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ま え が き 

 

  長期的雇用関係、年功的処遇制度、内部労働市場、企業別労使関係、正規・非正規

労働者の分離などを内容とする日本的雇用システムは、社会、経済、産業等の構造変化

や、それらを背景とした政策の働きかけを受けて、様々な変化を遂げつつも、根強い持

続性を示してきた。しかし、急速な少子・高齢化による国内市場の縮小と労働力の減少、

グローバル競争の一層の進展、AI、IoT、Big Data などを駆使した新たな技術革新のなか

で、同システムのさらなる変容・改革は今後も続いていくであろう。 

私ども労働政策研究・研修機構（JILPT）は、今後の様々な労働政策のあり方を考え

る上での基礎的な研究として、日本的雇用システムの現在の姿と今後の方向を探る部門

横断的プロジェクトを 2014年度より行ってきた。これまでは、その第一段階として、（１）

既存の統計データや調査資料を総合的に分析検討することによって、日本的雇用システ

ムの現在の姿を要素ごとに、かつ全体的に明らかにして、今後の行方を探るプロジェク

トを行い、その成果を『日本的雇用システムのゆくえ』（JILPT 第 3 期研究プロジェクト

シリーズ４、2017 年 12 月）として刊行した。 

また、（２）日本的雇用システムの形成や変遷の歴史的な経路を、明治維新以来の経

済社会の変化の中で繰り広げられてきた、産業、労働市場、人事労務管理、組合運動、

労使関係等の変化と国の政策との相互に関連した営みとして、全体的に描き出す文献研

究プロジェクトに従事してきたが、ここに 1990 年代前半の時期までの変遷について、『資

料シリーズ』として一旦取りまとめることとした。 

本調査報告は、日本的雇用システムについて、前史としての江戸時代の産業と労働

のあり方にまで遡り、身分的な農業中心社会が近代化され産業化されて発展し、日本的

雇用システムを中核とする「雇用社会」に結実したうえ、さらなる環境・構造変化の中

で変容してきた過程を、国の政策の役割との関連で包括的に描き出そうとしている。日

本的雇用システム（雇用社会) の生成、発展、確立、変容に関する壮大な歴史物語の試

みといえよう。本文献研究プロジェクトは、今後、1990 年代初頭のバブル崩壊後の雇用

システム(雇用社会)と政策の相互作用を、連続した歴史的経路として接合したうえで、

全体的補正を行うことによって完成することとなる。 
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