです。問題は、失業率がものすごく高

いことです。あまりうまくいっているとは思え

ない。 

北欧に学ぶべき賃金政策 

結論から言うと、比較的うまくいっているの

は北部ヨーロッパです。北部ヨーロッパという

のは、ドイツとかオーストリアとかスイスとか、

北欧の国々です。伝統的には北欧はパフォーマ

ンスがいいと思います。ドイツなども、北欧の

政策をこの 20 年ぐらい取り入れているという

経緯もあります。ここは失業率はそんなに高く

ないです。それから賃金も結構上がります。格

差も小さい。全部いいわけではないですけれど

も、比較的バランスの取れたパターンです。 

日本からみても、例えば産業構造の転換はや

らないといけないのですけれども、失業を介し

て行うアメリカ型は、ちょっと日本人の感覚に

は合わないと思います。そういう意味でも、北

欧型のようなセーフティーネットをしっかり

張ってやっていくというのが参考になるので

はないかなと思います。 

（スライド 16） 

そこで説明したいのが、次のスライドです。

労働生産性を主な国で比較すると、実は日本は、

これは実質ベースなので、そんなに労働生産性

は低いわけではないのです。名目が伸びていな

いというのが問題なのですけれども、その話は

ちょっと置いておきまして、アメリカはものす

ごく生産性の上昇スピードが速いのです。実は

それに劣らないぐらいのスピードでスウェー

デンも上がっています。 

この両国に共通しているのは何かというと、

この右側なのですけれども、労働移動が不況期

に進むことです。リーマンのときとか、ITバブ

ルのときに。 

リリアン指数というのは、産業別の雇用構造

の変化をみるものです。この数字が大きいほど、

その時期に大きく産業構造、雇用構造が変わっ

たことを意味しているのですけれども、アメリ

カはすさまじい勢いで不況期に進むのです。不

採算事業を閉鎖してしまいますから、結果的に

ほかのところに人は移るわけです。 

スウェーデンも実はそうなのです。アメリカ

ほどドラスティックにはやりませんけれども、

結構そういうことをやります。例えばボルボと

いう自動車メーカーは、リーマンのときに潰れ

ているのです。結局、中国資本で救済されまし

たけれども。ですから、ドラスティックにやる

のです。そうやって時代の変化に対応しないと

生産性は上がらないのです。ただ問題は、アメ

リカ的なことをやってしまうと、失業が出てき

て、社会が壊れてしまうのです。 

（スライド 17） 

その点で、スウェーデンは様々な仕組みで、

極力失業を回避した形でやっているのです。 

アウトプレースメントのサービスというの
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は、普通は民間がやるのですけれども、スウェ

ーデンの場合は、労働組合が関与してやってい

たり、職業大学による職業訓練の仕組みがある

のですが、産業界の協力を得て、現地実習を入

れて、本当に即戦力が身につくような仕組みを

つくったりしています。 

これはこれで、先ほども言いましたように、

例えばデジタル化とか、ロボティクス化した農

業とかを、生産現場の新しい管理の在り方など

に使っていけばいいと思うのですけれども、時

間がかかるわけです。すぐにできるかというと、

できない。数年タームでかかる。 

そういう意味では、日本は、すぐには適用で

きません。いいものはいっぱいあるので、学ぶ

べきところはあるのですけれども。 

では、雇用調整助成金を出し続けるのかとい

う話です。産業構造が変わっていくわけですか

ら、日本流の失業なき流動化の仕組みを考える

必要がある。 

在籍出向で労働移動の促進を 

（スライド 18） 

そこで、いま注目されるのは、俗に言う人材

シェアリングと言われているもので、在籍出向

の仕組みをうまく使って、余っている産業から

不足しているところへ人を移す、一時的にレン

タルする、というものです。元へ戻ることが前

提で、それが在籍出向の仕組みです。これ自体、

産業構造の融合という意味では意味があるの

だと思います。 

分かりやすい事例で、実際のケースなのです

けれども、地方の旅館です。もう客が来ないの

で、人が余っているわけです。ところが、地方

の農業は外国人労働者の方が来られないので

人が不足しています。そこで、旅館の経営者が

将来、農業体験をこの旅館の売りにしようと考

えたわけです。お客さんに農作物のつくり方を

教えてあげる。さらには、自分のところでおい

しい野菜なり果物を栽培して、実際の食事に出

して、それを売りにしていこうと。ただでは立

ち上がらないということです。次のことを考え

て、新しい分野のものを取り入れる、そういう

動きがあります。 

同じようなことは、いろんなところであると

思うのです。従来のように、産業の区分けがは

っきりしている時代ではなくなってきます。も

ともと在籍出向というのは、図表 4-10 にあり

ますように、大手中心に、関連会社とか子会社

などと親会社の間では結構あるのですが、関係

のないところは少ないのです。特に業界が違う

と少ないのです。それが一部出始めているので

す。政府も少しやり始めているのですけれども、

もっと業界団体とか商工会議所とか、場合によ

っては金融機関などが動いて、こういうものを

もっと進めていくべきなのではないか。 

政策支援もあるのですけれども、悪用するケ

ースがあると困りますから、一定の条件で、結

果として転職していくということに対しても

出す。そうすると、結果として労働移動が進む、

そういうことを考えていくべきではないか。 

（スライド 19） 

もう一つ、可能性が出てきているのは、地方

と都市の間の融合というか、連携です。途中で

グローバル化がスローダウンしたと言いまし

たけれども、地方はインバウンドがなくて大変

なんですが、図表 4-11 にあるように、逆に、

日本人が海外に出ていかないので、特にシニア

の豊かな人たちは旅行したいのです。そういう

人たちが潜在的にいるのです。いま Go Toはで

きませんけれども、いずれコロナが収束すると、

すごい勢いで旅行需要というのは戻ってくる

と思います。そういうところを取り込めるとい

うことでしょう。 

それから、医療とか公衆衛生とか、いろいろ

な中核部品の工場は地方に建てることになる

でしょう。それから、環境産業ですね、これは

国産化を考えていく必要があると思います。そ

ういうものを土地がある地方でつくる。 

一方で、地方の企業の問題は人材ですね、特

に管理系とかホワイトカラーが少ない。いま大

都市にいるホワイトカラーの人たちが、完全に

向こうへ行くのは難しいですから、テレワーク

などを活用しながら、週に 1回とか 1カ月に 1

回は現地に行く、というような新しいやり方も
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創造できるのではないか。 

新しい形で“春闘”の復活を 

（スライド 20） 

今年は、春闘は曲がり角というか、「官製春

闘」というのが名実ともに終わってきたなと思

っています。 

ただ長いタームでみると、かつてのベア中心

の春闘というのは 2000 年代半ばに実は終わっ

ているのです。その当時は、「賃金改善」と言

うようになりました。かつてのエレクトロニク

スとか自動車が成長すると、下請けの中小企業

とかほかの関連産業に全部波及するというの

は 80年代まででして、90年代以降は空洞化も

進みましたし、もともとベースアップを全部に

波及させるということは難しかったわけです

ね。だから、賃金改善ということで、ある程度、

横並びではなくて、少し個人によって差をつけ

てもいいというのは組合も認めていた。 

ところが、そういう状態になるとどういうこ

とが起こるかというと、賃金は全体として上が

らなくなるのです。上がるところは上がるんで

すけれども、大手の組合が強いところは上がり

ますけれども、そうじゃないと上がらないので

す。だから、2000年代の半ばに、分配率がどん

どん下がって、デフレにもなってしまう。 

それを何とかしようということでアベノミ

クスが出てきて。そのときに、新しい賃上げの

仕組みを別に考えるのは時間もかかるので、

「ベア」と言ったわけです。それで上げてきた

けれども、もともと限界があったわけです。時

代が変化して、何か新しいやり方を考えないと

駄目。 

経団連がこの数年言っていることは、いろい

ろ読むと納得することが多いのです。ただ、経

団連が言っているように、もう春闘の場という

のは、連合が言っているようなベアというのも

意味がない、個別企業が交渉していけばいいん

だ、春闘には賃金以外のところもあるので、そ

っちを中心に議論したほうがいいんだ、という

ふうにやるとどういうことが起こるかという

と――実は 2000 年代半ばに起こったことなの

です――賃金が上がらないのです。 

日本は、アメリカのようにスキルのある人が

どんどん転職して賃金を上げていく仕組みも

なければ、ヨーロッパみたいに産別組合が強く

て、個別に徹底的に賃上げをやっていくという

仕組みもないのです。だから 1950 年代に春闘

という仕組みを日本の労働組合の OB たちが考

えてやったわけです。何とかそれで日本の賃金、

いわゆる労働と経営の間のバランスの取れた

配分を実現してきたわけですけれども、これが

消滅しているわけです。 

だから、官製春闘は、ある意味当然というか、

必然的に限界が来てしまったのですけれども、

だからといって何もなくなってしまうとまた

賃金は上がりません。冒頭申しあげたように、

再びデフレの時代に入って、ますます厳しい状

態になる。 

（スライド 23） 

だから、何か新しい形で春闘を復活というか、

新しい形でリバイバルさせないと駄目だとい

うことです。その辺りの話を、図表 5-8や図表

5-7に書いています。ベースアップも、さすが

に昔みたいに横並びというわけにはいかない

でしょう、成果主義的なものもやっぱり現実に

は起こっていますし、認めるということだと思

います。 

でも、例えば物価が上昇したら、実質賃金は

下がるわけですから、物価に対応した部分はみ

んな底上げすることは必要ではないかと思い

ます。これは各国そういうことをやっています。 

それから、日本はチームワークで競争力をつ

けているところが結構あります。製造現場、あ

るいはバックオフィスでいろいろ支えている

人たちは、個人の成果というより、チームなの

です。そういうものに対して、ベア的な発想で

しっかり上げていく。生産性向上も、個人に分

解される部分とチームでやっているところで

違うと思います。そういうところもベアが要る

と思うのです。そういうことを労使でしっかり

議論していくということです。 

それから、日本の労働組合がなかなか強く出

られなかったというのは、雇用調整というと、
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ちょっと腰が引けるからなのです。これは安易

に認めてしまうと、労働組合ではなくなるので

すけれども、例えば今回起こっているシェアリ

ングみたいなところで、すでに前向きな動きも

出ているので、そういうものをしっかりやって

いく。あるいは横のつながりですね。雇用を守

るというのを、一企業ではなくて、産業全体と

か、社会全体で、まさにシェアリングによって

行う。だからこそ産業構造が転換していき、だ

から収益が上がり、賃金が上がる原資ができる。 

従来の既存の枠を前提に、経団連も連合も、

あまり話がクロスせずに、違う方向をみて、そ

れぞれの指標を出していたんだけれども、本当

に真剣に、雇用の在り方も含めて、賃金の具体

的な上げ方も含めて議論していく。そこに対し

て政府がバックアップする。政府がいきなりや

っても、事業や産業によって違いますし、本気

で労使で考えないと駄目ですね。そういうふう

な議論を今年はちょっとでもしてもらいたい。 

本当にこれがなくなってしまいますと、失わ

れた何年か知りませんけれども、それこそ取り

返しがつかないようになってしまうのではな

いか。 

 

（質疑応答） 

 

司会 それでは、まず私から何点か聞かせて

いただいて、その後、皆さんからの質問をお受

けしたいと思います。 

まず 1つは、いまの春闘のところなんですけ

れども、いま企業単位ではどれだけベアを上げ

たか発表しない企業も出てきていて、このまま

だと、どんどん仕組みが溶解していくという流

れがある。その中で、とにかく日本経済発展の

ためには、生産性が上がったうえに賃金が上が

るという従来の考え方だけじゃなくて、賃上げ

を起点としてた経済の好循環、つまり一番最後

に賃金が上がるのではなくて、まず最初に賃金

を上げることによって購買力を増して、物が売

れるようになって、経済がうまくいくようにな

るという流れを作らないといけないと思いま

す。例えば最低賃金を決めるときには委員会が

あって、そこでみんなで話し合うわけですけれ

ども、同じように春闘ベースでの賃金がどれだ

け上がらないと日本経済そのものがおかしく

なってしまうということを、専門家の人たちが

話し合って、分析もして、きちっと提言をする。

少なくとも大企業はこれだけ上げるべきだと

いうような、そういう有識者会議とか専門家会

議とかをつくるのは無理ですか。 

山田 私はそれを数年前から言っているん

です。おっしゃるとおりで、本当は労使でやれ

ばいいんですけれども、日本の場合は個別組合

なので、どうしても組合自体が――これはいい

とか悪いとかは別としても、成り立ちがそうで

すから――雇用保障を優先するので、マクロの

視点が弱くなりがちになるんですね。全体とし

て組織率も下がったし。 

そうなってくると、労使自治と言いながら、

実はパワーバランスが崩れているので、放って

おくと分配率は下がってしまうんですね。そう

なると、ある程度政府が介入するしかないんで

すね。本当はよくないんだけれども。 

ただ、安倍政権のときにやったように、何パ

ーセントとかと言うと、これはこれで反発もあ

るし、数字の根拠もよく分からないので、まさ

に政権が変わるとか状況が変わるとどうなる

か分からない。だから竹田さんがご指摘してい

ることには全く賛成なんです。有識者なり経済

学者なり、労使関係の専門家であったり、そう

いう関連の人たちで一目置かれる人たちが集

まって議論し、分析し、客観的な目安を出す。

毎年出すのは難しいかもしれませんが、少なく

とも、例えば政府は 2年でデフレ脱却と言って

いるわけですね。 

実は、スウェーデンにはそういうものがある

んです。スウェーデンは、金融政策と労働政策

と賃金決定とが全部連動しているんです。だか

ら、2％ぐらいのインフレ目標があるので、物

価が上がらないと金融政策は絶対緩和するん

です。そうでないと、労使交渉に悪い影響を与

える。中央銀行が物価上昇は 1％でもいいと思

うと、労働サイドの交渉力が落ちます。だから、

やるんですね、彼らは。日本と発想が違うんで
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すね。そういう中で、社会全体として共有しな

がら、そういう仕組みをつくり上げている。 

だから、官製春闘はもう限界が来たので、次

は第三者機関をつくって、そこで全体の中長期

の日本の姿に応じた賃上げの数字を、毎年は難

しいにしても、数年タームでこれぐらいは必要

だと提案していくことが大事じゃないか。 

だから、最低賃金の目安ではない、春季賃上

げ率の目安委員会ですよね。 

司会 もう一点、休業手当が出ない人たちが

いて、大変問題になっているわけです。特に大

企業でパートやアルバイトで働いている人た

ちがシフトも減り、仕事も減り、収入も激減し

ている。中小企業で働いている人で休業手当が

出ない人には直接国が手当を出す、休業支援金

という枠組みを設けたんですけれども、大企業

は対象になっていない。 

野村総研は、女性だけで 90 万人のパート、

アルバイトの人が実質的失業と呼ぶべき状況

なんだという試算も出している。 

そういう中で、きのう総理は「大企業の非正

規の方々について、休業手当の支払いが行われ

ない、雇用調整助成金が活用されない、こうし

た問題についても検討を進めており、早急にし

っかりと対応いたします」と会見の中で言って

います。 

ですから、あす以降の予算委員会の中で、多

分この議論が具体的に出てくることになると

思うんですけれども、大企業で働いているパー

ト、アルバイトの人たちに対する休業支援金の

在り方について、どういうふうに思われますか。 

山田 休業支援金も、雇用調整助成金も企業

が間に入っているわけです。 

雇用調整助成金の場合は、まず休業手当を企

業が出して、それを後から安定基金からもらう

という仕組み。でも、これは中小企業はできな

いから、休業支援金という直接もらえるという

のをつくった。でも、それは証明が要るので、

企業が作業しないと駄目だという仕組みにな

っているわけです。 

このように企業が間に入っていることが、支

払われづらい理由にはなっていると思うので

す。 

もう一つの問題は、理由です。なぜその問題

が起こっているかということですが、大手と中

小で分けてしまった。大手は、普通の感覚では、

製造業の有名企業をイメージすると、それぐら

いは出せるだろうということなんですけれど

も、今回、大変になっている飲食関係というの

は、結構薄利多売でやっているところで、そう

いう余裕がないわけです。だから、従来の発想

の中で制度がつくられてしまったので、限界が

出てきている。 

ただ、だから何でもいいから出すのかという

問題もあって、それは整理しないといけない。

いつこれをどうフェードアウトさせていくの

かとか、誰が負担するのかという問題が残って

くるわけです。 

お金は天から降ってくるわけではなくて、い

ずれ税金なり保険料なりで補てんする必要が

あるわけですから、そこはちゃんと整理しない

と駄目です。ただ異常事態ではあると思うんで

す、今回は。かつてないことなので、特例とし

て、今回に限って拡充すればいいと思うんです。

けれども原則論として、雇用保険の在り方とし

て、大企業が雇用調整助成金のところは出して

いく。中小企業に関しては、一部それは国費が

入っていると思いますけれども、そういうとこ

ろの原則は維持する。ただ、今回特殊な事情な

ので、大手にも出すというようなことははっき

りしておかないと駄目なんだろうなと思いま

す。 

それと、それ以前に、休業要請と休業支援と、

従業者の生活保障というのは結構一体的に運

用されたようなイメージがあるんです。だから、

休業支援を受けられるのであれば、きちんと雇

用調整助成金に申請しなと駄目だとか、あるい

は休業支援金を使うとか、何かひもづけをやっ

ていくことも大事なんじゃないか。 

そうすると、かなりの部分はそれでクリアで

きるし、大手のところは、こういう特殊な事情

でということで、特例的に認めていく、そんな

やり方でとりあえずやるのかな、と思います。 

それとは外れますけれども、実はもう一つの
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前提として、日本のセーフティーネット事態に

穴が空いているという問題も出ていますから、

実は同時にそこもやっていかないと駄目じゃ

ないかなと思います。 

質問 まとめのところにある「配置転換・出

向・副業」で、本当に事業転換はできるのでし

ょうか。新しい価値を創造できない企業が出

向・副業を行っているのではないでしょうか。 

山田 そういうケースもあると思います。た

だ、そうでないケースもあると思います。さっ

き私が申しあげた宿泊のケースもあるように。

でも、だからといって、これだけやって全部終

わるわけではない。 

そこは、私がちょっと申しあげたように、悪

用を防ぐためには、いまの段階で無制限でやる

のはおかしいと思うので、一定のルールをつく

る必要はある。けれども結果として、存続でき

ない企業から、一応出向という形で――いまの

形では雇用が維持できないということです―

―別の企業に行っているんだけれども、結果と

してそこに移っていく、そういうスキームをつ

くっていく必要があるのではないか。 

でも、条件なしでやってしまうと、これはこ

れで悪用が出てくるんですね。だから、私もい

まの段階で具体的な制度設計のしっかりした

アイデアは言えないんですけれども、例えば少

なくとも本人の同意は絶対に要ると思います

し、そういうことはやっていかないと駄目。 

それと、何度も言いましたけれども、多分残

念ながら、向こう 1年後をみても、元の状態に

は戻っていないと思うんです。そうすると、結

構厳しい状態が続くので、産業の在り方がかな

り変わると思います。すでに一部で、例えばデ

リバリーの企業と飲食店が一緒になったりと

か、業態が変わっていったりということが起こ

ってくるわけです。 

だから、極力そういうところに人が移るとい

うか、そこに仕事があるような、そういう紹介

ができるのを、現場で工夫をしていくしかない

んですけれども。 

だから、悪用しては駄目なんですが、結果と

して、産業構造転換とか、雇用構造転換につな

げていく、そういう悪用されない仕組みをこれ

からつくっていくというのが課題かな、そんな

認識です。 

司会 関連でちょっとお聞きしたいんです

けれども、冒頭のところで、「9 割 5 分経済」

とおっしゃりました。これだけみると、多くの

人が「お、9割 5分いけるのか。だったら、思

ったよりは相当いいんじゃないの」。「5分足り

ない状態が続いているだけでしょう。だったら、

相当何とかなるんじゃないか」と思う人は多い

んじゃないかなと思うんですけれども、その捉

え方は間違いですか。 

山田 そういう意味合いではなかったんで

すけれども。だから、「9 割 5 分経済＋K 字型」

と言うべきかもしれません。二極化というか。

平均すると 9割 5分なんですけれども、実際は

10 割と 8 割とか、12 と 6とか、すごく差が…

…。 

資料の 11 ページ辺りに実際の数字が出てい

ます。第 3次産業活動指数の数字で出ているわ

けです。全体でみると 95％です。でも経済とい

うのは固定費、設備投資とか人件費、正社員の

給料中心ですが、売上が 5％でも減ると、それ

に対応した仕組みをつくっていかないと駄目

なので、人件費の調整圧力がかかるという意味

合いを込めていたんですけれども、確かに印象

は伝わらないということかもしれませんね。 

だから、これ以降は、表現を少し工夫します。

意味合いはそういうことです。固定費を下げて

いかないと駄目なので、調整圧力がかかるとい

うのがこれの直接の意味合いで、実態は厳しい

ところはものすごく厳しい、ということです。 

司会 つまり、所得格差が、このまま放って

おくとどんどん開いてしまう。どういう分野で

働いているのかということで、いまでも問題に

なっていますけれども、所得格差がもっと大き

くなるということですか。 

山田 おっしゃるとおりです。 

質問 時間当たりの生産性が日本は先進国

の中で低いのですが、現在のテレワークの拡大

と定着を生産性の改善に結びつけることはで

きませんか。 
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山田 15 ページですね。これには補足説明

が要ったのですけれども、時間当たり労働生産

性というのは、ちょっと注釈が要るんです。 

というのは、これは実質ベースなんです。実

質ベースというのは、数量と、品質の部分が入

っているということなんですけれども、実は品

質の国際比較はすごく難しいんです。一定のル

ールでやっているんですけれども、もともと統

計の限界があるんです。 

私は、日本の問題は実質時間当たりの生産性

を上げる――もちろん上げていくことがベー

スなんですけれども、各国上がっていますから

――それよりも問題なのは、名目ベースだと思

っているんですね。価格の問題です。 

日本の生産性を上げるのは、品質をよくする

必要があるんですけれども、そこが問題の本質

というよりは、いいものを作っているのに評価

されない、あるいはもうからないけれども、つ

くり続けて、お互いに価格競争しているような

ところを変えることが、実は日本の生産性向上

につながっていく。 

テレワークで、よく言われているように、無

駄なところはなくそうと思ったらなくせる。難

しいのは、個人の時間管理能力とか、無駄な会

議とか、無駄な調整は必要でなくなってくる。

そうして空いた時間を何かクリエーティブな

ことに使う。 

これは笑い話ですけれども、働き方改革で、

テレワークもやって、空いた時間でなにをする

か。従来だったら、これぐらいでいいと思って

いた内部資料を、時間があるものだからどんど

んきれいにしていく、これは意味ないわけです

ね。 

そうじゃなくて、空いた時間は勉強するとか、

ほかの人と議論するとか、社外といろんなネッ

トワークをつくるとか、そういう時間の使い方

をするべきだと思うんですね。 

ここで申しあげたいのは、もうかるようなと

ころにリソースを割いていくと同時に、それが

結果として収益につながっていく。そういう形

でテレワークを使う。テレワークを生かすには、

個人の能力が上がってこないと駄目ですから、

自己研鑽をサポートするような仕組みがあっ

たりとか、上司がどんどん関係なしにメールを

送ったりしても駄目ですから、時間管理のマネ

ジメントを身につける、そういう研修が大事じ

ゃないかなと思います。 

司会 課題はマネジメントですね。もともと

上の人も本人も含めてマネジメントがろくに

できていないところに、突然リモートといって

も……。 

山田 マネジメントの問題ですね。 

質問 マイナンバーの活用が肝心だと言わ

れましたが、いまこそデータの指摘を超えて、

マイナンバーの効果的な全面活用に向けて、政

府が妥当な権力行使と運用ができるよう、山田

先生からタイムリーなよき知恵や方策はあり

ませんでしょうか。 

山田 日本は昔の住基ネットから、プライバ

シーに対して、政府にコントロールされること

に対して非常に抵抗感が強いですよね。 

ただ、最近の議論で言われるように、結局コ

ストとベネフィットがあるから、本当にこれが

あるとベネフィットが高いということを示し

ていく。そういう意味ではいま、チャンスとい

う面もあるんでしょうね。 

先ほどの給付金みたいに、一部特定の人たち、

例えば就業時間が少なくなっていて、本当は救

済が必要な人たちに対して、マイナンバーとひ

もづけて給付するとか、新規にそういうサービ

スを受けるときにマイナンバーを入れていく

というやり方はあるかもしれませんね。 

ただ、マイナンバーそのものが手に入らない

と問題ですから、そこも別途対応していく必要

があるんでしょうけど。 

でも、しばらくの間、コロナの状態では、政

府が非常事態だから、いろんな意味での給付を

ポイントを絞ってやることが重要ですから、あ

まりいいお答えになっていないんですけれど

も、そこに何か一つの可能性があるんじゃない

か。 

司会 本当は、マイナンバーを使って給付付

き税額控除とかがすでに仕組みとしてあれば、

それを援用する形で、もっと機動的な給付金を
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配ることができるはずですよね。もともとそう

いう仕組みさえつくっておけば。 

どうもありがとうございました。 

 

文責・日本記者クラブ 
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１.パンデミックのインパクト

-1-

（図表1-1）わが国の感染状況の推移 （図表1-2）感染状況と経済水準のイメージ

　　感染抑止注力局面 感染抑止と経済再開の両立局面（withコロナ）

【感染防止策】

活動制限 　　　活動制限漸進的解除/感染防止業務手順/感染防止物資確保

【緊急的救済措置】

資金繰り支援、雇用維持支援、所得補償

【過渡的自立支援】

官民ファンド+経営支援、シｪアリング型一時就労

　　　　構造対策先取り施策

【構造対策】

　　　有識者による中長期ビジョン策定 構造対策順次実施

経済活動水準
新規感染者数

感染抑止注力局面
復興局面（afterコロナ）

重症者数

治療法の確立

ワクチンの開発

・普及

（１）感染拡大についての見通し
・昨年4月の緊急事態宣言による行動制限が奏功し、感染拡大「第１波」には歯止めが掛かり医療崩壊を回避。
・夏場の「第２波」では感染確認者数の増加の割には重症者数が抑制。しかし、昨秋以降の「第３波」では陽性
者が急増し、重症数が第１波を大幅に上回って医療体制が追い付かない状況に。
・米英でワクチン投与が進んでいるが、有効期間や副作用など不透明な面も。多くの国民に投与されるには時間
がかかり、少なくとも向こう半年は感染抑止が必要な状況が続く見通し。
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（２）「９割５分経済」
・「緊急事態宣言」解除後も、経済活動水準は元には戻らず。中国経済の回復・耐久消費財の販売堅調で
製造業は回復方向が見込まれるものの、接触型の個人向けサービスの持ち直しには限界。結果として当面
「９割５分経済」（The Economist）」の状態が持続。
・ＧＤＰギャップが残存し、デフレ傾向が続く。

（図表1-3）わが国の生産関連指数 （図表1-4）販売価格・交易条件（日銀短観）
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（図表1-5）失業率・就業者数・労働力人口 （図表1-6）就業者数・就業率

（３）足元の雇用情勢
・緊急事態宣言発出下の2020年４月の失業率は低めにとどまるも、就業者数は激減。５月以降は就業者数が
持ち直すも、2020年３月水準を回復せず、足元で再び減少。
・非正規労働者、フリーランスなどで大幅に雇用が失われるも、2020年４月には多くが非労働力化。５月以
降に失業者として顕在化する動き。

(資料)総務省「労働力調査」
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（図表1-7）休業者数の推移

・企業の人員余剰感が一気に強まり、2020年4月には休業者がかつてない規模で発生。雇用調整助成金の効果も
あり、雇用維持が失業率の上昇を抑制。
・緊急事態宣言解除後、経済の持ち直しに伴って休業者は減少。ただし、感染再拡大で飲食・宿泊等では時短
営業が余儀なくされ、週14時間未満労働の「半失業」の状態の就業者が増加。
・求人がかつてないスピード収縮し、先行き不確実性が残るなか足許では落ち込んだまま。ミスマッチが雇用
改善の足枷になる可能性も。

（図表1-9）有効求人倍率・充足率の推移

ミスマッチ
拡大

（図表1-8）週14時間未満就業者割合
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（図表1-10）日銀短観・雇用人員判断ＤＩのバラツキ状況

・リーマンショック時と比べた今回の雇用情勢の違いは、当時は製造業が厳しかったのに対し、今回は非製造
業に厳しいこと。
・さらに、前回は全般的に雇用過剰となったのに対し、今回は人手不足の分野も多く、飲食・宿泊など特定産
業に人員余剰感が集中して発生している。
・11月には失業率や有効求人倍率が改善したものの、昨秋月以降の感染第３波により、飲食・宿泊や中小製造
業などで雇用調整圧力が強まる恐れがあり、雇用情勢はボトムをつけたとはいえず。12月は横ばい。
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－６－

（４）今後の雇用情勢
・「９割５部経済」のもとで労働分配率が高止まれば、今後一段の失業率の高まりの公算。
・とりわけ、緊急事態宣言の再発出により、飲食・宿泊などの個人向けサービス業で再び雇用調整が行われる恐
れ。コスト削減のしわ寄せが中小などバーゲニングパワーの弱い分野に及ぶことを懸念。

【シミュレーションの前提】
＜鉱工業生産指数＞2022/1-3にコロナ前を回復するペースで増加。
＜第３次産業活動指数＞2021/1-3に2020/4-6の半分のペースで落ち込み、その後は
2021/10-12に2020/10-12水準（第3波前)を回復するペースで増加。

＜就業者数＞部分調整型の雇用調整関数（生産・活動指数、相対賃金、前期の就業者
数が説明変数）に上記生産・活動指数を当てはめてシミュレーション。

＜完全失業率＞ 労働力人口が就業者数との過去の連動性を勘案して変動することを
想定して算定。

（図表1-11）失業率のシミュレーション
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－７－

（５）広がる賃金削減の動き
・足元、賃金の前年比マイナス傾向が強まる。
・リーマンショック時の国際比較を行うと、わが国は大幅な賃金削減を行う点で際立つ。半面、近年希望退
職が増えてきているとはいえ、人員削減は抑制的で失業率の上昇は限定的。「雇用を守って賃金を削る」の
が特徴。

（図表1-12）一般労働者の名目賃金(前年同期比）の推移

▲ 5.0

▲ 4.5

▲ 4.0

▲ 3.5

▲ 3.0

▲ 2.5

▲ 2.0

▲ 1.5

▲ 1.0

▲ 0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

所定内給与

現金給与総額

(%)

(資料)厚生労働省｢毎月勤労統計調査｣
(注)2020/10-12は10-11月値。18年以降、1月時点で発生する断層を調整。

(年/期)

（図表1-13）賃金・雇用動向の国際比較
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（１）雇用調整助成金の運営上の問題と制度の限界

・今回、政府は早い段階から雇用調整助成金の特例措置を導入し、積極活用。

・もっとも、同様の制度（操業短縮手当）のあるドイツに比べ、対応が遅い。背景には、書類の多さやデジタル
化の遅れ。事前規制か事後規制かの考え方の違いも。

－８－

（図表2-1）雇用維持施策の日独比較

２．雇用維持政策の課題

雇用調整助成金のより大きな問題は制度そのものに（雇
用調整助成金に対する過度な依存が問題）。

・限界➀ 救えない人が多い…すでに大量の非正規労働
者の失職が発生。フリーランスは対象外。

当局は非正規等への大幅拡充※を行っているものの、
現実には多くが失職。

※特例措置として、新規学卒者など、継続して雇用された期間が６
か月未満の労働者や雇用保険被保険者でない労働者も対象。

※中小企業の労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができな
かった労働者（雇用保険被保険者でない者も含む）に対し、「新型
コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を支給。

・限界② 中長期的な問題…事業構造・産業構造を古い
ままに存置してしまう。→企業や経済の成長力が低
下→低賃金や将来的な失業に
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(図表2-2）雇用調整助成金の構造問題
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（２）「第２の雇用保険」整備の必要性
・ドイツなどを参考に、長期失業者や自営業者を救済するセーフティネットが不十分な点を見直すべき。
・わが国の求職者支援制度は職業訓練をセットとしている点は理想的だが、対称が狭くならざるを得ず、職業
訓練と分離した制度も必要（ただし、ドイツではかつて失業扶助が長期失業を助長したという反省を踏まえる
べき）。
・求職活動を前提に雇用保険非対象者に対する、国費による生活支援給付を制度化する必要があるのではない
か。同時に、雇用保険の対象範囲拡充や、委託者に一部負担を求めるフリーランスのための所得補償保険創設
も検討課題。

（図表2-3）失業給付受給者数の日独比較

-９-

【第２の失業保険について】

・ドイツでは、2002年に始まったシュレーダー政権下の
労働市場改革（ハルツ改革）において、旧来の「失業
手当」と「失業扶助」「社会扶助」が「失業給付Ⅰ」「失
業給付Ⅱ」に再編。「失業給付Ⅰ」は労使折半の保険
料を基本に旧来の「失業手当」に相当する制度で、
「失業給付Ⅱ」は旧来の「失業扶助（失業手当受給期
間終了後の給付）」と「社会扶助」の一部（稼得能力を
有する者）を統合して創設（労働政策研究・研修機構
（2014）「失業保険制度の国際比較」第3章 ドイツ、調
査シリーズNo143）。
・わが国では、リーマンショックを経て「求職者支援制
度」が創設。雇用保険を受給できない求職者に対し、
訓練を受講する機会を確保するとともに、一定の場合
には、訓練期間中に給付金を支給し、ハローワークが
中心となってきめ細かな就職支援を行うことにより、そ
の早期の就職を支援（厚生労働省ホームページ）。
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（３）就業支援・能力開発の重要性
・雇用のセーフティーネットの充実は、支援対象者が「良質な雇用」に就くことに効果があるものとしなけれ
ばならない。
→具体的には北欧諸国とりわけスウェーデンの内容が参考に。弱者救済よりも敗者復活を主眼としており、失
職者を職場に戻すとともに賃金を高めるための就労支援と能力開発が主軸。
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（図表2-4）主要国の雇用政策費 （対GDP比、2012-17年平均）
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（図表2-5）スウェーデンでの主な労働市場政策の参加割合



（図表3-1）第3次産業の分野別活動状況（前年同月比増減率）
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３.拡大する雇用のミスマッチ

（資料）経済産業省「第3次産業活動指数」

（１）分野別にばらつき
・大きな雇用喪失リスクの一方、分野別には大きなバラツキがあることを見逃せず。
・医療分野での人手不足が深刻なほか、宅配や小売（食品スーパー、ドラッグストア）の現場では労働需要は底
堅い。情報サービス分野が伸びているほか、外国人労働者の受け入れがストップした農業・漁業で人手不足。

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

第３次産業総合 ▲ 1.1 ▲ 5.4 ▲ 13.5 ▲ 17.4 ▲ 8.3 ▲ 8.9 ▲ 8.5 ▲ 8.6 ▲ 1.4 ▲ 3.7

　電気・ガス・熱供給・水道業 1.0 ▲ 1.5 ▲ 3.0 ▲ 8.1 ▲ 3.0 ▲ 5.8 0.6 ▲ 2.4 ▲ 1.7 ▲ 0.6

　情報通信業 ▲ 0.4 1.0 0.2 ▲ 7.8 ▲ 4.4 ▲ 2.8 ▲ 6.0 ▲ 7.2 ▲ 1.3 ▲ 2.0

　　通信業 ▲ 0.4 0.1 ▲ 2.1 ▲ 5.1 ▲ 1.4 0.9 ▲ 1.6 ▲ 4.1 ▲ 0.4 ▲ 3.4

　　放送業 ▲ 4.5 ▲ 8.3 ▲ 14.1 ▲ 16.3 ▲ 17.2 ▲ 14.0 ▲ 9.9 ▲ 9.7 ▲ 2.8 ▲ 1.0

　　情報サービス業 1.5 4.0 11.7 ▲ 6.6 ▲ 1.7 ▲ 0.8 ▲ 7.6 ▲ 8.9 ▲ 1.6 ▲ 1.4

　　　ソフトウェア業 2.2 3.2 22.2 ▲ 5.3 ▲ 0.7 2.1 ▲ 3.8 ▲ 8.6 ▲ 3.3 ▲ 1.2

　　　　受注ソフトウェア 0.0 ▲ 3.7 ▲ 2.4 ▲ 8.9 ▲ 6.2 ▲ 6.2 ▲ 5.8 ▲ 11.2 ▲ 2.8 ▲ 1.6

　　　　ソフトウェアプロダクト 9.6 33.5 86.8 6.3 20.2 24.7 1.7 1.1 ▲ 4.4 ▲ 0.2

　　　　　ゲームソフト 12.4 86.1 177.6 16.1 28.3 42.9 6.4 10.2 ▲ 10.1 ▲ 2.5

　　　　　ソフトウェアプロダクト（除くゲームソフト） 7.3 11.1 39.0 ▲ 1.0 16.0 9.4 ▲ 3.1 ▲ 6.1 4.3 2.8

　　　情報処理・提供サービス業 0.3 5.5 0.1 ▲ 8.3 ▲ 3.3 ▲ 4.6 ▲ 12.6 ▲ 9.5 0.8 ▲ 1.4

　　インターネット附随サービス業 2.4 1.1 1.3 2.2 5.7 9.2 6.5 2.9 13.0 15.5

　　映像・音声・文字情報制作業 ▲ 5.7 ▲ 9.4 ▲ 18.8 ▲ 19.7 ▲ 21.7 ▲ 18.1 ▲ 16.4 ▲ 10.6 ▲ 7.3 ▲ 6.7

　運輸業，郵便業 ▲ 2.0 ▲ 8.5 ▲ 20.0 ▲ 26.0 ▲ 14.8 ▲ 16.1 ▲ 15.4 ▲ 13.6 ▲ 8.0 ▲ 11.4

　　　　宅配貨物運送業 2.9 5.4 10.6 14.3 17.7 8.2 12.4 5.8 12.3 10.5

　　郵便業（信書便事業を含む） ▲ 0.5 ▲ 7.6 ▲ 13.7 ▲ 9.4 ▲ 1.3 ▲ 10.4 ▲ 11.7 ▲ 8.1 ▲ 3.4 ▲ 9.4

　　旅客運送業 ▲ 2.6 ▲ 24.2 ▲ 46.2 ▲ 53.4 ▲ 36.2 ▲ 32.4 ▲ 33.5 ▲ 32.2 ▲ 23.4 ▲ 23.3

　　貨物運送業 ▲ 2.5 0.0 ▲ 2.6 ▲ 8.5 ▲ 1.8 ▲ 6.9 ▲ 3.5 ▲ 3.3 0.4 ▲ 5.2

　卸売業 ▲ 6.4 ▲ 6.1 ▲ 13.9 ▲ 21.5 ▲ 14.2 ▲ 14.5 ▲ 14.7 ▲ 13.5 ▲ 2.0 ▲ 4.9

　金融業，保険業 ▲ 0.9 2.3 0.6 ▲ 10.3 4.0 0.4 0.1 1.1 4.0 5.4

　物品賃貸業（自動車賃貸業を含む） 2.1 0.5 ▲ 1.9 ▲ 4.5 ▲ 2.5 ▲ 3.4 ▲ 3.7 ▲ 4.0 ▲ 2.3 ▲ 2.4

　事業者向け関連サービス ▲ 2.0 ▲ 2.1 ▲ 5.2 ▲ 11.2 ▲ 5.9 ▲ 7.9 ▲ 6.2 ▲ 7.4 ▲ 2.7 ▲ 3.8

品目名称
2020年 　小売業 0.2 ▲ 5.5 ▲ 14.7 ▲ 12.7 ▲ 1.7 ▲ 4.2 ▲ 3.4 ▲ 10.6 7.0 1.9

　　各種商品小売業 ▲ 5.9 ▲ 21.1 ▲ 43.3 ▲ 35.7 ▲ 11.6 ▲ 12.9 ▲ 13.2 ▲ 24.9 ▲ 0.4 ▲ 9.3

　　織物・衣服・身の回り品小売業 ▲ 5.2 ▲ 24.3 ▲ 54.8 ▲ 36.0 ▲ 8.0 ▲ 20.5 ▲ 19.0 ▲ 25.7 ▲ 4.9 ▲ 7.9

　　飲食料品小売業 2.8 1.5 1.2 3.0 4.4 2.7 2.5 2.7 5.6 3.5

　　自動車小売業 ▲ 3.1 ▲ 3.4 ▲ 25.1 ▲ 36.4 ▲ 18.5 ▲ 17.5 ▲ 15.5 ▲ 17.6 16.2 3.1

　　機械器具小売業 1.6 ▲ 7.7 ▲ 13.6 ▲ 6.1 13.2 3.6 0.9 ▲ 26.7 26.5 24.9

　　燃料小売業 ▲ 1.7 ▲ 7.1 ▲ 15.2 ▲ 16.7 ▲ 4.2 ▲ 4.3 ▲ 1.1 ▲ 3.6 8.5 ▲ 1.8

　　その他の小売業（別掲を除く住関連） 2.8 ▲ 2.6 ▲ 5.8 ▲ 6.1 1.7 1.0 0.7 ▲ 8.5 6.5 2.5

　　　医薬品・化粧品小売業 8.3 0.5 1.5 ▲ 5.1 1.4 ▲ 0.4 0.4 ▲ 8.2 3.5 ▲ 0.5

　　　その他小売業 ▲ 1.5 ▲ 4.9 ▲ 11.1 ▲ 6.7 1.9 2.1 0.9 ▲ 8.7 9.0 4.9

　不動産業 0.2 ▲ 1.2 ▲ 6.4 ▲ 4.2 ▲ 0.8 ▲ 0.6 2.6 0.1 3.0 1.4

　医療，福祉 1.9 ▲ 2.2 ▲ 9.3 ▲ 12.1 ▲ 3.4 ▲ 4.9 ▲ 3.2 ▲ 0.7 2.0 ▲ 3.3

　生活娯楽関連サービス ▲ 2.0 ▲ 27.9 ▲ 51.6 ▲ 48.9 ▲ 32.8 ▲ 27.7 ▲ 27.9 ▲ 24.3 ▲ 13.6 ▲ 15.0

　　宿泊業 ▲ 6.7 ▲ 49.3 ▲ 79.4 ▲ 83.7 ▲ 65.9 ▲ 53.2 ▲ 54.6 ▲ 39.9 ▲ 27.3 ▲ 20.9

　　飲食店，飲食サービス業 ▲ 0.6 ▲ 26.1 ▲ 58.2 ▲ 52.6 ▲ 30.6 ▲ 25.7 ▲ 28.1 ▲ 23.2 ▲ 14.5 ▲ 18.4

　　　　食堂，レストラン，専門店 0.2 ▲ 24.1 ▲ 61.9 ▲ 52.1 ▲ 28.8 ▲ 24.6 ▲ 26.6 ▲ 21.3 ▲ 10.4 ▲ 12.4

　　　　パブレストラン，居酒屋 ▲ 7.3 ▲ 44.2 ▲ 91.5 ▲ 90.1 ▲ 60.6 ▲ 53.3 ▲ 59.4 ▲ 49.3 ▲ 36.6 ▲ 43.1

　　　　喫茶店 ▲ 3.0 ▲ 25.8 ▲ 72.8 ▲ 67.2 ▲ 38.5 ▲ 34.0 ▲ 32.7 ▲ 28.1 ▲ 21.4 ▲ 24.9

　　　　ファーストフード店 9.3 ▲ 7.2 ▲ 15.9 ▲ 9.4 ▲ 12.0 ▲ 3.9 ▲ 3.7 ▲ 4.8 0.6 0.5

　　　飲食サービス業 0.3 ▲ 21.5 ▲ 25.7 ▲ 29.7 ▲ 14.2 ▲ 9.3 ▲ 12.5 ▲ 13.1 ▲ 10.2 ▲ 11.5

　　洗濯・理容・美容・浴場業 ▲ 3.5 ▲ 26.1 ▲ 47.0 ▲ 29.5 ▲ 22.6 ▲ 23.7 ▲ 22.7 ▲ 21.1 ▲ 4.4 ▲ 10.8

　　その他の生活関連サービス業 ▲ 8.5 ▲ 38.3 ▲ 61.0 ▲ 65.5 ▲ 60.6 ▲ 51.6 ▲ 41.5 ▲ 43.6 ▲ 27.7 ▲ 22.3

　　　旅行業 ▲ 15.8 ▲ 69.6 ▲ 94.9 ▲ 97.3 ▲ 91.4 ▲ 84.8 ▲ 79.7 ▲ 69.5 ▲ 48.4 ▲ 37.2

　　　冠婚葬祭業 2.5 ▲ 16.0 ▲ 33.3 ▲ 39.3 ▲ 37.5 ▲ 27.3 ▲ 16.4 ▲ 26.8 ▲ 13.3 ▲ 16.6

　　娯楽業 1.0 ▲ 33.0 ▲ 57.4 ▲ 59.4 ▲ 35.0 ▲ 27.4 ▲ 26.4 ▲ 25.7 ▲ 14.0 ▲ 13.4

　　学習支援業 ▲ 1.6 ▲ 4.5 ▲ 8.6 ▲ 8.9 ▲ 7.5 ▲ 8.8 ▲ 7.5 ▲ 6.7 ▲ 5.8 ▲ 6.1



オンライン販売の拡大 リアル店舗の機能転換

宅配の増加 物流施設の高度化

リモートワークの普及 オフィス立地の変化 業務デジタル化の進展

デジタル決済

住宅立地の変化 公共交通網の変化 産業大再編 顧客デジタル情報活用

インバウンド・アウトバウンドの減少 国内重視の観光 企業再編 業界を跨ぐ連携・再編

安心・安全・衛生の価値向上 「生活安全保障財」の自給率引き上げ 従業員シェアリング

労働移動円滑化

製造現場の省力化・無人化 ロボット需要の増大

WEB外注の増加 gig economyの進展

（２）経済社会変化の加速
・パンデミックは経済社会構造転換を加速する面。いわゆる「ニューノーマル」をもたらすことに。
・事業オンライン化・業務デジタル化がその主要なトレンドの一つ。ただし、重要なのは、リアルを単に代替
するのではなく新しい補完関係を創造すること。
・結果として、ビジネスモデル転換・事業再編が加速。それに伴い、雇用構造も変化し、働き手に求められる
スキルも変化。

（図表3-2）「コロナ後」に向けて予想される経済社会構造の変化
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保安の職業 6.83 ▲ 0.28 76,853

農林漁業の職業 1.24 ▲ 0.20 17,058

生産工程の職業 223,762

　生産設備制御・監視の職業 （金属） 0.83 ▲ 0.26 2,278

　生産設備制御・監視の職業 （金属除く） 1.59 ▲ 0.13 5,061

　生産設備制御・監視の職業（機械組立） 0.56 ▲ 0.19 1,759

　金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断の職業 1.93 ▲ 0.51 47,456

　製品製造・加工処理の職業 （金属除く） 1.40 ▲ 0.34 78,031

　機械組立の職業 0.48 ▲ 0.14 23,847

　機械整備・修理の職業 3.72 ▲ 0.12 34,216

　製品検査の職業 （金属） 1.01 ▲ 0.35 3,529

　製品検査の職業 （金属除く） 1.58 ▲ 0.48 6,489

　機械検査の職業 0.84 ▲ 0.32 4,706

　生産関連・生産類似の職業 0.78 ▲ 0.21 16,391

輸送・機械運転の職業 137,566

　鉄道運転の職業 0.62 0.02 93

　自動車運転の職業 2.19 ▲ 0.82 111,352

　船舶・航空機運転の職業 0.36 ▲ 0.52 92

　その他の輸送の職業 0.55 ▲ 0.39 6,806

　定置・建設機械運転の職業 1.73 ▲ 0.21 19,223

建設・採掘の職業 111,617

　建設躯体工事の職業 8.95 0.00 20,340

　建設の職業 4.39 ▲ 0.15 30,285

　電気工事の職業 3.60 0.13 19,397

　土木の職業 6.31 0.78 41,313

　採掘の職業 4.54 ▲ 1.33 282

運搬・清掃・包装等の職業 226,026

　運搬の職業 1.04 ▲ 0.46 64,641

　清掃の職業 1.48 ▲ 0.54 90,961

　包装の職業 1.89 ▲ 0.60 8,944

　その他の運搬・清掃・包装等の職業 0.25 ▲ 0.06 61,480

(倍 ポイント、人）

12月 2→12月
有効求人数

（2019年度）

管理的職業 1.20 ▲ 0.55 10,066

専門的・技術的職業 484,585

　開発技術者 1.43 ▲ 0.56 16,480

　製造技術者 0.54 ▲ 0.07 10,065

　建築・土木・測量技術者 5.51 ▲ 0.37 58,808

　情報処理・通信技術者 1.23 ▲ 0.81 49,612

　その他の技術者 1.82 ▲ 0.29 2,489

　医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 2.05 ▲ 1.36 13,983

　保健師、助産師、看護師 2.11 ▲ 0.31 99,782

　医療技術者 2.78 ▲ 0.50 39,784

　その他の保健医療の職業 1.62 ▲ 0.59 25,563

　社会福祉の専門的職業 3.14 ▲ 0.38 122,395

　美術家、デザイナー、写真家、映像撮影者 0.23 ▲ 0.18 7,769

　その他の専門的職業 0.85 ▲ 0.37 37,856

事務的職業 230,798

　一般事務の職業 0.27 ▲ 0.18 156,705

　会計事務の職業 0.56 ▲ 0.27 19,762

　生産関連事務の職業 1.28 ▲ 0.69 19,346

　営業・販売関連事務の職業 0.66 ▲ 0.33 23,278

　外勤事務の職業 3.42 ▲ 1.24 1,175

　運輸・郵便事務の職業 1.87 ▲ 2.06 6,333

　事務用機器操作の職業 0.34 ▲ 0.23 4,198

販売の職業 271,439

　商品販売の職業 1.47 ▲ 1.07 181,141

　販売類似の職業 1.86 ▲ 0.97 5,527

　営業の職業 1.59 ▲ 0.35 84,771

サービスの職業 605,384

　家庭生活支援サービスの職業 3.72 ▲ 0.59 2,354

　介護サービスの職業 3.99 ▲ 0.31 228,097

　保健医療サービスの職業 2.90 ▲ 0.51 30,842

　生活衛生サービスの職業 3.14 ▲ 1.23 43,103

　飲食物調理の職業 1.88 ▲ 1.29 146,386

　接客・給仕の職業 1.96 ▲ 1.85 115,972

　居住施設・ビル等の管理の職業 0.94 ▲ 0.25 11,239

　その他のサービスの職業 1.45 ▲ 0.85 27,391

（３）アフターコロナの雇用の受け皿
・「食・農」「建設」「ケア」「整備・保守」の現場労働力は構造的に不足。デジタル技術やロボティクスを
フル活用して、人と機械の協業型業務プロセスを創造し、高生産性・高賃金の未来型職業に転換。
・コロナ禍を奇貨として、産官学連携で立ち上げ実現に向けた取り組みを開始すべき。

-13-

（図表3-3）職業別にみた有効求人倍率の動向

（資料）厚生労働省「一般職業紹介状況」
（注）黄色で塗りつぶした職種は8月の水準が1を上回り、かつ、２→12
月の変化が▲0.5ポイントを上回るもの。
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【シナリオ１】

競争制限・保護的政策 雇用維持・賃金抑制スタンス

プラットフォーム企業の寡占状況が進展

　　　　ゾンビ企業の増加 イノベーションの停滞 ギグエコノミーの進行　　　　

低価格商品・サービスの蔓延　　　　　低収入フリーランスの増加

デフレ経済進行

【シナリオ２】

　　競争促進政策 雇用転換・賃金増加スタンス

プラットフォーム企業の寡占状況の抑止

イノベーションの活発化 高品質・高価格・高賃金企業の増加

多様な商品・サービスの登場 平均賃金の上昇

デフレ経済脱却
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（１）アフター・コロナに向けての内需成長
・国境を跨ぐ人の交流が鈍化し、貿易のグローバル化は鈍化。サプライチェーン寸断への対応として各国で生産
の国内回帰の動きも。加えて、コロナ後もしばらくは債務返済のために各国の成長率が鈍化。結果として、外需
に期待できず、内需主導成長が必要に。
・人口減少下での内需成長には量より質の成長を追求せざるを得ず、「高品質・高価格・高賃金経営」が追求さ
れる必要。しかし、現状の競争政策・労働市場構造を前提とすれば、一部の寡占企業と多くの赤字・低収益企業
が併存する「長期停滞型デフレ経済」に陥る恐れ。

（図表4-1）主要先進国の物価・賃金の推移
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（図表4-2）２つのシナリオ

４.賃上げを梃子とした内需成長の道



（２）北欧に学ぶ雇用・賃金政策
・海外に目を転じると、北部欧州で高品質・高価格・高賃金でありながら高失業や雇用二極化の問題を抑制。
・業務のオンライン化が広がれば、サイバー空間におけるデジタル革新加速による産業大融合が進む。それに
より、新産業への労働力移動・スキル転換が必要に。
・こうした変化を見据えて、労働への適正分配を行いつつ、失業を回避しながらスキル転換・労働力移動をど
れだけ円滑にできるかが「北部欧州型」実現の鍵であり、「コロナ危機後」経済の成長力を決める。

－15－
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(図表4-4）雇用分配率（雇用者報酬/ＧＤＰ）の推移
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（図表4-3）主要先進国の生産性水準・失業率・ジニ係数

収益性 賃金 雇用

北部欧州型 高生産性（高収益性） 高賃金 高雇用

南部欧州型 高生産性（高収益性） 高賃金 高失業

米英型 高生産性（高収益性） 高賃金 変動

日本型 低生産性（低収益性） 低賃金 低失業



・アフター・コロナを見据えた場合、ウイズコロナ期における事業構造転換・労働力再配置が重要。
・過去20年間で、主要先進国で生産性上昇率の高かったのは米国およびスウェーデンで、両国はＩＴバブル
崩壊後やリーマンショック後など、景気後退期に産業・雇用構造が大きく変わった点に共通点。

（図表4-5）労働生産性の推移
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（図表4-6）リリアン指数(労働投入量ベース）の推移



・失業なき雇用の流動性を進める点で、スウェーデンの職業訓練・再就職支援策にヒント。そのポイントは、
労使協調・産官学連携による現場ニーズに即した企画・運営が行われていること。
・もっとも、労働市場が未整備なわが国では、日本流の失業なき流動化の方策を模索することも重要。
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人員整理に
経営者団体 関する協約 労働組合

Confederation of PTK
Swedish Industry

設　　立
　　　　加 人件費の0.3％ 　再就職支援 　 加

の拠出金 非営利再就職支援機関 　収入補填
TRR(Trygghetsrådet)

　　　　盟 　 盟

加盟企業 従業員
人員整理

　　　（出所）TRRホームページなどをもとに筆者作成。

（図表4-7）スウェーデンの非営利再就職支援機関（Trygghetsradet）

【わが国への適用のポイント】
●産業界の積極的な関与が絶対条件。

①プログラム策定
②第一線の教師の派遣
③企業での実地訓練

●有能なプログラムコーディネーターが成功の鍵。

（図表4-8）スウェーデンの高度職業教育制度（Yrkeshögskolan）

◆企業に対して即戦力となる有能な人材を提供する制度
として構想。職業安定庁および労使の委員が加わる決定
機関が、労働市場の分析に基づいて教育訓練の量と内容
を決定。
◆具体的な教育サービスを提供できるのは、大学や自治
体のほか民間の教育サービス事業者など、広く参入を促
す。
◆提出した教育訓練計画が認められれば、担当行政機関
のもとでプログラムを提供。プログラムの内容としては、
実地教育が重視され、約25％の時間を占める。実地教育
を受け入れる企業との密接な連携が求められ、受講生の
声を反映させる仕組みも整備。

(資料)両角道代（2012）、Myndigheten för yrkeshögskolan
日本（産業雇用安定ｾ ﾀ ） スウェーデン（TRR)

マッチング数(件) 9,417 11,058

就業者数(万人) 6,733 510

（2019年度） （2018年）

年齢構成(%)

39歳以下 12 21

40-49歳 19 33

50-59歳 38 38

60歳以上 30 8

(資料)産業雇用安定センターホームページ。ＴＲＲ資料。

69

5431

46



（３）日本型労働移動のスキーム
＜シェアリング型一時就労（人材シェア）＞
・コロナ危機下で「シェアリング型一時就労（人材シェア）」が広がっていることに着目。人手過剰産業・企業
から人手不足産業・企業に人材を「レンタル」する仕組みで、苦境にある産業・企業が事業再開に備えて人材を
確保しつつ、雇用維持の枠組みを保持することで仕事の無くなった人々の生活不安を軽減。
・在籍出向や人材派遣、副業の仕組みを企業・企業グループの枠を超えて推進することで、当面の雇用確保のみ
ならず、アフターコロナに向けた事業融合・事業創造のきっかけとするとともに、事業構造転換につながる「失
業なき雇用流動化」につなげる発想が可能。
・政府も出向元・出向先に助成して在籍出向を支援（「産業雇用安定助成金(仮称）」）。元の事業所に戻ること
が前提だが、一定の要件で転職時にも適用する方策にすべき。

（図表4-10）わが国企業の在籍出向制度の状況

大幅な事業縮小を 人手不足が続く分野

余儀なくされた分野

≪　就労形態　≫

(例）飲食店 出　向 (例）宅配デリバリー

　　宿泊施設 派　遣 　　食品スーパー

　　スポーツジム 副　業 　　ドラッグストア

　　娯楽施設 農　業

　　タクシー 防護製品製造

　 航空業

【政策支援】

求人・求職情報の共通プラットフォーム

形態ごとの使用者責任などルールの指針

「助成金」によるインセンティブ
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（図表4-9）「シェアリング型一時就労」の仕組み

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1000人以上 100-999人 30-99人

在籍出向制度のある企業
親会社
子会社
関連会社
取引先会社
その他

出向先企業

との関係

(%)

(資料)厚生労働省「就労条件総合調査（2001年）」



＜大都市-地方連携・好循環の形成＞
・グローバル化のスローダウンが成長抑制要因になることは不可避ながら、その状況を逆手に取って「戦略的輸
入代替」により内需開拓を追求することが重要。①医療・衛生・食糧・中核部品など「生活安全保障財」の自給
率引き上げ、②アウトバウンドの国内観光転換、③環境産業の育成などがそのきっかけに。
・生活安全保障財の生産拠点、アウトバウンドの国内観光転換、環境産業の育成の受け皿は地方。テレワークを
積極的に活用して大都市人材の地方活躍を推進し、地方と大都市とのリンケージを強めることで、地方に「高品
質・高価格・高賃金経営」企業が増えれば、日本全体としての内需主導成長の可能性が開けることに。

（図表4-11）インバウンド・アウトバウンドの推移
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（図表4-12）都市部人材のテレワーク等を梃子にした
大都市-地方連携・好循環のイメージ
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チームで

経営管理支援
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(%)

（年）
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（図表5-2）人事評価制度の変化

（１）新たな人事・評価制度改革の潮流
・2021年春闘では、賃金引き上げモメンタムの重要性への認識は、少なくとも表立っては政労使で共通して
いるものの、厳しい経済環境を背景に、これまでに比べて各方面で慎重姿勢。

・産業界では「ジョブ型」を目指す新たな人事・報酬制度の潮流が強まる。経団連「2020年経労委」報告で
は「ジョブ型」管理導入を提起したほか、ベアに偏らない「総合的な処遇改善」の発想の必要性を指摘。
2021年も基本路線を踏襲。

・日立製作所、ＫＤＤＩ、富士通など「ジョブ型」雇用管理導入の動き。
⇒2021春闘は「官製春闘」が名実ともに終焉を迎え、コロナ禍が賃上げの逆風となるなか、経済好循環に

つながる新たな成果配分の在り方をどう創造するかが大きな課題。

・経営環境の変化に適応すべく、各企業において、良好な労使関係を
ベースに徹底した議論を重ねていくことを通じて、メンバーシップ型
のメリットを活かしながら、適切な形でジョブ型を組み合わせた「自
社型」雇用システムを確立することが求められている。
・生産性向上による収益拡大を社員へ還元する「賃金引上げ」と、働
き手の職場環境の整備や能力開発に資する「総合的な処遇改善」を車
の両輪として位置づけ、多様な選択肢の中から自社に適した方法・施
策を検討・実施していくことが重要である。
・いわゆる「春闘」が主導してきた業種横並びによる集団的賃金交渉
は、実態に合わなくなっている。（中略）個々人の処遇の違いが明確
化していくにつれ、全社員を対象として一律的な賃金要求は適さなく
なってきている。

（図表5-1）2020年版「経営労働政策特別委員会報告」
(経労委報告)

５．経済好循環・再建への雇用・賃金改革
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層

「ジョブ型雇用」の導入にあたって留意すべきは２点。
➀現状、わが国企業の競争力の源泉は「品質力」にあり、それを生みだす土壌である「就社型」を

破棄することは得策ではない。
②ジョブ型雇用を機能させるには、現状わが国では不十分なＯＪＴに依存しない人材育成の仕組み

や転職・再就職を円滑化するための仕組みの整備が必要。
以上を踏まえれば、「就社型」と「ジョブ型」のハイブリッドを目指すべき。

5.2

5.4

5.6

5.8

6.0

6.2

6.4

日本 米国 ドイツ スウェーデン

イノベーション能力

サプライヤーの品質

（資料）World Economic Forum"The Global Competitiveness Report 

2015–2016” The Global Competitiveness Index in detail 

(図表5-3）競争力要素の国際比較 (図表5-4）人材ポートフォリオの在り方
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＜成果主義の教訓＞
・90年代末以降、「成果主義」の呼び名で脱年功型人事制度導入の動きが広がる。エレクトロニクスなどグ
ローバル企業中心に導入の動き。
・人件費適正化には貢献したものの、人材育成、チームワークにはマイナス。付加価値創造にはつながらず。
・「賃金制度（処遇制度）」を「評価制度」の付属物と考えたことに問題の根源。賃金制度は雇用制度と一体
で成立。米国の職務給は人材を外部から調達する「Buy」型雇用制度とセットであり、日本の職能給は人材を内
部育成する「Make」型雇用制度と一体。
・人材マネジメントは｢採用｣｢育成｣｢評価｣｢配置｣の一連の流れからなっており、｢評価｣を変えようとすれば、
｢採用｣｢育成｣｢配置｣の仕組み、つまり転職・再就職市場や企業外の育成システムを整備する必要。「ジョブ型
制度」導入ではこの点を十分考慮に入れ、雇用システム全般を見直す必要。

(図表5-6）就社型とジョブ型の仕組みの違い業績主義・成果主義賃金が職場のモラールに及ぼす影響

　部下や後輩を育てよう -0.174 ***
　一人ひとりの能力を活かそう 0.11727
　ゆとりをもって仕事をしている -0.00367
　職場の業績や成果をあげよう -0.03573
　社員同士が競いあっている -0.04763
　仲間と協力して仕事をしようとする -0.183 ***
　一人ひとりが自由に意見を言える -0.101 **

（資料）守島基博「成果主義の浸透が職場に与える影響」（「日本労
働研究雑誌」1999年２月）
（注）表の数値は、職場のモラールの推計モデルにおける業績主
義・成果主義賃金制度の導入の係数。**はＰ値で、**は5％、***は
1％水準で有意であることを示す。

(図表5-5）成果主義が職場に及ぼす影響
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就社型 ジョブ型

採　用
新卒採用が基本。潜在力を重視、社風
に合うか。

欠員補充が基本。職務経験を重視。

育　成
ＯＪＴが基本、社内研修は階層研修が
基本。近年は選抜研修。

教育機関との連携、インターン、有期
雇用での実務経験。職業コミュニ
ティーでの交流。

評　価 社内資格による評価が基本。
業界・職種横断資格による評価を基
本。

配　置
社内異動、グループ内異動。職種転換
頻繁。

転職・再就職。同一職種内多い。

基本原理 Make Buy



（図表5-7）今後の報酬制度の考え方

・「革新力」強化のためには成果主義の強化は必要な一方、「品質力」維持には「底上げ」も不可欠。革新力
と品質力の両立を目指す「新型ベースアップ」を創出すべき。
・「同一労働同一賃金」導入、「高齢者雇用推進」など働き方改革が求められるなか、過去30年をいま改めて
振り返り、環境変化を踏まえたうえで新たな人材戦略を構築するなかで「ベアも成果主義も」を目指すべき。
・「新型ベースアップ」の在り方を含め、2021年春季労使交渉では「ポスト官製春闘」の新たな成果配分のあ
り方の創造へ一歩踏み出すべき。

◆新型ベースアップは、原理的に「物価上昇対応分」と「生産性向
上対応分」に分けて配分することが望ましい。ハイブリッド・シス
テムとの関わりで言えば、職業人生前半期には基本給は職能給とし
てほぼ横並びでベアを実施、後半期には職務・役割給として物価上
昇対応分は横並び、それ以外は生産性向上への貢献度に応じて差を
つけるというのが基本的な考え方。
◆ここで生産性向上対応分は会社・部署・個人の三層で考える必要。
事業企画や営業など個人別成果が明確なホワイトカラーは個人別を
基本とする一方、ブルーカラーの仕事やチームで行う仕事は会社や
部署全体での成果といえ、結果として生産性向上分の多くが横並び
配分になるのが合理的。
◆ベースアップだけではなく、優秀人材への重点配分も必要。ハイ
ポジションでは処遇がアジア企業に劣る状況にあり、ＡＩなど先端
デジタル分野の技術者が象徴的だが、グローバル競争が激化して世
界的な人材獲得競争が激しさを増すなか、優秀人材への思い切った
処遇が必要。基本給は職務・役割給としてグローバル水準に設定す
るとともに、賞与のウェイトを高めて、成果を上げた人材には十分
に処遇すべき。
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◆2021春闘の歴史的な位置づけ…「官製春闘」をきっかけに生まれた賃
上げのモメンタムを、ポスト・コロナ時代に向けて持続するか否かを占
う正念場の年。それは単にベアが継続できるかという意味ではなく、90
年代終わりに既に機能不全に陥っていた従来方式を抜本的に見直して、
新たな形で春闘を再構築する動きが出てくるか。ポイントは、パイ拡大
と成果配分の議論を一体化して、①時代が要請する産業構造転換を促進
する、個別企業の枠を超えた産業全体・社会全体での雇用安定化の仕組
みを整備するとともに、②新しい成果配分の在り方を創造すること。
◆複数年目標
不透明感の強い2021年春闘で、一気に転換するのは非現実的。年１回

の春闘の習慣は堅持しつつ、賃上げを数年（例えば３年）単位で決める
方式に転換すべき。そのうえで、例えば目標賃上げ率を年平均２％とす
る一方、年１％・三年間で３％の上昇をボトムラインとして設定し、ボ
トルラインについては達成できなければロールオーバーしていくという
決まりを設定すべき。
◆政労使会議の再開
ナショナルセンターレベルで以上で合意し、2021年秋以降、様々な環

境整備のための議論を政府を巻き込んで行うべき。

（図表5-8）2021年春季労使交渉の課題
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（２）ポスト「働き方改革」へ
＜無限定な働き方の見直し＞
・コロナ危機下に導入が進められたテレワークを、“上手く行かないため止める”のではなく、“どうすれば
上手く行くか”という発想から、職務編成の見直しやコミュニケーション強化に取り組むべき。テレワークの
生産性向上のカギとなる主体的な働き方を促す観点から、労働時間管理の在り方の一段の見直し（健康管理措
置・人材育成強化等とセットでの裁量労働制・高度プロフェッショナル制度の拡充）も進める必要。
・ギグワークの拡大で可能性が広がっている兼業・副業について、その功罪を改めて整理したうえで能力開
発・オープンイノベーションにつながる推進の仕方を構築すべき。
⇒様々な面で限界が来ている日本的な「無限定な働き方」の相対化を進め、公平・公正なルールのもとで労働
者の働き方の選択肢を広げる環境整備を進める必要。

（図表5-9）自宅での勤務で効率が上がったか
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（図表5-10）OECD主要国のテレワーク導入率
と専門職比率の関係
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＜「エッセンシャルワーカー」の再認識＞
・コロナ危機では、医療・看護職のみならず、スーパー販売員・宅配配達員など現場の「エッセンシャルワー
カー」の不可欠性が再認識される。
・これらエッセンシャルワークの多くは、感染リスクなど負荷・負担が大きいにもかかわらず、低い処遇。
・非正規労働の人も多く、改めて「同一労働同一賃金」の必要性を再認識させた形であり、その取り組み強化
の必要性。
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(図表5-11）雇用形態・職種別の感染不安と収入変化 (図表5-12）雇用形態による待遇差の是正への取り組み状況
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(図表5-13）労働力の属性変化
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漸進シナリオの年齢階層別数字を使用。
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＜「働き方改革」第２ステージへ＞
・コロナ危機が促す社会経済構造の変化は、政府「働き方改革」が目指す方向性と整合的。その本質は、現役
男性世代が減少するなか、女性・シニアなど多様な属性の人材活用が求められるなか、生活上の制約のもとで
も能力が発揮できる環境整備を行うこと。
・一方でこれまでの取り組みには限界も露呈。２つの目玉施策（「労働時間規制」「同一労働同一賃金」）に
ついては、①企業の労働力活用時間の制約から労働者の自主的・合理的労働時間決定へ、②正規・非正規の格
差是正から属性に関わらない公平処遇へ、進化させる必要。

1)同一労働同一賃金など
非正規雇用の処遇改善

2)賃金引上げと労働生産性向上
3)罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間

労働の是正
4）柔軟な働き方がしやすい環境整備
5）女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境
6）病気の治療と仕事の両立
7）子育て・介護等と仕事の両立、障害者の就労
8）雇用吸収力、付加価値の高い産業への転職・再就

職支援
9）誰にでもチャンスのある教育環境の整備

10）高齢者の就業促進
11）外国人材の受け入れ

（図表5-14）働き方改革実行計画（2017.3）の概要



【まとめ】
◆コロナ危機は、非正規労働者・フリーランスの失職・労働時間激減を通じてセーフティーネットの不
十分さを露呈。「第２の雇用保険」整備の必要性を示唆。

◆コロナ危機は、その収束後まで見据えれば、ニューノーマルに適応した新たな事業構造の構築と、量
より質の成長ができる体制を築くことを労使に求めている。それは、「高品質・高価格・高賃金経営」
が追求される必要性を意味し、端的には賃上げのできる事業構造転換を目指す必要。

◆当面は給与カット、雇用調整助成金を活用した休業手当等による雇用維持を優先するにしても、コロ
ナ後には事業環境が大きく変わることを見据え、配置転換・出向・副業を前向きに活用し、事業構造転
換に備えるべき。そのための人材投資も行い、将来的な収益拡大と持続的賃上げの同時実現を、企業・
従業員の共通目標として設定することが重要。

◆在籍出向や人材派遣などの「人材シェアリング」を、既存産業の枠を超えて進めることで、当面の雇
用確保のみならず、アフターコロナに向けた事業融合・事業創造のきっかけとするとともに日本型の
「失業なき雇用流動化」の在り方を創造すべき。

◆コロナ危機はテレワークの導入やエッセンシャルワーカーの再認識を通じ、「働き方改革」をさらに
進めることを要請。より具体的には、①労働者による自主的・合理的労働時間決定が可能となる環境整
備、②正規・非正規の格差是正を超えた属性に関わらない公平処遇の実現、に取り組む必要。
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