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はじめに

1990年代中盤以降、 日本企業では特に大企業において、ホワイ トカラー労働

者を対象 とした成果主義労務管理制度の導入が労務管理制度改革運動の中心的な

方法 としてもてはやされた。各種の調査でも極めて多 くの企業が成果主義労務管

理への移行の意欲を示 し、労務管理専門誌は先端的な事例紹介であふれたと言っ

てよい。成果主義労務管理の導入は、高い成果を上げた労働者 と成果の上がらな

かった労働者の賃金差を広げ、労働者にとってはより競争的な環境への移行を意

味すると考えられた。

成果主義労務管理制度 と同様に導入の必要が叫ばれたのが裁量労働制であっ

た。裁量労働制は労働時間法制のうち、1987年 の労働基準法改定で新たに作 ら

れた「みなし労働時間制度」で、仕事を進めるにあた り比較的自己裁量の多いと

考えられる職種や職務につ く労働者を、通常の労働時間管理外におくことのでき

る制度である。この制度は限られた専門業務を対象にした当初の裁量労働制から、

昨今議論されているホワイ トカラー・エグゼンプションヘとその姿を変えつつも、

一貫 して労働時間法制改革の大きな柱であり続けている。

この二つの改革の流れは深 く交わ りながら、1990年代以降の労務管理制度の

変化を特徴づけてきたと考えられる。成果主義労務管理制度の導入ブームが一段

落 し、改革がどのようなインパクトを持ったのかについては、実際に成果主義賃

金制度が賃金差を広げたのか、成果主義にはどのような種類があるのか、 という

問いとして検証する作業が始まっている (Shibata 2002、 石田 2006、 立道・守島

2006、 中村 2006な ど)。 しか し、裁量労働制 と成果主義労務管理制度の導入が
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どのようにかかわり、また、これらの改革が職場の統制をどのように変えている

かについては、まだ十分な議論があるとは言えない。本稿は、こうした改革が実

行される複雑な社会的交渉過程をふまえ、職場の統制がどのように変質 しつつあ

るのか、明らかにする一助 となることを目的とする。

1ロ アプローチ

(1)歴史的 0社会的構築物としての「成果主義」

成果主義は能力主義の一形態である。能力主義 とは、それがどのような形であ

れ、労働者個人の能力を評価することにより、賃金・昇進決定を競争的に行 うす

べての制度を言 う。それゆえこの時期盛んに喧伝された「成果主義」も、過去の

制度 と照らし合わせた場合に、より「成果」に軸足を移 していると考えられる能

力主義的労務管理制度の一つであるに過ぎない。こうした新 しい制度やそれがも

たらす職場の統制 とは、これまでの制度の特性に強 く影響されながらも、利害を

有するすべての主体が、「能力」の定義やそれに基づきその都度新 しく企画する

労務管理の制度設計について、利用可能な資源 と関連づけ、そして争った末に実

現される社会的構築物である。冒頭、「成果主義労務管理制度の導入」を1990年

代中盤以降に現われた「労務管理制度改革運動の中心的な方法」であつたと表現

したのは、それが労務管理制度における能力主義の変遷史、特に高度成長期から

断続するその拡大をめぐる最も最近の集中的な社会的交渉過程であったことを強

調するためである。

職場統制を社会的交渉の視点から考察するというアイデイア自体は新 しいもの

ではない。河西によって整理されているように、かつては労働経済学や産業社会

学への対抗的な視点 として設定されたし、現在も「支配・受容・変革」への着目と

して労働研究の主要な枠組みとなっている (河西 2001)。 この視点は、特にいわ

ゆる正社員の企業への人格的従属の実態を明らかにしてきたが、社会的交渉がど

のような要素について行われているのかについて、それほど多 くの関心を払つて

きたとは言えない。そこで本稿では、職場の統制を雇用関係の主な構成要素 とそ

れらの相互連関についての、様々なレベルでの社会交渉の産物 として考察する視

点を提示する。新 しい統制関係がそれまでとどのように異なるのか判断するため
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には、この交渉の歴史的軌跡を、利害を有する主体間の権力関係 とともに整理 し、

新たに生起する現実の過去からの乖離の特徴を考察することが必要 となる。

(2)エフォー ト・バーゲン

雇用関係には、契約・移動・統制 (時間)の 三つの構成要素がある。産業社会は

雇用契約を中心的な社会関係 とし、異なる種類の契約に対 し異なる社会空間内の

移動パターン。職場の統制関係 (時間の編成)についての社会的了解を作 り出し

ている。この構成要素の一つ一つが交渉の対象であると同時に、その交渉はその

他の要素の動向と無関係ではない (Imai 2006)。 すなわち統制 (時間)を理解す

るためには、契約 と移動の側面を勘案する必要がある。またこの交渉にはいくつ

かのレベルがあり、具体的には社会 0組織・職場の三つの交渉 レベルを設定する

ことができる。このような、複数の要素についての様:々 なレベルの交渉の総体を

エフォー ト。バーゲンL呼び、それを通 じて構築される、職場で発揮されるべき

労働者の努力の強度や方向性についての一般的な理解が成立 している状態を、エ

フォー ト・バーゲンの均衡状態 と呼ぶ。

雇用関係の諸要素、社会的交渉の諸 レベルについて、より細か く確認 してお

くことが必要だろう。統制の側面が「時間」と併記されているのは、産業社会ヘ

の移行がそもそも労働者を工場で何時間働かせるか という統制の問題 として始

まった事情から、二つの関連が極めて根本的なものであることを示すためである

(Thompson 1993メ :こ の側面は、指示・評価・規律 といった活動からなり(Edwards

1979)、 それぞれ、指示・命令関係の確立、望ましい成果の定義の提示、それら

に示される権威関係や価値体系の内面化を通じて、労働者の努力を一定の方向に

向けて発揮させる。これらの統制の方法 と文化は、常に調整・交渉の圧力にさら

されているが、その際に契約や移動の側面 とのかかわりを無視することはできな

い。努力の程度は契約期間や賃金 といった契約条件や、配置・昇進の見通 しといっ

た移動の条件に見合 うものとなる。発揮される努力の程度 とその他側面 とのバラ

ンスは、相互に関連 し特徴的な公平観を構築 しながら推移する複雑な交渉過程 と

なっている。

社会レベルの交渉はナショナルセンター 0ク ラスの労使関係に代表され、諸労
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働法制が企業・労働組合・労働者個人に、最 も根本的な行動枠組みを提示する。

組織 レベルも労使関係がこの交渉を代表 し、労務管理の具体的施策などに反映さ

れる。そして職場のレベルでは、日々の労働を行 う中で統制の文化が (再)生産・

調整されている。これまでの研究は社会・組織 レベルでは労使関係論 として (小

池 1977、 兵藤 1997な ど)、 もう一方で労働過程論に基づ く職場レベルの実地調

査が大きな成果を上げてきた (吉 田 1993、 大野 1997, 1998な ど)。 しかし本稿

では、これらのレベルがそれぞれパラレルに展開し、時に相互に関連を持ちなが

ら、全体 としてエフォー ト0バーゲンの社会的交渉を構成 している点を強調する。

エフォー ト・バーゲンの実態は、こうした諸側面 0諸 レベルヘの広が りに注視す

ることによって、具体的・動態的に把握することが可能になる。

(3)「象徴的努力」:日本的経営におけるエフォー ト・バーゲンの均衡

ホワイ トカラー労働者の統制に対する成果主義労務管理制度 と裁量労働制の影

響を考察するにあたり、成果主義以前の統制 と、それに対する労働時間規制の役

割を確認 しておくことが重要である。日本企業における職場の統制 と労働時間規

制の関係については、重要な例外を除き (森岡 1995や Smith 1988)、 それほど多

くの議論があるわけではない。 しかし、職場の統制についてのこれまでの知見は、

比較的緩やかな労働時間規制 と労務管理における経営権の確立に伴って、特徴あ

る統制や労働時間慣行が形成されてきたことを示 している。以下に、契約・移動

の傾J面 とのかかわりに触れながら、概観する。

日本企業においてホワイ トカラー正社員は、職務記述に基づかずに採用され、

長期の雇用保障を前提に良き組織メンバー となることが期待されてきた (Dore

1997)。 賃金制度もライフステージにあわせて必要な生活費が保障されるように

設計され、春闘の制度化により年ごと成長の再配分を受けてきた。こうした長期

雇用やライフステージ調整給の制度化 と引き換えに、労務管理の分野には強力な

経営権が確立されていつた (熊沢 1997、 Gordon 1993)。 それゆえ、配属 0配置換

え・転勤は経営側によって決定されたし、昇給・昇進昇格を決定する人事評価制

度も経営権の下で運営された。この傾向は、オイルショックや円高不況を通じて、

より徹底されたと言つてよい。出向0転籍は人減らしの合意を深めていつたし(稲
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上 2003)、 職能資格給の成立は、労務管理制度内に徐々に競争の要素を広げる試

みであった (熊沢 1997)。

こうした労務管理制度の発展は、独特の能力観に基づ く職場の統制を作 り出し

た。 この独特の能力について、熊沢は、新たな環境変化や組織の必要によって

与えられた職務に速やかに適応する能カーーいわゆる「フレキシブルな能力」(熊

沢 1997)一一が強 く求められているとしたし、Gordonは、経営側の利害に自分

の利害を従属させる態度――「コーポレー ト・シティズンシッチ](Gordon 1985)

一―を持つことこそが良き組織メンバーの条件であると主張 した。このような能

力観ゆえに、人事評価制度も職務記述には基づかず、労働者の組織人 としての「潜

在能力」や、特に「態度」といった主観的要素に強調点を置 く制度 として発展 し

た (熊沢 1998〔 1989〕 、遠藤 1999)。

長時間労働を厭わない姿勢が、労働者 としての高い意欲・好ましい態度を示す

指標 と考えられている可能性については、これまでも多 く指摘されてきた (森岡

1995、 熊沢 1998〔 1989〕 など)。 この関連について Otaは 、比較的主観的で長期

の選別にかかわる人事評価のプレッシャーが、労働者を自分がグループの一部 と

して適応 しており、その上でグループの優れたメンバーであることを示す必要に

追 られていると論 じている。特に彼は、労働者は組織に対する献身を証明する努

力に駆 り立てられており、それが長時間労働 として示される傾向を指摘 した (Ota

1995メ :こ こに示された労働者の意味世界は、森岡 (1995)な どに紹介されている、

「同僚 との付き合いが大事だ」「勤務評価に影響する」「上司が残っていると帰 りづ

らい」(森岡 1995:181)か ら職場に残ろうとする労働者の意識 と適合的である。

長時間労働を厭わないことを高 く評価する意味世界において長時間労働は、実際

の仕事の多寡にかかわらず、望ましい労働者の態度を象徴する。それゆえ、この

ような努力のあり方 一― 当時の職場統制を反映した労働者の実践 ―一 を、Otaに

倣い「象徴的努力」(symbolic ettrt)と 呼ぶこととする。

「象徴的努力」とは、これまでのエフォー ト・バーゲンの均衡点を労働時間の側

面から見た姿である。比較的緩やかな労働時間規制が、こうした意味世界の成立

を後押 ししてきた。そもそも雇用労働分野における規制は、労務管理に関しては

労使 自治の原則を重視 したし、労働時間に関 しても、36協定は個別企業におけ
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る労使関係の実質的決定を認めている (Schwartz 1998,萬 井・脇田・伍賀 2001)。

コス トカットの手段 としての時間外労働カットという発想はこうした規制のあり

方に支えられているし、あまりにも長い労働時間や過労死が社会問題化 した場合

でも、労働省 (現厚生労働省)は企業に病気体暇などを取 り易い職場文化を作る

ように促す以上のことはしてこなかった (森岡 1995)。 「象徴的努力」はこうした

制度的環境下に成立したエフォー ト・バーゲンの一時的均衡であり、1990年代以

降の改革は、当然この均衡を変化の圧力の下にさらしている。

2.調査について

こうした変化を理解するには、社会・組織 0職場のレベルを縦断する視点が必

要であり、本稿のための調査もそれぞれのレベルで行われた。まず、裁量労働制

については主に企画業務型裁量労働制に着目し、設立された制度の性格を明らか

にするために政治過程の考察を行った。そのために、審議会 0国会の議事録やそ

の他公文書の収集のほか、審議会委員・規制改革委員会委員・国会議員・労働官

僚などあわせて9人に対 してインタビューを行った。

続 く成果主義労務管理制度の導入 と裁量労働制導入のかかわ りについての議論

は、大手電気機器メーカーC社の事例研究に基づ く。 C社における調査は、1995

年から1996年 に総合的な調番ゝ して、2002年 には労務管理制度の変化について

的を絞ったフォローアップ調査 Lし て行われた。最初の調査は労務管理制度を含

む組織の総合的調査で、経営者 0人事担当者・労働組合専従者ほか、以下で紹介

する一部署全員のインタビューや、組織戦略に関連する文書・人事評価票など多

くの資料を収集 した。2002年の調査では、労務管理制度の変遷、現在の問題点

などを明らかにするために、人事担当者・労働組合専従者・多数派組合への批判

派グループに対するインタビューを中心に、資料の収集を行った。

それゆえ本稿の議論には、特に事例研究を採用 した後半部分について、調査方

法に起因する限界があることを指摘 しておきたい。すなわち、結論 として示され

る趨勢がそのまま1990年代以降の変化を代表するものとはな りえない。採用 し

たケースは電気機器産業に属 している大企業であり、また詳細なインタビューな

どを行った労働者たちも、ほとんどが大卒以上の学歴を持つホワイ トカラー労働
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者であり、そのうちの半数はエンジエアであった。それゆえ、本稿の分析が目指

すものはあくまでも変化の方向性についての一つの事例の提示である:

3.裁量労働制 :賃金と労働時間の脱連結

現在裁量労働制には、現在専門業務型裁量労働制 と企画業務型裁量労働制の二

種類がある。最初の裁量労働制である専門業務型裁量労働制は、国際的な圧力に

さらされていた日本の長時間労働を短縮する目的で、1987年 の労働基準法改定

時に設立された。1987年の労働基準法改正では、週40時間労働への漸次的移行や、

変形労働時間制 0フ レックスタイム制 といった所定内労働時間の弾力的運用を可

能にする制度が設立された。それらと比べると、裁量労働制は賃金 と労働時間の

関係を脱連結 (de_coupling)す ることに制度の中心的特徴があり、性質が異なっ

ている。このような新 しい制度が必要 とされた背景には、仕事のあり方そのもの

の変化――すなわち技術発展 とサービス経済化により、通常の指揮命令系統にな

じまない裁量の必要な職種が増えた一一 という認識の高まりがあった。それゆえ

その対象も当初から研究開発 0編集報道・情報システム開発などに限定され、そ

の後の制度拡大 も、社会的に高度な資格 と認定される公認会計士 。弁護士・不動

産鑑定士などを指定するにとどまってきた。

(1)企画業務型裁量労働制の設立

バブル経済の崩壊 とそれに続 く低成長は、週 40時間制度への移行を重荷 と考

える経営者にとって、裁量労働制を新たな関心から捉え直すきっかけとなった。

なぜなら、労働者を長 く働かせることがより割高になるのであれば、同じ労働時

間の中でより多 くの努力を引き出す必要があるからだ。特に80年代中盤の円高

不況を主な契機 とし、製造業では多 くの生産拠点が海外に移転 しており、ブルー

カラーよりはホワイ トカラーの労務管理を見直す必要も出てきていた。経営者が

裁量労働制のホワイ トカラーヘの拡大を求め始めた背景には、このような認識の

広が りがあったと言ってよい。

日経連が 1995年 に発表 した『新時代の「日本的経営」』も、「企業が直面 してい

る問題は、一方で時間短縮、もう一方でグローバル経済下での競争の激化 といっ
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た中で、〔ホワイ トカラーの〕生産性の向上を図」(日 経連 1995:91)る ことであ

るとの認識を示 している。その上で、「ホワイ トカラーの業務は一般に個人の能

力差によって生産性格差が生 じている場合が多 く、成果が働 く時間に正比例」し

ないため、「労働時間短縮 と能力・成果志向とが相倹つてホワイ トカラーの処遇

は見直 しの度合いを強め」(日 経連 1995:91-92)て いると指摘する。そこで提案

されるのが、裁量労働制である。日経連は、ホワイ トカラーの仕事はなんであれ

意思決定や立案の要素を含んでいる一一時間管理になじまない一―ため、彼 らに

一定の裁量を与えることが必要になっているとし、1)本社などの企画・立案・調

査。分析の業務、2)顧客 との交渉 0折衝で独自の判断ができる営業、3)税務・法務 0

財務・投資業務等の専門的な知識を必要 とする業務、これらに携わるホワイ トカ

ラーには裁量労働制が適用できると主張した。

労働組合は、制度の拡大が労働者の権利を根本的に損なうとし、

・ 裁量労働制が単純にサービス労働を正当化 してしまう危険がある。適切な労

働時間管理なしには、過密労働から過労死に至る可能性を否定できない。

0すべての非標準的な仕事が裁量を含んでいるとの議論には賛同できない。裁

量労働制の適用範囲の基準 としてははなはだあいまいすぎる。

0日本の企業組織では、個人化され明確に定義された職務記述が存在するわ

けではなく、職務はグループ単位で行われている。そのような状況下では、

裁量労働制は例外的なケースにしか適用できない。

(連合 1995a)

との憂慮を表明している。さらに連合は、裁量労働制の拡大を求める経営者の真

の目的が人件費削減にあるのではないか とし、 (導入の理由がホワイ トカラーの

仕事の「増大する裁量」であるなら)「新 しい制度は単純に必要な く、現在あるフ

レックスタイム制度で十分対応できるはず」と主張 した (連合 1995a)。

労働省はホワイ トカラーの仕事の性質が変わ りつつあることを論拠 とし、ホワ

イ トカラー労働者への裁量労働制導入の地ならしをしてきた。労働省に設けられ

た裁量労働制に関する研究会は1995年 に答申を提出し、産業構造の変化 。労働過

ノθ2
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程の再編 0労働者の価値観の変化などの環境変化に対応 し、産業界に裁量労働制

の拡大に対する幅広い期待があることを指摘 している。そして、高度に専門的な

スキルや創造性を必要 とするホワイ トカラーについては裁量労働制が必要である

と提言 している (連合 1995b)。

このように政労使すべてがその意見を表明 していたものの、裁量労働制につ

いての議論は1997年 にいたるまで審議会における中心的な議題ではなかった。

1997年 以降の政治過程について、ここでは詳細を議論することは避けるが、こ

の間の政治過程は「政使 vs.労」(中村・三浦 2001)で あったと総括できる。伝統

的な審議会における政労使の三者による協議体制は、規制緩和委員会の登場に

よって変化を余儀なくされていた。規制緩和委員会に労働側代表はおらず、その

分労働の地盤は沈下 している (Imai 2004)。 これまでは審議会が自律的に行って

きたアジェンダ・セッティングを自ら行 うことができず、裁量労働制をめぐる議

論も規制緩和委員会の影響力によって議論が始まっている (Imai 2006)。 その結

果審議会では成案を得 られず、賛否両論が併記されたまま国会へ送 られており、

労働政策における国会での議論の重要性が増 したとの議論 もある (三浦 2001)。

裁量労働制の議論に関する限り、労働側にはもう一つ抵抗力を発揮できない要因

があった。それは労働内部の分裂であり、例えば自動車総連や電機連合は裁量労

働制の導入に関して必ずしも否定的であったわけではなく、むしろ肯定的であっ

た (鈴木 2000な が

'。

マスコミのキャンペーンや、参議院選挙での自民党の敗北

によって国会で多 くの付帯条件をつけることができたものの:労働側は結局当初

の目標であった新制度設立反対を実現することはできなかった。

こうして1998年 に設立されたのが企画業務型裁量労働制である。事業運営上

の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画・立案・調査及び分析を行

う労働者が対象 とされl具体的には新たに個々の企業で設立を義務づけられた労

使委員会で詳細な適用範囲を決めることとなった。対象労働者については「実際

の労働時間と関係なく、決議で定めた時間労働 したものとみなす」効果が発生す

ることとなる。

国会審議過程で導入反対派 (慎重派)が加えることができた制約や条件は、こ

の組織 レベルの意思決定にかかわる部分に多い。例えばこれまで存在 してきた労
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使協議会のような組織 とは別に、新 しく労使委員会を設立することが義務づけら

れたことなどである。この新 しい労使委員会では、裁量労働制の適用範囲、健康

対策、苦情処理、適用拒否者に対する不利益な取 り扱いの禁止、記録の保存 といっ

た重要案件について、全員一致の原則で決を採 らなければならないと定められた。

(2)企画業務型裁量労働制の利用とその理由

こうした規制が適用されたことによって、新 しい裁量労働制の利用はそれほど

急速には広がらなかった。労働省の調査によれば、導入翌年の2001年時点では、1,000

人以上の労働者の働 く企業で専門型裁量労働制を導入 している企業は5.6%、 新

しい企画業務型裁量労働制にいたってはほんの 0。 8%が使っているに過ぎなかっ

た (厚生労働省 2001)。 新 しい労使委員会設立の義務や、様々な要件を毎年この

労使委員会で全員一致の票決をしなければいけないといった条件が、重荷 となっ

た結果である。もう一つの調査によれば、この制度を使っている63の 企業のう

ち、極めて多 くの企業が「毎年の合意の必要」(82.5%)、 「個別労働者からの同意

の必要」(60.3%)、 「健康 と福祉に関する措置の必要」(60。 3%)、 「労使協議会に

おける全員一致」(58.7%)な どの項目に対する不満を表明している (厚生労働省

2002)。 経営者団体は、こうした数々の制約は取 り除 くべきであると主張 してい

る (経団連 2001、 日本経団連 2002,2003,2004)。

規制緩和委員会や審議会における経営側は、企画業務型裁量労働制の「使い勝

手の悪さ」を指摘 し、また「裁量労働制についての調査会」の提言もあり、2004

年には「労使委員会における投票要件の緩和 (全員一致から5分の4の賛成 )」 な

どを含む規制緩和が行われた。連合はこの時、これらの要求が規制緩和委員会の

提案を丸呑みしているに過ぎないとして反対の姿勢で臨んだが、連合はそれが不

成功に終わったことを認めている (連合 2002)。

この規制緩和を受け、2004年 4月 以降、い くつかの有名企業が制度の採用 。拡

大に動いた (日 本 IBMな ど)。 就業条件総合調査でも、2004年以降は導入実績に

堅調さが目立ってきている。2006年には、全産業ベースで9.5%が専門業務型裁

量労働制を、4。 3%が企画業務型裁量労働制を導入 しているし、製造業のみに絞

るとそれぞれ 17.9%と 5.6%と 伸びてきていることが分かる。裁量労働制の導入
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図 1 従業員 1,000人 以上の企業における裁量労働制の導入状況

出所)厚生労働省 2001-2006、 就業条件総合調査より作成。

は急拡大 というわけではないが、着実に増えていっている。また、現在議論が進

行 しているように、ホワイ トカラー・エグゼンプションの導入が視野に入 りつつ

ある。

それでは組織 レベルでこの裁量労働制は、 どのように受け止められているのだ

ろうか。実際の導入実績が振るわない時期にあっても、この制度の持つ特性に対

する経営者の期待は高かった。 これは、裁量労働制利用の煩雑さを避けながら

も、労働時間制度の濫用によってまで彼 らが裁量労働制 と同様の効果を実現 し

ていたことに表れている。 これはフレックス・タイム制度の利用によるもので、

多 くの電気機器メーカーーー NEC、 東芝、富士通、日立一―などが、その利用

によって労働時間 と賃金決定の関連を切 り離 していた。 これらの制度はNECで
バイクルワーク、富士通では SPIRITな どと呼ばれ、実際の労働時間にかかわら

ず、一般的に一月約 20時間相当の残業代を支払う仕組みになっていた (読売新聞

2000)。 このような制度は、「ニセ裁量労働制」とされ、厳 しく批判されることに

なる。これらのケースも、実際の労働時間があらかじめ設定された一定の時間外

よりも短ければ法律上は問題ない。しかし、現実にはほとんどのケースで時間外
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図2 裁量労働制を導入する理由

出所)厚生労働省 2002よ り作成。

の過少支払いとなっていたため、労働基準監督署の命令により、時間外の払い戻

しをする事態 となった (赤旗 2002)。

こうした事例にも見られるように、経営者が裁量労働制効果の利用によって時

間外手当を削減 しようとする意図が完全になかったとは言い難い。 しかし、『新

時代の「日本的経営」』にも主張されていたように、経営者が裁量労働制の導入

―一労働時間と賃金の関連の脱連結一―にこだわる大きな理由の一つが、成果主

義労務管理の導入にあったこともまた事実であったであろう。表 1は労働省によ

る調査をまとめ直 したものである。

この調査によれば、裁量労働制を導入する理由として、専門業務型で70%以上、

企画業務型で実に90%以上が「成果主義型人事労務管理の導入の一環 として」を

選び、成果主義 とのセット導入であると答えている。次いで多いのが「労働者の

創造的能力を高め、発揮を促すため」で (専門業務型では一番多い)、 これもそれ

ぞれ70%以上、または80%に せまる支持を集めている:同時に行われた企業へ

のヒアリング調査も、こうした統計の意味するところを、具体的な労務管理改革
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表 1 裁量労働制またはそれに類似する労働時間制度の使用例

企業名 (産業・

使用している

労働時間制度)

制度導入の理由 制度の適用範囲

A(印 刷・専
門業務型裁量
労働制)

従来の研究開発から脱皮した自由
で独創的な研究開発を支援する仕
組みとし、賃金決定について時間
の長さによるのではなく、成果主
義的視点を導入することにより、
創造的業務に相応しい就労環境を
整備するため。

主たる業務 として研究開発を行っている4等

級 (大卒4年 目 (26歳程度)相当)以上の基幹
職能の者であって、研究テーマを独力で設定
し、遂行できることが要件となる (年間研究

報告、研究計画書で判断)。 研究者の指示に

よって業務遂行する研究補助員、分析・試作・

事務の業務を行う者、幹部職能以上の者には

適用しない。……・必ずしも対象者全員を認定
しているわけではなく、同一年次であっても

能力面等の理由で適用されない者もいる。

B(電気機器・

専門業務型裁

量労働制 )

研究開発など創造的な業務に従事
する労働者に対 して、ふさわしい

環境 を提供 す るため。量か ら質
へ、仕事の評価の観点を転換する

ため。 これ らにより、研究開発部

門組織活性化のきっかけとするた

め。

新設の「高度専門職掌」(管理系列職掌職と分
離 して設けたもので、人事の複線化の一環
で (個別職掌名 町i〕 )に 格付けされる者全員。
……同職掌への格付けに当たつては、裁量労
働制の適用についてのみ個別同意を得るので
はなく、その他の労働条件を含め、同職掌に

格付けされることについての本人意志の確認
をしている。適用者の範囲の見直しについて
は、成果及び本人の業務遂行の状況等を判断
し、年 1回実施している。

珈

Ｃ

企

量

予

増大するホワイ トカラー比率、グ
ローバル化の中で、欧米企業、ア
ジア企業との開発競争上、ホワイ
トカラーの働き方は非常に重要な
役割を持ち、生産性の向上が必要
である。一方、従業員の側からも
処遇に関する疑間が出てきてお
り、社内で隔年実施しているオピ
ニオンサーベイ (社員の意識調査)

においても、「個人の評価制度を
改善して欲しい」「評価をオープン
にして欲 しい」「賃金、昇進等に
おいて処遇差をつけて欲しい」等
の意見が出ている。そこで、賃金
の尺度を時間から成果へとシフト
し、これに応じて働き方・働かせ

方を変えることを目的として、新
た|こ 「(個別制度名 町i〕 )(定額残業
制)」 を導入した。

主任クラス (お おむね入社8年 目くらい)、 約
7,000名 (従業員の24%く らい)が対象。適
用者は上司により確定する。適用に関して、
適用者本人の同意を取っている。労働組合に

対しては、 リストを通知している。
除外制度については、基本適用除外として、

休職の者、制度にそぐわない者、個別適用除
外として制度の趣旨に合わない業務等に従事
している者 (成果と労働時間の関連が高い業
務等に従事する者)が ある。時間外の超過申
請があまりに続くような実態になると、「(個

別制度名 u」 )」 から外れてもらっている。

D(製薬・企画
業務型裁量労
働制導入予定
企業)

評価は時間ではなく結果により行
われるという考えの浸透のため。
自主性を発揮させ、自主的創意工

夫による効率化の推進。

一つの事業部の非管理職全員 (全員が企画的
業務を行っている。単純業務は派遣労働者が
行っている)。

出所)労働省 1999。
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政策の中に見ることができる。ヒアリングを受けた企業の例には裁量労働制・擬

似裁量労働制の両方を含んでいるが、いずれにしてもこうした制度の導入につい

てのフォーマルな見解を知ることができる。

まず制度導入の理由については、すべての企業で成果主義労務管理への言及が

見 られる。「成果主義的視点を導入すること」(A社 )、
「量から質へ、仕事の評価

の観点を転換するため」(B社 )、
「賃金の尺度を時間から成果へ」(C社 )、

「評価

は時間ではなく結果により行われるという考えの浸透のため」(D社 )な ど、この

ポイントは各社において強調されている。 C社はより直哉に「賃金、昇進等にお

いて処遇差をつけて欲 しい」等の意見が労働者から出ていることを紹介 し、それ

に呼応するため、賃金の尺度を時間から成果へとシフトし、これに応 じて働き方・

働かせ方を変えることを目的として当制度を導入 していると述べている。また、

「創造的業務に相応 しい就労環境」(A社 )や「自主的創意工夫による効率化の推進」

(D社 )な ど、ホワイ トカラーの生産性や働き方に対する関心も、調査で示され

たように導入の大きな理由の一つとなっている。

今節では、裁量労働制が労働側の影響力がますます低下する中で設立され、経

営側が成果主義労務管理導入の資源 となることを期待 していることを確認 した。

次の節では主に組織そして職場レベルに焦点を当て、成果主義労務管理制度の導

入がどのように進められているのか、またその過程に裁量労働制がどのように関

わっているのかという問題について、労働省 ヒアリングにも登場 しているC社の

事例を用いて考察する。

4口 「成果」の新 しい定義へ :成果主義労務管理制度の導入

(1)「問題」としてのホワイ トカラー

C社は国内的にも国際的にも業界をリー ドする企業の一つである。1980年代

の後半までに「通信機器及びシステム」「コンピューター・産業用電子システム」

「エレク トロンデバイス」の二つの領域でビジネスを展開 してきた。 しかし1970

年代には既に、これらの製品の製造業者 としてのみならず、より付加価値の高い

コンサルティング業務の必要性を認識 していた。1977年には当時の社長によって、

コンピュータと通信機器の将来的な融合 という、業界全体の将来ビジョンを示す
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1997(年度末)

図3 C社におけるホワイトカラー 0ブルーカラー比率の変遷

出所)C社内部資料より。

スローガンを発表。1980年代には、商品やサービスの一層のカスタマイゼーショ

ンやユーザーフレンドリネスを強調 したスローガンに改訂 し、1990年代を通 じ

てこうしたビジョンを追及 しようとしていた。

1985年 以降の円高不況期を境に、 C社でも生産拠点の海外移転を進め、国内

の社員構成が大きく変わっていた。1985年 に35%を超えていたブルーカラー (技

能職)比率は1997年 には20%程度にまで下がっており、管理職 0事務職 0技術職

をあわせたホワイ トカラーが80%にせまっていた。

先の労働省 ヒアリングでも「増大するホワイ トカラー比率、グローバル化の中

で、 (中略)ホ ワイ トカラーの働き方は非常に重要」と答えていたように、戦略的

な方向性にあわせてホワイ トカラー労働者から必要な努力を引き出していくこと

が、 C社労務管理の最も重要な課題の一つになっていた。このような認識に基づ

き、C社では1990年 から順次経営革新運動 と名づけた労務管理体制の改革を行っ

てきた。その中心的な制度が、成果主義労務管理制度の導入である。この改革は、

C社の (多数派)労働組合が工場労働者の処遇については比較的明快な見解を持っ

ていたものの、ホワイ トカラーの処遇については、むしろ「これまでのぬるま湯

約 8割がホワイ トカラー

ノθ9
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的なものは適切でない」(労働組合専従者インタビュー)と する立場をとっていた

ことから、特に抵抗なく始められた。                   ″

(2)成果主義労務管理制度の導入 :成果責任の個人化

この労務管理制度の改革は、具体的には成果主義評価 。賃金制度と目標管理制

度 (MBO:Management By OtteCtiVes)の 導入であり、 C社 にとって 1964年 以来

の大規模な改革であった。それは年功よりも成果を重んじる評価に基づいて賃金

を支払おうとするもので、そのために労働者に対して明確に定義された組織目標

とそこから導き出される個人目標を示し、目標管理制度を通じて労働者を動機づ

けようとするものであった。

表2は、1988年 から2002年 までのC社における労務管理制度改革の流れをまと

めたものである。まず 1990年 、部門別業績賞与制度が、この年に行われた組織

再編と同時に導入されている。これは賞与の原資をそれぞれ利益に責任を持つ事

表2 C社における労務管理制度の変遷

年度 能力・成果主義/評価の公平・納得性     | セルフマネジメント

人材公募制度導入

フレックス勤務制度導入

部門別業績賞与制度
目標管理制度導入

職位体系の再構築
資格別賃金バンド管理

専門業務型裁量労働制 (研究職)

一一―― 新報酬管理制度 (管理職)一―――

管理職キャリア開発制度

昇格基準改定
主任月額給与制導入

課長候補者研修改定

――一Cス タイル (擬似企画業務型裁量労働制)(ス タッフ・営業)一
Cス タイル (全部門)

資格制度 0職位体系改定

コンピテンシーに基づ く新人事制度

2002
企画業務型裁量労働制

役割グレー ド給 (管理職 )

出所)C社内部資料から作成。
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業本部の業績に基づいて配分するもので、 C社における成果主義賃金制度導入の

嗜矢 と言える。事業部内での各部への配分の仕組みは以前 と変わらない。同時に

C社では、まったく新 しい目標管理制度を導入 している。この目標管理制度は人

事評価制度 と一体になっており、年に一度の上司との面接において双方向的なコ

ミュニケーションがなされるべきであるとの考えから作 られたものである。より

具体的には、1)上司とのコミュニケーションを促進すること (人事評価に対する

納得を高める)、 2)目 標管理制度を人事評価制度 と統合する (人事評価基準をよ

リオープンにする)、 3)目 標管理の徹底 (仕事に対するチヤレンジや成果主義に

よる自己開発への動機づけ)、 4)自 己評価の実施 (仕事をしながら人的資源を開

発すること)と いった目標を実現するものであった (C社内部文書 )。 人事評価票

も、こうした目的を達成するためのツールとして改定され、コミュニケーション

シー トと名づけられた。

その後成果主義賃金制度への改革は、1992年 の「資格別賃金バンド管理」の一

斉導入以降、上位職位にある者から順に強化 されていった。1993年 にはやはり

組織再編 と同時に、管理職を対象 とする「新報酬管理制度 (管理職 )」 が導入され

ている。この改革では、成果に対する責任の単位を、はじめて組織ではなく個人

としている。管理職以上の労働者の賃金は、勤続・年齢をベースとする基本年収

と:成果に応 じた部分の二つに分けられた。基本年収部分は中期から長期にわた

る総合的な人事評価の積み重ね (す なわち職能資格)に よって決定される。そし

て、成果部分は短期における成果の評価によって決められることとなった。1995

年には同様の趣旨の改定が、今度は対象が管理職から非管理職に広げられ、「主

任月額給与制」として導入されている。

(3)職場レベルの交渉の活性化

こうした成果責任の個人化は、職場 レベルの交渉を活性化 した。これは、 C社

における大規模な組織再編の際に、より明確に現れた。1996年 に調査を行った

F蔀
)(1995年

設立)は、システム・インテグレーションに対するコンサルティン
グとシステム構築・販売を手がける戦略部署で、システム・インテグレーターを

養成するために開発部門と販売部門から要員が集められた。C社はこの移動を、
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通常通 りの経営権を行使する形で実行 しているlすなわち、管理職 と一般社員の

間では移動に関する話 し合いは行われず、労働者たちになんらかの説明をする必

要があるとも認識 していなかった。仕事の内容について大幅な変更があるとの通

知が、移動の直前に該当する労働者になされたのみであった。直属の上司にイン

フォーマルな不満を伝えていた者たちも、予定の時期に F部へ移動 となった。そ

してこのことが成果主義の導入に対する、コンフリクトの一つの火種 となった。

F部創設後、多 くの不満が開発部門から移動 してきた労働者たちから聞かれた。

開発部門から移動 してきたエンジニアの全員 (19名 )が、システム・インテグレー

ターという新 しい職務の内容や、「販売部門で」「営業部員 として」成績が測 られ

ることに対 して不満を持っており、直属の課長はこれらの不満を承知 していた。

もっとも先にも見たとおり、こうした不満は部長 レベルでは考慮に値すると考え

られていなかった。ほとんどのケースはインフォーマルな領域における不満の表

明というレベルにとどまったが、ある若手労働者がこの不満を人事評価票上に表

明 している。 Y氏は2年 目の社員 (職能資格では最も下位の「担当者」)で、エン

ジニア部門からF部に移ってきた。彼はこの移動に不満があり、人事評価票の「異

動希望」欄に希望を出している。彼はシステム・インテグレーターという職務が

販売の要素を含んでいることに不満があり、エンジニアリング関係の部署に戻 し

て欲 しいと訴えていた。彼の書き込みには「F部のような販売部門でエンジニア

が正当に評価されるのか懸念がある」とあつた。

彼 自身は自分にシステム・インテグレーターの適性がないと評価票に記 してい

たが、上司たちは彼の知識は高 く評価 しており、その応用にも十分な能力がある

と考えられていた。彼が担当者 レベルであったことを考えれば、彼の評価は十分

であったと言える。それゆえ、Y氏の直属の上司は、部下の不適応に少々当惑 し

たようだ。Y氏の要求を認めることはできないので、彼は次善の策 としてY氏の

要望により近い部内の部署に移すことで問題を解決しようと考えていた。しかし、

労働者の移動にかかわる経営権への確信は強固で、Y氏直属の上司の葛藤にもか

かわらず、 F部部長はそのような必要はないと考えていた。 F部部長は人事評価

票に「オリエンテーションに問題がある。直属上司を通 じて指導を強化する必要

あり」と記 し、配属の従順な受け入れと、その要求を満たす努力をすべきである

ノゴ2
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という上司側の期待を矯正的制裁の可能性をも示唆しつつ示 している。

結局 Y氏は1年 にわたる抵抗の後、開発部門への移動こそならなかったが、直

属の上司が提案 したとおり同じ部内で別の職務を担 うことになった。このケース

は、Y氏が若 く、不満を公にすることを躊躇わなかったという意味では例外的で

ある。 しかし、その不満の原因と内容は、主任クラスの労働者がインタビューで

語った内容 とまったく変わらない。すなわち、労働者個人に対する成果責任の増

大 とそれに対する認識が、成果の評価基準 と職務割 り当ての適正さに対する懸念

を広げる結果になっているということである:

この交渉の活性化は、まず評価基準についてであり、職務割 り当ての適正さへ

と波及 している。評価基準については、数人の管理職員たちですら、こうした不

満に理解を示 している。彼 らは実際に部下の評価をする時には、販売目標などの

狭義の「成果」による成績差を控えめに見積もっていると言 う。そして現実に要

求されている「成果主義評価」については次のような意見を持っている。

実際に取ってきたオーダーの量だけでパフォーマンスを測るっていうのは難

しいですよね。特に僕のレベルではちょっと。なるべ くなら結果ではなくプロ

セスを重要視 したいと思っています。 (主任 )

数字だけをベースに単純に評価はできないですよ。結局のところ、われわれ

は日本風の評価 しかできないっていうことですよね。 (部長 )

われわれがインタビューした管理職員たちのうち、人事評価は純粋に成果のみ

によってなされなければならないと主張 したのは、人事評価システム構築の責任

者であった人事部の課長だけであった。ここでは詳述 しないが、実際の人事評価

票からは、被評価者が目標を達成できなかった場合ですら、管理職員たちが部下

のそこにいたる過程の努力に着目しようとしていることが容易に見て取れる。

また、移動の側面に関しても、成果責任の個人化 とともに職務割 り当ての適切

さを問う声が上がって くることに対 して、管理職員たちも無関心でいることは不

可能になりつつある。しかしこの側面に関しては、不満が開発部門から来たエン

ジニアに集中していたことに留意すべきであろう。彼 らのような、キャリアを自
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分で設計するこだわりのある労働者が多数を占めているというわけではないから

だ。労働組合専従者は我々 とのインタビューで、そのような意思を持つ「強い個

人」が多いわけではなく、「就社意識」からまだまだ受け身なキャリア観を持つ労

働者の方が多い懸念があるとの認識を示 していた。ここでは、成果をめぐる評価

のカテゴリーと基準に対する懸念が、移動の妥当性 と絡められて問題化 しつつあ

ることのみ確認 しておきたい。

(4)裁量労働制の実質的・象徴的役割

こうした成果主義労務管理制度の導入 と、それにともなう職場 レベルのエ

フォー ト・バーゲンの活性化は、裁量労働制の導入 とどのようにかかわっている

のだろうか。1990年 以降の C社における労務管理制度改革では、成果主義賃金

制度 と評価制度の導入 とほぼ同時に (擬似)裁量労働制の導入が進められている。

「部門別成果賞与制度」が導入された後に専門業務型裁量労働制が研究部門を対

象に、「主任月額給与制」の導入後にCス タイル (擬似企画業務型裁量労働制)が

導入されている。さらに言えば、後述するコンピテンシーに基づ く成果主義が導

入された後に、企画業務型裁量労働制が本格導入されている。 C社では (擬似 )

裁量労働制の意義を「労働時間 と労働価値の分離」(C社内部資料)と して捉えて

おり、その導入によって 1)ホ ワイ トカラー労働における成果中心主義への移行、

2)個人毎の自主管理 (セ ルフ・マネジメント)の定着、3)時間の有効活用 と創造

的な業務遂行の促進を達成することを目標 としている。

例えば1993年 の専門職型裁量労働制導入では、開発研究部門に従事する労働

者の賃金から労働時間の要素が消えることとなった。これらの部署ではその代わ

りに年間 2度の業績評定が人事評価 とは別に行われ、結果は年 2度のボーナスの

多寡に反映し、時間外手当は裁量労働手当となった:こ の変更によって、会社は

時間外手当が業績にかかわらず増加するリスクを避けることができ、賃金総額を

企業のその期の業績にリンクさせることにある程度成功 した。労働者に対 して

は、年 2回の業績評定に向けてより細かな目標を設定させ、その到達度合いが直

接ボーナスの多寡に影響することを理解させようとしている。裁量労働制の導入

は、こうした改革における「意識改革」において大きな意味を持っていると考え
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られている (人事部課長インタビュー)。

労働組合は「反対の声もあるが、全体 としては成果評価による格差をもっと広

げて欲 しいとの意見の方が強い」と指摘 し、また「C社はホワイ トカラーが8割

を超える会社。時間で成果を測 るや り方が本当に公平なのか、 という疑間は組

合員の中にも浸透 してきている」と続けるl実際 C社は裁量労働制 と成果主義の

セットを、主任以下の研究員や研究部門以外の事務部門の非管理職にも広げてい

くタイミングを計っており、主任職の賃金制度改革はその地ならしと位置づけて

いる (労務行政研究所 1997)。

それでは、裁量労働制導入時に繰 り返 し語 られる「時間ではな く成果で測る」

方向への転換 とは、具体的に労働者のレベルでどのような実践 と意識の変化を意

味しているのだろうか。雑誌に掲載された次のような例は、裁量労働制が現場で

持つ実質的・象徴的な意味を具体的に伝えている。

初めて成果加算給を含んだ賞与を受け取った時、 D主任は面接での手ごたえ

ほどに加算給が少なかったと感じた。説明を求めると、面接をした直属の上司

は「部内と研究所内の調整で点数が下がった」と答え、最終的なD主任の点数

を示 した。原因は「この期に入る前にほとんど完成 していたはずのシステムの

トラブル解決に手間取 り、日標に掲げていた新システムまで手が回らなかった

からだ。それでも、以前なら残業手当という一律の基準で、長時間労働が報わ

れていたはずである。」D主任は「裁量労働制なんかない方がいい」と感 じたが、

現在は目標 もはっきりし、達成度をめぐる上司とのすれ違いもほとんど解消し

たという。「評価の基準に加えて、面接のノウハウもつかめてきた…… (以下

略)。 」(寺山 1995)

新 しい労務管理制度の下これまでどおりに働いていたD主任が、裁量労働怖Jと

成果主義労務管理制度のもたらす変化に戸惑い、その後新たな適応を果たすス

トーリーとして読める事例である。これまでであれば少なくとも長時間労働によ

る時間外手当で報われてきた労働が報われず、その努力は上司とす りあわせた目

標・達成度 0評価基準に向けられるようになっている。裁量労働制の導入 とは、
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賃金決定を労働時間から脱連結する意味があるが、それは単に時間外労働 という

概念をなくすだけではなく、成果主義労務管理制度の導入をともなって、努力を

「成果」に向けて強 く方向づけをする意味があることが分かる。

1996年 から主任クラスの一部を対象に導入・拡大されたCス タイルーー擬似裁

量労働制―― も、こうした効果を研究開発部門以外に広げる目論見を持って導入

された。1998年 4月 の Cス タイル拡大によって、約 7000人の主任クラス労働者

ほぼ全員 (C社 における主任の90%)がその対象 となった:こ の仕組みでも通常

の労働時間管理は行われず、その代わりにCス タイル手当という、一定額の新た

な手当てが支払われる。ホワイ トカラーを対象にした裁量労働制 (企画業務型裁

量労働制)の施行は2000年であり、この当時裁量労働制をホワイ トカラー労働者

に適用することはできなかった。それゆえCス タイルは法的には「固定時間外労

働手当」で、管理者は通常の労働時間管理を怠ってはならず、固定の時間外以上

の時間外労働が発生 したときにはその分の支払いをしなければならない。結局、

先にも述べた通 りこの仕組みに対 してはサービス残業の正当化だとの批判が強ま

り、 C社も含めた大手電気機器メーカーは残業代の払い戻 しを命 じられることに

なる。 こうした経緯を経て、 C社は2002年、 Cス タイルを全面的に企画業務型

裁量労働制に移行することを決定 した。この導入の目的は、端的に「成果に対す

る意識を高めるのが狙い」であった (共同通信 2002)。 これによりC社全部門の

主任程度以上の労働者は、 D主任がそうであったように、その努力を上司とす り

あわせた目標・評価基準へとより強 く方向づけていくことになる。

(5)「成果」の新しい定義 :コ ンピテンシー・マネジメント

C社は全部門への裁量労働制導入に先立つ2000年、成果主義労務管理制度を

さらに改定 している。ここでは、研究者の労務管理制度改革 と同様に、半期ごと

の賞与に反映する業績評定 と昇格・昇給にかかわる人事評価部分が作 られた。業

績部分については研究開発部門ほど個別目標を明確に示せない職務が多 く、綿密

なMBOの重要性が高まり、詳細な目標設定による個別化が進んだ。より注目さ

れるのは人事評価部分で、いわゆるコンピテンシー・マネジメントを同社風にア

レンジした Cス タイル・マネジメントが導入された。 この Cス タイル・マネジメ
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ントは、ここまでの交渉の成 り行きを踏まえた新たな成果観を示 している。

これまで職場レベルにおいては、公には成果主義労務管理制度が導入されたと

はいえ、特に評価基準については管理職員にも一般の労働者の間にも揺れる態度

があったことを観察 してきた。そのような中で登場 したのがコンピテンシー・マ

ネジメントと呼ばれる評価制度で、1990年代後半以降多 くの企業で急速に妥当

性を獲得 しつつあった。コンピテンシー・マネジメントではそれぞれの部門にお

いて最もパフォーマンスの良かった労働者の細かな行動特性を列挙 し、それを同

部門で働 く労働者に対する評価の基準 としようというものである。この行動特性

のリス トをコンピテンシーと呼ぶ。 C社はこの仕組みの導入において最も先進的

な企業の一つであった。多 くの場合人事部が各部門長に対 して最も優秀だと考え

られる労働者についての聞き取 りを行い、さらにそれらの労働者にも、仕事に取

り組む準備 。ものの考え方 0ネ ットヮーキングといった仕事へのかかわ り・コミッ

トメントについて聞き取 りを行 う。人事部はこうした聞き取 り作業から、最も高

い成果を上げてきた労働者に共通する行動特性を抽出し、それらの行動特性を満

たすことをもって新たな「成果」としたのである。

C社はこのコンピテンシー・マネジメントを導入するにあたり、これを基礎コ

ンピテンシー (全社共通)と 応用コンピテンシー (部門別)の二重の仕組みとし

た。基礎コンピテンシーでは、企業倫理性・利益志向性・顧客志向性・自己管理・

同僚 とのかかわ り・挑戦志向性・コミットメントといった全社に共通する組織 目

標の達成に必要な七つの大項目が設けられ、それぞれについて「高い達成」がど

のような行動で表されていなければならないかが描写されている。応用コンピテ

ンシーは、その作成にあたって現場の役割がより大きく、その記述がより詳細で

ある。人事部は前述の作業により集めた情報をそれぞれの現場にいったん返 し、

期待される行動・必要な研修 。公的な資格・英語の能力 といった項 目に従って情

報を整理することを求めている。それぞれの部署では比較的下位の管理職員が集

まり、高い成果を上げている部下の行動特性についてまとめていった。表3の右

欄がその一部である。

この新 しい人事評価制度は極めて特徴的な性格を持っている。 この評価制度

は、評価の流れなど多 くの部分で旧システムを踏襲 しているが、労働者に対する
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1995年 2002年

問題提起力 情報収集
0社内外のネットワークを構築し、自身も価値ある情報を発信することで、情

報の中心地となり、情報が自然と集まってくるようになっている。
・ 各種情報メデイア及び人脈を通して、事業運営に必要な最新情報を、効率的

に入手している。
・ 客先との日常的会話と、自分の保有する市場動向情報・客先動向情報を結び

付ける事により、顧客のもつ漠然とした要望を具体化している。
O客先との雑談などの場において、本音で話せる人脈を維持活用し、拠点 u」

の拡大のために次に取り組むべきテーマのヒアリングを行っている。

問題設定
0従来の枠にとらわれない斬新的かつ創造的なソリューションテーマを設定

し、顧客のニーズに合わせた意味づけを行っている。

課題抽出・分析
・ 自分の経験・常識の範囲内で課題を設定するのではなく広い視野であるべき

姿から課題を設定している。
・ 競合他社の強み弱みを分析し、自社の強みを生かせる部分を見つけ出してい

る。
・ 新聞記事、マスコミデータ、先端技術情報等を自分なりに咀唱し、自分の言

葉で表現している。
・ トップの方針 (事業方針、中期計画等)を 理解した上で、何が課題であるか

を大局的見地から分析している。

企画・計画力 市場把握
・ 他者のビジネス戦略を把握して自社とのベンチマーキングを行い、競争力の

ある自社の販売戦略を立案している。
・ グローバルレベルで市場動向を把握し、販売戦略を打ち出している。

企画
0基調となる事業戦略に則つた形で、コンセプトを明確にしている。

・ 各種手段 (広報・情報発信・イベント・など)の タイミング0内容を予め決め

相乗効果を発揮するようにしている。
・ 顧客の視点に立って、分かりやすく訴求力のある企画を立案している。
・ プロモーションにおける法律 0規約面からの検討を行い遵守するとともに、

自製品の権利主張を行うための施策を立案している。

実行・折衝力 遂行
(省略)全部で6項 目

評価力 (省略)

出所)C社人事評価票より作成。
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表3 システム・インテグレーター用人事評価票比較 :1995年 と2002年 (主任 レベル)

期待を行動のレベルで、極めて詳細に規定 している点で特徴的である。表3に あ

るように、以前の評価票の同部分 と比較すると、相当する応用コンピテンシーの

評価項目の詳細さは一目瞭然である。以前は四つの評価項目について「努力して

いる」といつた主観的評価が書き込まれていたが (Imai 2006)、 現在は25を 超え

る項目に拡大され段階評価がなされる。これらの詳細な評価項目は、必要な行動
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特性が組織目標の項目別に分類されたものであり、MBOO上司とのコンサルテー

ションの一層の充実 という労使の合意を背景に、労働者の努力は組織目標 とそれ

を達成できるとされる行動特性に、より強 く方向づけられようとしていることが分
(32)

かる。

また「人事評価の手引き」は、被評価者は「自分が求められている行動を常に

行 うことができるか」という視点で自己評価をし、評価者は部下をポテンシャル

を持っているかどうかではなく、実際にそれができるかどうかで評価 しなければ

ならないと念を押 している (C社「人事評価の手引き」)。 新 しい評価項 目と評価

に当たっての注意点のいずれもが、労働者の具体的な行動に焦点を当てているこ

とは、新 しい「成果」観を示 していて興味深い。この「行動」への着目は、「成果」

を測るアイデイアの最も新 しい到達点であると言えるだろう。

C社は移動に関するルールも、制度の上では徐々に改革を進めてきた。改革の

方向性は「職務選択の自己責任化」である。 Cス タイル・マネジメントの導入 と

並行 して進めているのが社内における人材公募制度の拡大で、人事部課長によれ

ば「社内労働市場」を作るという思想で改革を進めているという]成果主義を十

全に機能させるためにはこうした制度が必要だとの考えで1こ れまでの交渉の過

程をふまえた動きとなっている。ただし、2002年時点ではそれほど活発な利用

はみられなかった。

5ロ ディスカッション :「象徴的努力」から新しい「成果」への漸次的転換

(1)制度的資源としての裁量労働制

裁量労働制の成立 とその導入は、エフォー ト・バーゲンにどのような意味を持っ

ていただろうか。まずその設立の経緯は、社会レベルにおける交渉における、労

働側の更なる地盤沈下を示 していた。規制緩和委員会の登場は、それまでの労働

行政において中心的な役割を担ってきた政労使による審議会の地位を低下させ、

その権力関係を「政使 vs労」と言いうるほどに傾けた。産業構造や国際競争にお

ける位置を背景にした、労働組合の産業間の意見の岨齢も無視できないが、ここ

ではこうした権力関係を背景に裁量労働制が成立し、徐々に拡大されてきた点を

確認 しておくことが重要である。この制度が経営側をどのように資するのか、 と
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いう観点から考察することが有効であることを示唆するからだ。

制度の実際の導入は、手続きの煩雑さからそれほど急激には伸びなかった。 し

かし、制度に対する関心は高 く、擬似裁量労働制の開発・導入などは、成果主義

労務管理 との併用による効果に対する期待が極めて高いことを示 している。経営

側にとって裁量労働制の最も重要な機能は、比較的専門性や経験のある労働者を

中心に、彼 らの賃金 と労働時間の関係を脱連結できることである。このことは、

「象徴的努力」が実際的にも象徴的にも報酬を保障しな くなる可能性を示 してい

る。まず、「象徴的努力」は必ずしも「時間外手当狙い」を意味する行為ではないが、

裁量労働制の被適用者になるということは、時間外手当という長時間労働に対す

る実際的報酬を受けられな くなることを意味する。そしてさらに重要なことは、

長時間労働 という「象徴的努力」の具体的な表現が、今後少なくともそれだけで

は高い評価のベースにはならないというメッセージを運んでいることである。長

時間労働が実際的な報酬に結びつかず、努力を意味する象徴性も薄れているとす

るならば、今後労働者の努力はどのように方向づけられるのだろうか。ここで裁

量労働制の導入は、成果主義労務管理制度の導入 と密接にかかわりあうことにな

る。

(2)成果主義労務管理制度と裁量労働制

まず C社では、生産拠点の海外移転や産業構造の転換によリホワイ トカラーの

働き方や生産性が問題 として浮上した。この事態に対応するために考え出された

のが成果主義労務管理制度であり、この制度改革の目的は成果責任を労働者一人

一人に与えることであった。この目的を達成するために、それぞれの責任を明確

にするための目標管理制度、日標に対する成果をより正確に測るための評価制度、

達成度の応 じて差をつけることのできる賃金制度が次々に設計導入された。

特に成果責任の個人化は、評価基準や職務割 り当ての適切さを問題化 し、エ

フォー ト・バーゲンを活性化させることになった。 F部の例では間われる成果の

内容や、そもそもの職務割 り当ての適切さについてフォーマル・インフォーマル

な異議申し立てが相次いだ。管理職員も、新 しい制度の要求 と古い仕組みや文化

との相克の中にいた。特に人事評価における「成果」の内容については職場レベ
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ルで異論が大きく、プロセスを重視 した評価をせざるを得ないと考える管理職員

が多 くいたことも事実である。

こうした交渉が続 く中で、裁量労働制の導入は労務管理制度の転換にとって実

質的 。象徴的資源 としての機能を持っていた。裁量労働制は、賃金 と労働時間の

関連を脱連結 した上で、これまでであれば「象徴的努力」に向かっていたであろ

う努力を、MBOと より細かな項目による評価基準に示される「成果」の方向へと

導 こうとしている。 C社では1993年 の専門業務型裁量労働制導入以来、擬似裁

量労働制の導入 とその拡大を経て、10年がか りで企画業務型裁量労働制の導入

にたどり着いている。これらの導入にあたっては、成果主義志向への意識改革の

重要性が強調されていた。

活性化 したエフォー ト・バーゲンを受けて新たに提示された試みが、 Cス タイ

ル。マネジメントであった。この新 しい人事評価の方法は、混乱 しつつあった「成

果」の内容に新たな定義を持ち込んだと言える。これは基本的にはそれぞれの職

場で優秀であると考えられる労働者の行動特性を分析 し、それを組織目標の項目

別に分類 し直 した詳細なリス トである。この方法における「成果」は、 どの程度

具体的に示された行動特性に沿って行動できたか、 という問題 として再定義され

ている。むろん、この方法の提示をもってエフォー ト・バーゲンの交渉過程が終

了したわけではない。 しかし、 Cス タイル・マネジメントで「成果」の新 しい定

義が提出されたことで、労働者の努力に対する新たな方向づけが示されたと考え

ることはできるだろう。

(3)「象徴的努力」から新 しい「成果」ヘ

最初に見たとおり、日本企業におけるエフォー ト・バーゲンの均衡点は「象徴

的努力」にあった。競争的な労務管理が労働者に努力を提示させる圧力になって

おり、長時間労働はそんな努力を最も明確に提示できる象徴的な意味を持ってき

た。そういう意味では、成果主義労務管理制度の下でも、長時間労働が評価者に

とっても被評価者にとっても、相変わらず「努力」を意味し続ける可能性は十分

にあり、実際に日本の労働者の労働時間が劇的に減るということはありえないだ

ろう。
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しかし事態はそこにとどまってはいない。ここまで見てきたとおり、裁量労働

制の最も重要な機能は、賃金 と労働時間の関連を脱連結することである。その (も

しくはそれと同様の効果を持つ制度の)導入によって、賃金決定は労働時間 とい

う誰に対 しても平等な地平を離れ、設定された目標への到達度合いを測る人事評

価 との連結を深めている。つまり人事評価のカテゴリーや評価基準は、労働者に

とってこれまでよりも重い意味を持つようになってきている。だからこそ、 C社

の労働者たちはより多 くの成果責任を持たされ時間外手当がなくなる中で、評価

基準の精緻化 と職務割 り当ての適正化をより強 く望むようになった。こうした異

議申し立てを受けて登場 したのがコンピテンシー・マネジメントであり、上司と

のコミュニケーションの制度化であり、社内公募制の拡大であった。

その結果は、エフォー ト0バーゲンの均衡点の「象徴的努力」から新 しい「成果」

への漸次的移行であり、また統制の強化である。長時間労働は相変わらず高評価

の一要素にはなるかもしれないが、 しかしそこで費やされる努力は細か く設定さ

れた評価基準により強 く結びつけられていなければ意味を持たない。より重要性

を持ち始めた評価基準の指示する細かな行動特性を、日常から見せ続けなければ

ならなくなっているからだ。そのような統制強化の側面に起因するエフォー ト・

バーゲンは継続 している可能性があり、今後さらに組織・職場 レベルでの交渉過

程に注視する必要がある。

6.むすび

1990年代以降の様々な改革の過程は、1980年代までの「日本的経営」の中で一

つの均衡に到達 していたエフォー ト・バーゲンの再調整過程でもある。本稿では、

エフォー ト・バーゲンという概念を援用 し、職場の統制が雇用関係の複数の要素

とそれらのかかわ りについての、社会 0組織・職場 レベルを縦断するダイナミク

スを持つ交渉による、社会的構築物であることを強調 した。そのような視点から

見ると、裁量労働制の設立や成果主義労務管理制度の導入は、職場の統制に次の

ような変化をもたらしていた。まず、こうした改革はエフォー ト。バーゲンの均

衡点を、「象徴的努力」から新 しい「成果」へと徐々に移 しつつあつた。二つ目は、

裁量労働制がこの転換の制度的資源になっていたことである。つまり、労働時間
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と賃金の関係 を脱連結 させ ることによって長時間労働の実効性の一部 を失わせ、

さらに労働者の努力の方向性を新たな方向に振 り向けるといつたように、実質的・

象徴的な制度的資源 として機能 していたことである。

ホワイ トカラー・エグゼ ンプションについての議論の例 もあるとお り、 この過

程は現在 も継続中である。 また、裁量労働制の設立論議や成果主義労務管理制度

導入に見 られるように、エフォー ト・バーゲンは産業・職種・企業規模・従業員の

階層な どによって異なる発展をしている可能性がある。今後 はこうした違いをよ

り考慮に入れた上で、エフォー ト・バーゲンの一般的な転換の方向性 について考

察を進めることが必要である。

〔注)

(1)例 えば、労働省が 1998年・1999年 の2年間にわたって行った調査によると (サ ンプ

ルは大企業中心)、 ほぼすべての企業 (97%)が「能力主義・成果主義の徹底」を人事戦

略の基本方針と掲げていた (労働省 2000)。

12)同様のアイデイアとしては、組織論の文脈で新制度論や政治・文化アプローチの議

論を批判的に摂取し、組織の変化についての「複合戦略モデル」を提示する佐藤・山田

(2004)が挙げられる。彼らは、組織の変化を考察するには制度環境のレベル(マ クロ)・

組織構造と組織文化のレベル (メ ゾ)・ 個人と個人間の関係 (ミ クロ)を 設定し、その

相互関連の様相を分析することが必要だとしている (佐藤 0山田 2004)。

(31 エフォート0バーゲンという概念は、1957年 に経済学者ベーレンド(Ho Behrend)に

よって提唱された。彼女はまず、労働者が努力をするしないは、賃金インセンティ

ブだけで決まるのではないとの認識から出発し、それが労働条件や仕事の内容につい

ての労使交渉の過程 とその結果が作 り出す、労働者の態度によって決まると考えた

(Behrend 1957)。 そもそも社会学の伝統は労働者の投入する努力を、労働者が雇用者

と個別に結ぶ狭義の労働契約に基づくものとは考えず、その リト契約的基礎」の説明

力を強調してきた (Durkheim 1964[1893])。 すなわちそれは将来の働き振 りに対する

規範的な合意に基づくのであり (Stinchcombe 1990)、 職場に存在する制度化された権

威関係を承認し、それに従うことにより発揮される (Streeck 1992)、 という社会構築

的な理解である。エフォート・バーゲンという概念は、労働者の努力の強度が賃金以

外の側面の交渉も含んだ多元的社会的構築であることを指摘し、さらにその社会的交

渉が、団体交渉に限らない重層性を持つていることを示唆する。

14)社会学一般の問題としては「時間」の方が上位の概念である。

15)こ の点で、エフォー ト・バーゲンという視点は制度派経済学などに見られる制度的

相補性 (institutional complementarity)と いう概念と一線を画す。制度的相補性を想定

した制度変化の議論は制度間の機能連鎖を強調するが、エフォート・バーゲンで強調
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されるのはあくまでも認識・利害の交渉過程である。

(6)先 に、これまでの労働研究が社会的交渉が行われる雇用関係の要素について比較的

無関心であったと述べたが、ジェンダーの視点による職場の権力関係の分析はこの限

りではない。Shire(2000)や 木本 (2002)な どは、職場の統制関係が雇用契約や移動パター

ンの違いにより異なること、また統制をめぐる交渉過程が重層的であることなどを指

摘してきた。

(71 例えば「サービス残業」はこの極端な発揮である。実際よりも短い労働時間しか報告

しないということは、本来経営側の関心事である課や部の全体のコストを、常日頃か

ら考慮に入れて行動する献身的な労働者であることを示す指標である (熊沢 1997)。

また、労働コストをカットする最も簡単で有効な方法は時間外労働をカットすること

である、といった認識も (Dore 1986)、 「ノー残業デー」などの施策に、仕事の多寡に

かかわらず従う従属的な労働者があって始めて成立する。

(81 こうした基準の主観性は、ジェンダーや政治的信条を基にした人事差別を助長し

(Shire 1999,遠 藤 1999)、 外部労働市場に逃れられない日本の労働者をより従属的に

することになった (遠藤 1999)。

19)Ota(1995)は競争的労務管理と象徴的努力の因果関係を実証したものだが、この

関係のもっとも強い統制変数は「ジェンダー」であった。すなわち異なる契約・移動環

境下にある女性は、競争から降りることがあり、そのために長時間労働をしないとい

うオプションが存在している。

aO この調査はSo Frenkel教 授を中心とした国際研究チームによって組織された「ナレッ

ジ 0ワ ーカー 。プロジェクト」の一部で、アンダーセン・コンサルティング、オースト

ラリア研究協会からの助成金を得て行われた。日本チームはKe Shire教授をリーダー

とし、松下国際財団から追加的な支援を得て調査を行った。Ota(1995)は この調査に

基づいている。

aD この調査は松下国際財団の援助を得て行われた。

aa ただし、c社の事例が一つの典型例になりうる可能性は指摘しておきたい。 C社の

事例は労務管理の専門雑誌に最も頻出した例の一つであるのみならず、労務管理設計

の専門家たちの評価も高い。職能資格制度の生みの親である楠田丘氏も、C社の事例

が今後日本企業の労務管理制度の模範となるべきだと指摘している (政策研究大学院

大学 2003)。

aЭ 裁量労働制に関する研究会 (座長・菅野和夫東京大学教授)。

l141 本稿では1994年 の規制緩和小委員会以降に設置された、規制緩和委員会、規制改革

委員会、総合規制改革会議、規制改革・民間開放推進会議のすべてを「規制緩和委員会」

と表記する。

CD 鈴木勝利氏は当時電機連合 (全 日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会)中央

執行委員長。

l161 国会審議における連合と民主 0社民両党の協力については、中村 0三浦 (2001)を 参

照のこと。
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l171 具体的には、1)本社・本店である事業場、2)1)の ほか、①当該事業場の属する企

業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行なわれる事業場、②本社 0本店

である事業場の具体的な指示を受けることなく独自に、当該事業場に係る事業の運営

に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定を行っている支社・支店等である事

業場。

00 企業内多数派組合とは別個に組織された批判派グループの告発によって、労働基準

監督署はこうした制度濫用の実態について調査を行うにいたった。これらのグループ

による告発やマスコミ報道では「ニセ裁量労働制」という用語が用いられたが、これ

はいわゆる「擬似裁量労働制」のことで、本稿では以後後者を使用する。

a9 ただし労働省の調査に対して裁量労働制の導入意図を「人件費削減のため (時間外手

当削減のため)」 と答える企業は少ないであろう点は考慮に入れなければならない。た

だし、社会経済生産性本部による調査も、若干古いとはいえほぼ同様の結果を示して

いる (社会経済生産性本部 1995)。

00 企画業務型裁量労働制導入予定企業とは、ここでは実質的に擬似裁量労働制の導入

企業を意味している。

9D 本稿ではC社独自の名称を持つこれらの制度について、原義を損なわない仮称に置

き換えている。

90 単純に12分割されたものが月給。

00 F部は総勢57人 (う ち出向者 14人 )。 課長以上の管理職がH名、残り46名中15名が

主任である。ここでの議論は、主にF部員へのインタビューや F部で収集した資料に

基づいている。

1241 通常企業内での労働移動は「異動」と表記されることが多いが、ここではそれが「労

働移動」の一形態であることを重視し「移動」と表記する。

2D F部部長は、このような手法は特にC社に特有のものではないと断り、次のように

述べた。「日本企業で社員のキャリアをコントロールするのはそれほど難しいことで

はないです。それに、社員がこうした配転にかかわる意思決定の過程にかかわる必要

があるとも思わないですね。こうしたことは企業の戦略にかかわる組織再編なわけで

すから、実際に実行されるまでは誰にも知らされるべきじゃあないんですね。」また、

労働組合も新しい部署の創設については1年前に知らされていたが、移動する労働者

の選別にはまったくかかわっていない。

10 システムインテグレーターという新たな役割創出の試みの中で、最も成功している

ケースと評価されていた主任のZ氏 にしても、この思いは変わらない。彼もインタ

ビューで、「かなリドラスティックに仕事の内容が変わるので 〔・̈ 中略…〕というメモ

がきたんですね。僕もそうでしたけど、全体的にショックが大きかったですね。ちょっ

と嫌になりました」と話した。

0つ おそらくそれほどの成果責任を負わされていないであろう2年 目のY氏ですら、そ

の懸念を強く表明したことは、むしろ成果責任に対する認識が広 く共有されているこ

とを示すものだと解釈すべきであろう。
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10 この制度が適用されたのは主任クラスの研究者330人であった。年 2回の業績評定

が個人の点数の30%を 占め、人事評価による上司の主観評価が残りの70%を 占める。

残業手当はなくなり、月20時間の残業を想定した裁量労働手当が支払われる。成果部

分の賃金で10%の 差がつき、年収レベルで 100万 円程度の差がつくように設計されて

いる。

19 裁量労働制に対する労働組合の柔軟なスタンスは、そもそもC社の労働組合が労働

時間管理に対してあまり厳格なスタンスをとっていなかったことにもそのルーツがあ

る。経営側から1995年 の春からのタイムカード廃止を提案された時も、労働組合は強

く抵抗せず、労働時間の記録は予定の期日から手で記入する方式になった。労働組合

は、このような変更がサービス残業を助長する可能性について十分認識していたが、

それについても「4時間の残業を2時間と報告するようなことは、無理やりでなければ

問題ない」(労働組合専従者インタビュー)と する立場をとっていた。

00 Cス タイルが適用されない残りの10%の 労働者には、1)出向者、2)仕事の性質・本

人の能力上、裁量が十分に認められない者、3)時間がかかることが確実な性質の仕事

についている者、4)時間管理の必要な仕事についている者、が含まれている。

OD より正確には、新たに作られた職群制度で非管理職中最高位のランクに当たる労働

者 (A職群l級)。 旧職位体系では、およそ主任程度のランクに当たる。

00 現在 C社では、管理職を中心にこのアイデイアをさらに発展させた「役割給」の導入

を進めている。「役割」とは端的に「組織役割」であり、組織目標への統合という意図

は明らかであろう。

00 本稿ではこの社内人材公募制度の仕組みと利用の実態について深 く立ち入らない

が、C社では1988年 にはじめて制度を導入して以来、2002年 までに計 16回、社内人

材公募を実施してきた。当初この制度は新規事業立ち上げの際のみ実施されてきたが、

1998年 以降既存の部門にも拡大され、合格しない限り応募の事実が直属の上司に知ら

されないなど、細かな整備が進んでいる。

00人事部課長はこの制度の拡大の意味について、成果主義労務管理制度の導入と関連さ

せ、「この制度のなかで自分は働きたいのだ、と言わせるところまで社員を納得させ

るのも、成果主義を実施するための重要な条件」ではないか、と話している NAM
人材教育 2001,Octe 25頁 )。
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投稿論文

(Abstract〉

The Transforlnation of E“ ort Bargain:

The lmpacts ofthe lntroduction of Results-0)riented Labor

Management and the lDiscretionary Work System

Jun Imai

(University of Duisburg-Essen)

A decade after tJre early 1990s has vritnessed reform movements in various

levels of society in Japan, which were implemented in the hope to revitalize sluggish

economy. The central measures of the movement in the field of employment were the

introduction of the results-oriented labor management system and the establishment

of the Discretionary Work System. These measures were said to have changed

workplace control relation at Japanese companies significantly. This paper proposes

the framework to analyze the transformation of labor management practices from

social constructivist viewpoint focusing on the layer of social negotiation-effort

bargain-with regards to tlree aspects of employment relations. From the analyses of

the establishment of the DWS and the case study of the implementation of the results-

oriented labor management system, the paper found that the control relation at large

Japanese company is transformed from 'symbolic effort' to newly defined 'results'

orientation. The DWS was a major resource of this transformation.


