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１　はじめに

　今目の資本主義のもとで，労使関係に関する検討があらためて要請されつつ

ある 。この検討を要請する杜会経済的要因は，一言でいえは国家独占資本主義

の危機にあると結論しうる 。

　ところで・国家独占資本主義の危機は，いうならは私的所有の最終的危機で

あり ・そこでは・資本主義杜会のもとの，所有の危機を具体的に表現するとこ

ろの資本機能の衰退がもたらされる 。衰退するこの資本機能を国家の経済的活

動（国家資本と国家資金および国家規制）によっ て補足することだげでは如何とも

しがたいことを内容とする国家独占資本主義の危機に当面して，杜会的調整に一

よっ て資本機能の補強 ・再生がはかられねぱならなくな ってきた 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（１６１）



２　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３３巻 ・第２号）

　元来資本は，「使用価値に対立する貨幣」，「貨幣として自立した価値」（＝ｒ富

の一般的移態」）が「量的な運動，自己を増大させる運動以外のどんな運動もす

ることができたい」（高木幸二郎監訳ｒヵ一ノレ ・マルクス経済学批判要綱』第２分冊 ，

大月書店，１９５９年，１９１べ一ジ）というかぎりの，資本の最初の現象形態をとっ た

ものである 。資本は，まさにこのように自己増殖の運動以外のどんな運動もす

ることができないという属性をもっ ている 。こうして，貨幣資本の，したが っ

て資本のこの属性のゆえに，資本は価値が剰余価値をつげくわえていくという

過程の「主体」となり ，「この運動（資本の価値増殖の運動　　引用者）の意識的

担い手」（マノレクスｒ資本論』岩波文庫版第１分冊，２０６ぺ 一ジ）として貨幣所有者が ・

また実在移態におげる資本（現実資本）の所有者が資本家となる 。

　ところで，資本の所有は，所有ということが「本源的には，自分に属するも

のとしての，自分のものとしての，人問固有の定在とともに前提されたものと

しての自然的生産諸条件にたいする人間の関係行為のことにほかならない，す

なわち自已の肉体のいわは延長をなすにすぎない，自分自身の自然的圓ｕ提とし

てのこれら生産諾条件にたいする関係行為」（高木幸二郎監訳ｒヵ一ノレ ・マルクス ・

経済学批判要綱』第３分冊，大月書店，１９６１年，４２５ぺ一ジ）であることから，資本

は， 生産形態の歴史的段階としての資本制生産の関係のもとにおげる所有形態

として，杜会的生産に立脚して把握されねぱたらたい。つまるところ所有形態

としての資本と賃労働の関係において，資本の所有が把握されねぽならないと

いうことである 。

　こうして国家独占資本主義の危機におげる資本機能の補強 ・再編は，資本の

価値増殖の運動機能にかかわるものであるとともに，資本あ運動が資本家によ

って意識的に担われることにおいて，資本家の関係行為，したがって資本と賃

労働にもとづく資本家と労働者の関係におげる調整を媒介するこキによっ て補

強・ 再編されるものとならざるをえたいのである 。

　国家独占資本主義の危機は，衰退する資本機能にたいし，国家の経済的活動

によっ てこの機能を補足することの限界がさらげ出されることである・こうし

た危機とともに，資本，さらには独占資本からすれば，国家の手をかりて・資
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本と賃労働の関係におげる調整に行きつかざるをえないというところに，この

危機の現段階としての特徴カミある 。資本と賃労働の，したが って資本家と労働

老との関係におげる調整は，この関係が資本主義杜会の今日的段階におげる労

使関係制度のもとに置かれていることから，この制度的機能とその補足　　行

政介入の強化ないし後退　　の間題として解明されたければならない
。

　そこで，この労使関係制度のもとにおげる資本と賃労働との関係の調整によ

って，衰退した資本機能の補強 ・補足において明らかにされるものは何か。ま

た， その明らかにされる道筋は如何なるものであるのか。こうした問題につい

て， まずは簡単に述べておく必要があろう 。

　もともと資本と賃労働との問の関係は，これを法的関係としてみるならぼ ，

自由にして平等な主体問の契約関係である 。しかし，同じ関係も ，その内部に

立ちいるならは，不平等な関係を内容とするところの経済的関係に他ならない

ことを知るであろう 。いま ，資本と賃労働の関係を，資本家と労働者の問の制
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
度的関係としてとらえるとすれぼ，それは分配と交換が法的に観整され，秩序

立てられた制度のもとにある関係である 。ところで，分配と交換は，生産，分

配， 交換，消費が一つの方式にかな った推論をなしていて，生産は　般性であ

り， 分配と交換とは特殊性であり消費は個別性として，全体の表面的統合のも

とにあるなかで，その位置をあたえられているものである 。すなわち，　「生産

は　般的な自然法則によっ て規定され，分配は杜会的偶然によっ て観定されて

いる 。だから分配は，多かれ少なかれ，促進的な作用を生産におよぼすことが

できる 。交換は，形式上杜会的な運動として両者のあいだにあり」（高木幸二郎

監訳『カール ・マルクス経済学批判要綱』第１分冊，大月書店，１９５８年，１１べ一ジ），こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
の分配と交換が生産と消費を媒介するという全過程　　最終行為であり終局目

的である消費が出発点に反作用し，この全過程はくりかえされる　　のもとで ，

分配と交換とはその位置をあたえられている 。それゆえ，われわれが労働力

（商品）を媒介にした労 ・使の問の分配，交換の関係をとりあつかう場合に注意

すへきことは，分配と交換とが生産にたいする前述したところの　般的関係に

おいて，それは把握され解明されねはならたいということてある 。本稿の主題
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ではそれは，労使関係制度のもとで労働力（商品）について締結される取引契

約・ 売買が，労働力の消費による資本の生産，すたわち資本の自己増殖運動に

たいする関係をとおして商品の生産と消費を媒介するということである 。そし

て， この媒介の内容は，賃金にかんする全内容領域にわたる 。

　労働の疎外を前提とした資本家と労働者問の取引契約において，商品の分配

と交換が生産と消費を媒介する全過程をとらえなおすとすれは，国家からの疎

外の回復，契約当事者たる労働者の資本家との自由な取引において成立する分

配の水準と交換の条件を，制度の領域で明らかにする必要がある。この解明は ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
分配と交換が生産と消費を媒介する全過程において示す経済的内容に照応する

のである 。それは分配の水準，交換の条件の決定と普及の過程を，水準と条件

の規範化（労働と生産の基準），制度と行政により基準の公正な適用をはかるも

のとして，その制度の機能を明らかにすることである 。

　資本と賃労働の関係は，生産と消費を媒介する分配と交換が特殊的に資本家

と労働者の問の労働カ（商品）をめぐる取引と ，資本による労働の支配という

一重の過程をふくむ関係である 。資本と賃労働の関係を制度 レベルでとらえた

おすならぽ，経済学的内容としては賃金制度，法 ・政治学的内容としては労働

関係制度にはかならないといえよう 。この２つの制度的内容を併せもつものと

して，しかもあくまで杜会的制度としてそれらを統合してとらえ，これを労働

制度と仮称しておく 。杜会的制度としてとらえた労働制度は，それが制度分析

である以上，制度の機能が解明されることになる 。しかし，たんに制度の機能

として分析されるだけならは，あらためて労働制度を杜会的内容としてとらえ

る必要はたいであろう 。労働制度を杜会的内容でとらえようとするのは，経済

学的内容，すなわち労働力（商品）が媒介する生産と消費の関係領域を法 ・政

治学的内容　　この内容を制度の機能にもとついて保障される労働者権利とし

てとらえる　　によっ て歴史の発展段階にかかわらせて評価するためである 。

この制度分析のレベノレで，はじめて労働者主体の間題が本格的に展開しうるも

のとたる 。資本と賃労働の関係に埋没していた労働者は，制度のもとで権利主

体として自已を主張しうる基盤を拡張させてくるのである 。そこで，労働者権
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利によっ て歴史の発展段階の評価をなすために，労働制度の権利保障構造にも

とづいて労働者主体の発展を明らかにする必要がある 。なぜなら，この権利保

障構造は，集団的自治と個人的権利の相互関係において保障される権利水準に

よっ て示される労働者，さらには労働者階級の権利状況をもっ て， 労働者の白

由を労働著階級の解放の内容として切り開く展望をあたえ，労働者の疎外回復

過程としてその歴史的位置を明らかにしうると思われるからである
。

　それゆえ・資本家と労働者の問の分配と交換において，そこに成立する規範

（法律）１あるいは基準　　この基準は，分配，交換が生産と消費を媒介すると

いうその役割によっ て， 生産と消費の両面から制約され，観定される　　は
，

この基準が制度と行政を通して労働関係のもとで演鐸され，個人の権利として

司法により裁断される遇程をくりかえすなかで，労働者の自由が労働者階級の

解放となる過程としてあらわれることとして理解される 。また，資本と賃労働
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
との問の分配と交換における基準の彫成過程は，自由な交換の演輝，すなわち ，

私的所有に基づき，ブルジ ョァ杜会の商品交換を規定する自由権を貫徹するた

めに加えられる杜会的修正，たいしは国家の関与（杜会権の成立）する過程であ

る。 したが って，この基準の彩成過程は，ブノレジ ョア杜会の階級闘争の現実の

全過程を示すとともに，この全過程をとおしての杜会構成の変化の過程が，そ

こにおいて示されるところである 。

　本稿では，資本と賃労働との問の分配と交換の基準を，その演澤，すなわち

特殊命題としてとらえようとするものであり ，制度と行政を媒介にして現われ

る基準を，主体の側からとらえなおす必要がある 。そのために，自由権にたい

する杜会権の保障として制度や行政をみることに終るのではなく ，ブルジ ョア

杜会の呪物的束縛からの解放の視点を貫徹させることが必要であろう 。こうし

た視点を踏まえながら，分析の課題を労働制度におくものである 。しかも ，国

家独占資本主義の危機のもとで，基準の切り下げが目論まれ，それが労働制度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
の「改革」として強行されようとする時点では，基準の演緯に当 っての労働制

度の位置を明確にすることと ，自由（解放）の立場からの批判を欠かすことはで

きないであろう 。こうした理論的課題からすれぼ，労働関係，労使関係という

　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ６５）
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制度的概念をこえて，もっとトータノレな概念として ・また・杜会体制そのもの

としてではなく ，ある国家類型，形態のもとでの，国家装置と関連しながらも

それ自体とは別に，労働の全体にかかわる制度として，労働制度という概念を

設定する必要があ った。この必要性については，すでに基準の演緯によっ て何

を明らかにするかということによっ て説明してきたところである 。つまり ，労

働制度は，国家装置と関連し，労働と生活の基準を保障する制度である 。その

意味では，労働制度は国家におげる制度の１つであるが
，’

だからとい ってもち

ろん国家そのものではたく ，まして杜会体制としてとらえられるものでもない ・

そこでつぎに，労働制度を，理論概念として明確にしなげれぱならない 。

　　 １）分配は，「個 々人がこれらの（杜会の成員が人問の欲望に自然生産物を同化さ

　　　せる生産におげる 　引用者）生産物の分げ前にあずかる割合を挽定する」。交

　　　換は，「個々人が分配によっ て彼に帰属した分げ前ととりかえて手に入れようと

　　　のぞんでいる特殊な生産物を彼にもたらす」ことである（高木幸二郎監訳『カー

　　　ル ・マルクス経済学批判要綱』第１分冊，大月書店，１９５８年，１０べ一ジ）。

　　 ２）　
マルクスは，つぎのように述べている 。すたわち，ｒ生産は出発点として・消

　　　費は終結点として，分配と交換は中問項として現れる 。分配は杜会から出発する

　　　契機として，交換は個人から出発する契機として規定されているので，この中間

　　　項そのものはふたたび二重である 。生産では人が客体化され，消費（原語では人

　　　とな っており ，大月書店版の訳出は人としたうえで訳注が消費とな っている

　　　引用者）では物が主体化される 。分配では，杜会が，一般的 ・支配的諸挽定の秒

　　　態で，生産と消費とのあいだの媒介をひきうける。交換では，生産と消費とは ，

　　　個人の偶然的観定性によっ て媒介されている」（前掲『カーノレ ・マルクス経済学

　　　批判要綱』第１分冊，１１べ 一ジ）と 。

　　 ３）　
この点については，拙稿ｒ現代資本主義と労働基準」（１），（２）（『立命館経済学』

　　　第３２巻第４号，第５ ・６合併号所収）を参照されたい 。

　　 ４）たとえほ，労働者が結束し賃金を上げようとすることにたいする訴追は，自由

　　　　な取引の妨害，すなわち使用者の自由な競争を弱めるということに基づくもので

　　　　あ った。イギリスはもとよりアメリカにおいても，争議戦術，動機および意図た

　　　　どに即して裁判所が示す判断が，その時々の労働者権利を決定してきた。その場

　　　　合の判示の基準は，つねに自由権の貫徹におかれていた 。

　　　５）現時点で，労働制度のｒ改革」を追るもう１つの要因に，マイク厚 ・ニレクト

　　　　艀ニクスの利用，すなわちＭ ・Ｅ化による職場秩序の再編の問題があることを指

　　　　摘しておく 。
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２　労働制度に関する概念規定

　（１）労働法制度上の諸規定からの検討

　資本と賃労働との問の分配と交換の基準は，資本主義のもとの生産と消費と

の矛盾した関係からすれば競争の現実過程で，それが杜会的力関係によっ てし

か移成されえたいことは明らかである 。すなわち，本来，内的統一物であるは

ずの生産と消費とは，資本の蓄積衝動にもとつく生産の無限の拡大と ，賃金と

利潤の対抗のもとで制限される消費とにおいて矛盾し，生産が消費から相対的

に独立して拡大することによっ てこの矛盾は累積する。つまり ，資本主義の生

産の無政府性により杜会的生産の均衝は破壌される 。資本主義の生産と消費の

この矛盾が恐慌の爆発によっ て一時的に処理されなげれぱならないように，資

本と賃労働との問の分配と交換が資本主義杜会の呪物性にもとつき，労働力

（商品）を媒介にして生産と消費との関係に埋没している以上，生産と消費との

矛盾の処理も，労働力（商品）の需給関係の矛盾として爆発するほかに道はた

い。 すなわち，相対的過剰人口の累積のもとにおげる失業者の激増としてであ

る。 この失業は，労働力（商品）の需給関係の破綻として現われるにしても ，

その原因が労働力（商品）の生産と消費の矛盾にあるものではない。生産と消

費の資本主義杜会におげる　般的矛盾，したが って資本蓄積に由来するのが ，

失業である 。そして，この失業の激発は，恐慌がそうであるように，資本主義

的生産それ自体に根ざす最大の困難であるがゆえに，ブノレジ ョア杜会を形成す

る個人（市民）問の関係（私的所有にもとづく関係）の法的 レベルでは説明しうる

ものではない。しかし，労働力（商品）の交換に当 っても ，このブルジ ョァ杜

会で所有関係にもとづいて承認された自由権は，その取引の自由を主張して争

われ，杜会的な加こよっ て決着をみる 。こうして成止した労働力（商品）の自

由取引におげる基準は，それが資本と賃労働との分配と交換を規制する基準と

して，今度は資本主義杜会の生産と消費の関係を規定するものとなる 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（１６７）
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　そこで，まず，こうして労働力（商品）の自由取引におげる基準（規範）を ，

これが資本と賃労働の間の分配と交換を規制してそこに成立させる労働配分，

すなわち価値法則から区別することが重要である 。労働力（商品）の自由取引
　　　　　　　　　　　　　　　　６）
を杜会的に保障する労使関係制度と，そこでの自由取引の基準が価値法則の働

く場所を設定するというかぎりの労働制度とは区別され棚まならない。賃金の

国民的相違が，価値法則の修正をもたらすように，賃金の国民的相違を観定す

る杜会的諸条件　　それが歴史的経過をもつものであることは勿論のこととし

て　　が設定した場所ないし領域が価値法則にあたえる修正を思いおこせはよ

い。 労働制度とは，それゆえ，価値法則に加えられる場所的制約であり ，この

制約は国家形態の一部を構成する政治的制度によっ て設定されるものである 。

賃金の国民的相違におげる場所的制約と政治的制度にもとづく場所的制約の違

いは，則者が国民国家間の生産力の発展段階にもとづくのにたいし，後者は ，

ある１つの国民国家におげる生産力の発展構造にもとづくことにある 。その場

合に労働の生産力が資本の生産力としてとらえられることによっ てもたらされ

る分配上の矛盾を，この政治的制度が部分的に匡正するのである 。労働制度と

労使関係制度との位置的関係も，以上のことから理解される必要がある。もち

ろん，価値法則に加えられる場所的制約とたる政治的制度は，労使関係制度に

限られるものではたい。労使関係制度は，’ 労働力（商品）の自由取引にたいす

る国家による枠組みの設定であり ，国家による資本と賃労働との問の分配と交

換にたいする干渉は，直接に公正基準の法定によりなされる場合もある 。そこ

で， 国家によっ て設定される価値法則に対する場所的制約を法則の貫徹と捉え

るには，たとえぽ労使関係制度とい った制度それ自体から接近するよりも，制

度と行政によっ て設定される基準（特殊的命題としての観範）を，その制度と行

政によっ て保障し，あるいは制限される個人の権利水準（個別的命題としての挽

範）からとらえ，歴史的に評価するための別の枠組みから接近することが必要

であろう 。そこでまた法的基準が個人に適用されたレベノレでとらえるためには ，

制度と行政を分析するための枠組みの設定を欠かすことができたい。この枠組

みは，基準（規範）が適用される関係の限定，この関係を所有関係にもとづい

　　　　　　　　　　　　　　　　　（１６８）
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て調整する公正基準を制定することによっ て形成される 。

　そこで，労働制度を，まずは労働者権利を保障し，ある場合には制限してい

る制度，行政上具体化されたところの基準として明らかにするために，わが国

の現行労働法，および労働行政において設定された枠組みにそ ってこれを検討

することにしよう 。

　ａ）労働関係

　労働法においてとらえられた労働関係は，労働力（商品）の売買契約関係 ，

すなわち労働契約関係であるとともに，その労働契約関係が従属的労働関係に

あるものとしてとらえられている 。この従属的であるということが，ある限度

において，市民法の自由，対等の原則に基づく合理的取引の障害となるので ，

この従属的労働関係の克服が必要となる 。

　従属的労働関係は，１つには，保護立法による観制と監督および取締によっ

て， ２つには集団的取引の法制度の確立によっ て克服されようとするものであ

る。 従属的労働関係の第１の克服は，使用者と個人労働者とを関係当事者とす
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
る個別的労働関係を適用対象とする労働基準法と主要な附属 ・関連法令による

保護である 。第２の克服は，主として使用者と労働組合との問にくりひろげら

れる集団的労働関係を適用対象として，労働組合法，労働関係調整法など集団

的関係法による取引の対等性と自由の実現である 。

　この個別的，集団的という２つの移態においてとらえられる労働関係は，そ

れが法的に秩序立てられねぼならない場合に，市民法上の自由 ・対等性の原則

に基づく合理的取引において成立する基準を，政治的状況を反映する杜会的制

約のもとにおくのである 。すたわち，従属的労働関係の克服において成皿する

労働カ（商品）の合理的取引の基準は，　「生命，自由及び幸福追求に対する国

民の権利」（憲法第１３条）を労働者に保障するに当 って，私的所有に基づく自由

権を杜会的に撹制することによっ て法的に承認されたところのものである 。し

たが って，労働基本権は，この自由権にたいする杜会的規制によっ て， 杜会権

として成立するものである 。自由権の上に成立するものであれほ，労働基本権

は「公共の福祉Ｐｕｂ１ｉｃ　ＷｅＩｆａｒｅ」による制約を受げることになる 。しかし ，

　　　　　　　　　　　　　　　　（１６９）
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「公共の福祉」の内容たるや必ずしも明解なものではない。もともと，私的所

有に立ち，階級対立をともなう資本主義において，集団的意志と個人的意志 ，

あるいは集団的利害と個人的利害が一致することは，杜会的に大きく制約され

ている 。このようた制約のもとでは，集団と個人の問のこれらの不一致を調整

するために，あえて「公共の福祉」という概念を設定せざるをえなくなる 。し

かし，同時に，「公共の福祉」が要請される杜会的根拠そのものに規定されて ，

その内容は陵味となり ，その適用に当 っての具体的基準を抽象的なものとし，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
実際の適用はその時々の政治的状況に大きく影響されるとい ってよい 。

　また，労働関係が法的に秩序立てられるに際して，従属的労働関係の規制さ

れるべき対象が限定される 。すなわち，個別的労働関係，集団的労働関係とも

ども法の適用範囲が設定される 。その場合に，規制の対象とされる従属的労働

関係の限定は，労働法適用外の労働関係の存在を許すことになるし，取締，監
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
督， 挽制の適用に当 って場所と人の範囲が細分されることから労働関係の諸相

を生みだすのである 。

　ｂ）労働契約

　わが国の場合，労働関係は労働契約を基礎として展開する契約関係である 。

したが って，労働契約は，個別的労働関係にも集団的労働関係にもその基礎に

おかれており ，したが って労働関係は個別的労働契約関係と集団的労働契約関

係とに分げられる 。

　労働契約は，労働者が使用者にたいし労務を提供することを約束し，その対

価として使用者が労働者に賃金の支払を約束する契約である（民法第６２３条）だ

げでなく ，その締結，履行および終了にたいし杜会立法による観制，すなわち

自主立法（労働協約，就業規。則）や国家法（労働基準法たど労働保護法）で二重に規

制された契約である 。

　労働契約の当事老は，範囲を限定された労働者およぴ使用者である 。この労

働者と使用者問の契約は，労働力（商品）の交換，流通はもとより ，労働力

（商品）の購入老たる資本家によるその使用においても自由の意志が貫徹される 。

すなわち，この資本と賃労働との関係も，労働者と資本家との問の「労働力の

　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ７０）
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買いと売りとが，その柵の内で行なわれている流通または商品交換の部面は ，

実際において天賦人権の真の花園であ った。ここにもっ ぱら行なわれることは ，

自由，平等，財産およぴヘソサムである 。なんとなれは，１商品，例えは労働

力の買い手と売り手は，その自由なる意志によっ てのみ規定されるから，彼ら

は自由にたる ，法的に対等の人として契約する」（マノレクスｒ資本論』岩波文庫 ，

（１），３０６ぺ一ジ）。 しかし，　「労働力の使用は労働そのものである 。労働力の買

い手は，その売り手を労働させて，労働力を消費する 。後者はこのことによっ

て現実的にａＣｔｕ 活動している労働力，労働者となるのであ って，以前にはた

だ可能的にＰｏｔｅｎｔｉａ それであ ったにすぎない」（ｒ資本論』岩波文庫版，（２），９

ぺ一ジ）。 この「現実的にａＣｔｕ 活動している労働力，労働者」としてのみ，労

働力の消費の部面においても ，労働契約は自由を保障する 。すなわち，労働者

は， 従業員として地位設定的，固定的性格をもっ ているとされる 。

　ところで，労働関係において，労働契約の当事者の１方である使用者は，労

働者との相関関係にあり ，労働者が確定されれは同時に使用者も確定するもの

で， この点での間題はない（労働省労働基準局編著ｒ改訂解釈通覧 ・労働基準法』 ，

総合労働研究所，１９８１年，５１ぺ一ジ）。 問題なのは，法律上の義務者としての使用
　　　　　　１０）
者の確定である 。

　また，これら当事者の労働契約の内容は，個別の労働契約，就業規則，労働

協約のほか，当該職場の慣行によっ て決定される 。しかし，最近のマイクロ ・

エレクトロニクス（Ｍ ・Ｅ）機器の導入による「合理化」は，職種転換，配置

転換を活発にするが，その場合に労働契約内容の暖味さから紛争を誘発し，こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
れを防ぐために契約内容の詳細化を求める動きがある 。また，労働協約のみで

は規制しえたい契約内容が生じ，就業規則のみでは秩序づげえない職場の状況

が， 技術的変化と雇用，就業彩態の変化のもとで生じてきている 。こうして ，

労働契約に関する法規の整備が提起されることになる 。

　Ｃ）　労働協約

　労働協約は，労働組合ないしその連合体と使用者又はその団体との問の団体

交渉によっ て成立した集団意志の合意である 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ７１）
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　労働協約は，団体交渉の妥結によっ て締結されるが，そこでの団体交渉にお

いて，これを交渉単位としてみれば，パートタイマー 臨時工など非組合員を

ふくむ交渉の必要性が増してきている 。現行法制上では団体交渉の当事者と

して労働組合の側に求められる要件は，雇用関係の存在が前提されていること

である 。この場合の雇用関係についての法的解釈におげる多数説は，労働契約

が存在している場合はもとより ，それが存在していたい場合でも，実質的労働

取引の条件が具備されていれぽよいというものである 。しかし，具体的に当事

者となるケースを見ると ，従業員の少数しか加入していないからとい って，合

同労組が申し入れる団体交渉を拒否するわげにはいかない。また，組合の要件

を欠く労働組合でも，非自主的組合（労働組合法第２条）の当事者資格は認めら

れないにしても非民主的だというだげ（同法第５条）では当事者たりえないと

するものではない。当事者の資格について，こうした種々の問題をかかえてい

る。

　つぎに，団体交渉の対象となるべき事項の範囲は，労働組合が一方の当事者

であるということから自己観制されたり ，慣行からくる制約もある 。団体交渉

事項は，個人労働者の労働条件事項，職場秩序や施設管理など使用者の利益に

関する事項，労働組合の団結権行使に関する事項，労使協議会たど組織に関す

る事項を含む。このようた団体交渉の対象事項の範囲は，今目では労働契約内

容に関する事項を超えた組織や生産にかかわる事項の領域を拡大してきている 。

この領域の事項の拡大も，労働組合がその決定に実質的に参加するというより

も， 労・ 使双方の理解を深めて「協調」の実効性をあげるためのものであるに

過ぎない。また，この傾向は，すでに述べたところの労働契約的内容の明確化

の動きと対置されるとき，従属的労働関係の克服のために法的に秩序立てられ

た労働関係の在り様を，大きく規定するものと予想される 。すなわち，いまや

労働関係は集団的労働関係については，労働諸条件は別として経営事項にたい

し労 ・使の意志疎通のための協議を主軸とするものとなり ，個別的労働関係に

ついては，労働契約条件の明確化が追求される 。そうなると，団体交渉と労働

協約を軸とする集団自治の性格は，司法 ・行政の係わりがかわり ，これまでの

　　　　　　　　　　　　　　　　　（１７２）
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「協調主義」とは違うものとなる 。この集団白治の性格の変化は，現代資本主

義の最大の課題である過剰蓄積の処理が，この自治の内部にとりこまれたこと

と関連して起きる間題である 。また，この性格の変化こそ，今目 ，不オ ’コー

ポラティズムと称せられるものであり ，その解明は後段の課題である 。

　そこで，労働契約内容の明確化とともに，労働関係の在り様を窺定する労働

協約の内容についての若干の考察が必要となる 。労働協約の言己載事項について

法律上のきまりはたく ，協約の内容をとうきめるかは当事者の自由である 。一

般的には，（１）非組合員の範囲，ショツ プ制，唯一交渉団体約款等の総則，（２）就

業時間中の組合活動，会杜の施設利用，宣伝活動，組合専従者，チエック ・オ

フ， 政治活動等の組合活動，（３）協議約款，賞罰，解雇の事由等人事，（４）賃金
，

労働時問，退職金，時問外労働，休目 ，休暇等労働条件，（５）福利厚生，（６）安全

衛生，（７）団体交渉，（８）労使協議制，（９）苦情処理，¢◎平和条項，（１の争議条項，胸

有効期問，改訂手続等の附則などの項目について規定している（外尾健一ｒ労働

団体法』現代法学全集４０，筑摩書房，１９７５年，６１２ぺ一ジ）。 労働協約の内容で，労働

契約を規定する条項以外の条項，とりわげ苦情処理，労使協議制など組織 ・制

度的条項の比重が，債務的条項（非組合員の範囲，平和，争議条項等）や規範的条

項（労働条件，解雇等）に比して増大してきている 。

　以上，労働契約，労働協約の検討によっ て， 法的に秩序立てられ，規整され

た労働関係の法制上の構造を明らかにしてきたが，この労働関係の法的秩序立

てに当 って，非公式な領域が拡大することにより労働法の法源（国家法，自主法 ，

慣行次ど）に基つく基準の適用，すなわち労働行政は，なお，ヵハーしえたい

領域を残している 。残された領域を含めて，労働関係は労使関係として把握さ

れ直す必要が生じる 。その労使関係も，なお，労働者と使用者を主体とする個

別的，集団的当事者問の関係領域に留るものである 。したが って，国家という

当事者の性格からも，労働契約ではなく保険事業なとのことく事業を媒介とす

る関係によっ ても ，この関係領域を超える領域が考慮されてくれば，それはも

はや労使関係としては把握しえない拡がりのものとなる 。

　　６）労使関係は，資本主義体制における労働組合の存在の合理性と ，団体交渉によ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（１７３）
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　　　る資本＝賃労働関係の秩序づけである 。労便関係を，団体交渉の占めるそこでの

　　役割からとらえるとともに，労使関係を構成する労働組合の位置についての問題

　　　を，今日の論議において，現代の労使関係にｒ特有の問題」であることを，栗田

　　健氏は強調する（栗田健ｒ現代労使関係の構造』，東風大学出版会，１９７８年，序

　　　論）。

　　　　労働組合の存在の合理性を，ウェッ ブ夫妻の如く国民経済のｒ能率」の観点か

　　　ら説明することによっ て， また，資本＝賃労働関係の秩序づけについては，国民

　　　経済の果実の分配におげる正義とすることによっ て， 労使関係は経済関係を内容

　　　としてとらえられることを可能としてきた 。

　　７）労働基準法の附属法令としては，労働基準法施行観則，労働安全衛生法，女子

　　　年少者労働基準規則，事業附属寄宿舎規程，関連法令として，労働者災害補償保

　　　険法，最低賃金法，職業訓練法，船員法，雇用保険法がある 。

　　８）労働３権制限の具体的基準は，判例の上では全逓中郵事件の判旨が全農林警職

　　　法反対スト事件に継承された。しかし，全逓中郵事件の判旨が設定した職務の公

　　　共性の４つの基準は，なお抽象的で全農林警職法反対スト事件の判決まで，下級

　　　審の判断を混乱させた。全逓中郵判決では，争議行為の制隈 ・禁止の最初の合憲

　　　判決である国鉄弘前判決が国民全体の奉仕者と公共の福祉を中心にしたのに対

　　　 し， 職務の公共性が判旨の主要部分をなしている 。全農判決は，さらに「国民全

　　　体の共同利益」という基準を付げ加えた（阿久沢亀夫『図解 ・労働法』補訂版，

　　　立花書房，１９８１年，１５べ 一ジ）が，しかし，労使関係において，労働組合のｒ国

　　　家的責任」が求められるという杜会状況を反映したものといってよかろう 。

　　９）一般企業，公企業，公務員などによっ て個別的 ・集団的労働関係が成層化さ

　　　れ，諸相を移成する 。

　１０）使用者の範囲は，労働基準法上の義務者として，事業主，事業の経営担当者 ，

　　　その他その事業の労働者に関する事項について，事業主のために行為するすへて

　　　の者としている（労基法第１０条）。　このようにその権限と責任において使用者概

　　　念は確立される 。労働基準法上の法違反の責任を追求するために，使用者の範囲

　　　を広く観定し，現実的状況にあわせて労働者の保護が図られている（前掲ｒ改訂

　　　解釈通覧 ・労働基準法』，５３べ一ジ）。

　１１）１９６９年に発足した労働基準法研究会がとりまとめた「労働基準法研究会報告

　　　　　労働債権の履行確保関係　　」（１９８０年）は，ｒ雇用関係が複雑な雇用形態」

　　　の法律関係の明確化，「後目無用の摩擦が生じることは労使双方にとっ てマイナ

　　　スであるので，解釈の相違が生じないように契約の文書化などによりあらかじめ

　　　契約内容を明確化」するよう行政指導を強めるよう主張している 。

（１７４）
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　（２）労働関係と労使関係

　法的に秩序立て，観整することによっ て従属的労働関係を克服しょうとする

場合に，国家法，自主法を法源とする労働と生活の基準を演緯する労働行政は
，

おのずからその範囲を限定される 。すなわち，法的に秩序立てられた労働関係

は， 労働法体系の法源に規定された適用範囲からくる限界をもつ。たとえぱ ，

例外からくる欠陥を防止するという理由で適用除外例を定めていることもその

例である 。しかし，この適用除外例の限定が，法と事実との間の問隙を実状に

即して埋めようとする意図を技術的に示すものであることは理解しえたにして

も， 実状の改善に対するその中立性は，基準そのものの普遍性を制約すること

になる 。そこで，基準の効力拡張が課題となる 。

　法と事実の問の問隙は，法的に秩序立てられた労働関係の例外としてのみ存

在するわげではない。労働契約を基礎にした労働関係という限定からして，当

事者たる労働者と使用者の関係が契約関係を超える場合に生じる当事者の関係

領域が存在している 。もちろん，集団的労働関係において団体交渉が妥結し，

締結された労働協約は，組織的 ・制度的条項（労使協議会，苦情処理委員会などの

組織，運営に関する条項など）を含んでいる 。　したが って，労働協約の内容から

すれば，労働関係は労働契約を基礎としながらも ，それを超える領域の関係と

なっ ている 。また，そのことは，労働法体系が，国家法とともに自主法をも含

むものであることによって，労働関係の領域拡張は正当づげられている 。たし

かに，以上のように法源との関係からみて労働関係の領域拡張が根拠づげられ

てはいるが，事実のもとで国家法との問に問隙が生じているはかりか，自主法

についても同様の問隙を生む構造的要因が存在している 。すたわち，労働協約

を締結する団体交渉において，交渉 レベノレ と当事者および交渉対象事項の範囲

なとから規定される団体交渉の形態一全国 ・　般協定を想起すれはよい一によ

っても ，また，労働協約の組織 ・制度条項に基づく場合が多いとはいえ経営協

議会などによる協議が，交渉の前提とされたり交渉にとっ て替わることによっ

ても ，労働関係の領域拡張が発展する 。

　労働関係の領域拡張は，法的に秩序立てられた労働関係としてみれば，国家

　　　　　　　　　　　　　　　　（１７５）
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法を法源とする領域にたいし自主法を法源とする領域のもつ比重が大きくな っ

てきていることによる 。さらに加えて，経営協議会たどにおげる労使協議の比

重が増加することは，団体交渉とは異た って協議に関する法的性格が不明確で

あることから，労働関係の総体としてみれぱ，その性格をしだいに変化させて

行くことになる 。かくて，労働者と使用者の関係は，労働契約を基礎とする労

働関係として把握するだけではすまない拡がりをもっ てきているといえよう 。

もちろん，それでもなお領域拡張した労働関係として，労働関係を軸にしてと

らえることの重要性を否定すべくもたいが，拡張した領域をもカバーするもの

として，労使関係という概念を設定し，法的に秩序立てられ，規整された労働
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）
関係の領域拡張を表現することは，労働関係の実態に照らしてその必要性を主

張することができよう 。

　ところで，労働関係が国家法や自主法なとに基ついて成皿する基準によっ て

評定される以上，労働関係の成皿範囲は制約をうげる 。この制約は，法と事実

との問の問隙として現われ，法の適用が困難な事実について，これを適用除外

例として限定するか，あるいは別個の基準を設定するかをもっ て対応されるこ

とになる 。別個の基準を設定することは，　般的な労働関係とは別に家内労働

関係を法認することに他たらたい。また，労働法体系の法源に照らしてみて ，

労働関係の成皿条件は大企業と中小企業とでは，その成立の範囲を異にしてい

る。 中小企業の場合に，団体交渉をもち労働協約を締結しうるものは限られて
　　　　　　　　１３）
いるのが現状である 。労使の慣行にしても ，集団自治の力量に制約されて中小

企業のそれは必ずしも確固たるものとはいえたい。こうしてみると ，労働関係

の領域拡張の傾向も，企業規模別に見た場合に，拡張の度合が一様でないこと

を知るであろう 。すなわち，労働関係の領域拡張が，法的に秩序立てられる領

域を超えて拡張し，労使関係としてとらえ直された場合に，現実の状況からす

れぱ大企業の，しかも男子労働者を中心にしたものに限られることになる 。

　大企業の，男子労働者を中心とした労使関係を，「目本型労使関係」として

特徴づげるのに，終身雇用，年功制，企業別組合によっ て性格づげられるのが

　般的である。その場合に，労使関係という概念を，どのように観定するか

　　　　　　　　　　　　　　　　　（１７６）
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ということがまずは明らかにされていなげればならたい。労使関係は，雇主
（ｅｍｐ１ｏｙｅｒ）と被用者（ｅｍｐ１ｏｙｅｅ）との関係 ＝使用者と労働者の問の労働力の取引

をめくる交渉によっ て成皿する雇用関係としてとらえられてきたとい ってよい 。

しかも ，労使関係の当事者間の関係は，労働者と経営者との関係（ｒ使用者 ・従

業員関係」＜ｅｍｐ１ｏｙｅｅ　ｅｍｐ１ｏｙｅｒ　ｒｅｌａｔ１ｏｎｓ＞）（「組合 ・経営関係」＜ｕｎ１ｏｎ－ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

ｒｅｌａｔ１ｏｎｓ

＞）の２つのそれぞれの関係と両者の相互の関係としてとらえられてい

る（隅谷三喜男ｒ労働経済の理論』東京大学出版会，１９７６年，１１３～１１４べ一ジ）。 「使用

者・ 従業員関係」と「組合 ・経営関係」は，法制上からみれば個別的労働関係

と集団的労働関係といいかえうるであろう 。もちろん，労使関係を「体制内に

『制度化』＜Ｉｎｓｔ１ｔｕｔ１ｏｎａ１１ｓ１ｅｒｕｎｇ＞された側面における階級間の諸間題」

（同上書，１０２べ一ジ）とするかぎりでいえることである 。個別的労働関係におげ

る労働契約，労使の慣行は，年功制，終身雇用という目本型特質をそこに見眠

すであろうし，集団的労働関係におげる労働組合と団体交渉では，交渉単位の

特殊性として企業別組合を析出することになる
。

　労使関係が，個別的労働関係と集団的労働関係の二重構造で把握された場合シ

その「体制内に『制度化』された側面」におげる分析は，経済学の対象として

は市場論のもとに置きなおされる 。労働力（商品）の取引，契約関係が労働力

市場の間題として分析されるのは，ごく自然の成り行きである 。しかし，労働

力市場の分析は，労働力（商品）取引の，供給側，需要側それぞれの要因分析

と需給関係，競争関係としてとらえられるものである 。また，こうした労使麗

係分析では，労働組合にしても ，この市場関係のもとでのその機能が解明され

るに過ぎない。資本と賃労働との関係として労働力（商品）の取引関係がとら

えられ，それが，資本と資本との関係とは異なる内容を明らかにすることこそ

が， 経済学的分析である 。もちろん，資本と賃労働の関係（分配と交換）は，資

本と資本の関係（分配と交換）のもとに包摂されている 。労働生産物が商品形態

をとることを基礎とするかぎりで，資本と資本の関係は，商品生産 ・流通を支

配する法則としての価値法則に規定されるし，資本が形成され，所有と労働カミ

分離するや，資本と賃労働の関係は剰余価値法則に規定される 。したが って ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ７７）
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賃労働に独自な経済学の領域は，論証抜きだが，いま念頭においているのは ，

資本所有の形態のもとの労働，労働と労働の疎外を内容とする賃労働の展開で

あり ，その特殊領域は資本と賃労働の分配，交換を観定する階級閾争論である 。

それは，いいかえれほ労働者主体の問題領域である。もし，そのように理解す

るならぱ，労使関係の経済学的内容は如何なるものとたるであろうか 。

　労使関係の経済学としては，第１に，杜会的に必要な労働の質的揚定にかか

わる内容，すなわち，ｒ現に在する杜会的に正常な生産諸条件と労働の熟練と

強度の杜会的平均度」（ｒ資本論』（１）， 岩波文庫版，７４べ一ジ）に規定される労働の

質についての具体的展開である 。すなわち，労働の杜会的性格が，労働生産物

自身の対象的性格に反映するという廻り道のもとで成立する労働の格と等級に

よっ てとらえられた個別的労働（有用労働）にかんする揚定である 。個別的労

働のこの格と等級づげは，職務についての規制，集団自治にとっ て観制の対象

となることの間題である 。第２に，近代杜会の杜会的基準としての労働基準の

経済学的内容である 。この労働基準を，価値法則とかかわらしめて明らかにす

ることである 。この問題は，労働者主体の回復をとおして，資本機能の制限に
　　　　　　　　１４）
かかわるものである 。第３に，相対的過剰人口の累積のもとで発生する労働基

準からの生活基準の乖離，すなわちこの乖離をもたらす失業の間題である 。労

働保険や解雇観制によっ て彩成される雇用保障の内容は，資本の過剰蓄積に対

する観制である 。労使関係の経済的内容としては，失業をこの過剰蓄積にかか

わらして問題にすることが，とくに現代資本主義のもとでは重要である 。第４

は， 労働基準の具体的水準をあらわす諸契機として，賃金，労働時問，安全 ○

衛生などの領域である 。もちろん，労働基準の設定，その基準の現実水準とし

ての具体化は，労使の集団的自主交渉，階級闘争の結果に他ならない。それは ・

階級闘争が賃労働論の特殊理論としてとりあつかわれることの反映である・階

級闘争が賃労働論の特殊理論であることは，あたかも競争が，資本　般の理論

にたいし特殊理論の対象とされるのと同じである 。

　しかしたがら，労使関係は，これを経済学の対象として限定するならば資

本・ 賃労働関係として商品生産におげる呪物性のもとに含まれた労働老を・領

　　　　　　　　　　　　　　　　　（１７８）
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有法則の転回に即して明らかにする賃労働論の展開にとどまるべきであろう
。

しかしながら，労使関係を経済学としての賃労働論にとどめて置くことは，国

民経済学批判の立場からは許されないことである 。もともと ，賃労働論は，商

品生産と商品流通の敢得の法則，私有の法則の帰結である所有と労働の分離を ，

その克服の展望のもとで明らかにするものと理解されるからである 。そうでな

ければ，特殊理論として階級闘争を対象とする意味もなくなる 。かくて，労使

関係の理論領域は，経済学のしたが って賃労働論の領域にとどまりえない。疎

外からの回復，労働者主体の問題として階級闘争をも理論領域に含めようとす

るならば，国家の問題を登場させる必要がある 。もし，そのように理解するこ

とが許されるたらぱ，所有と労働の分離の克服の局面は，国家機能を媒介にし

た資本機能の制限としてとらえられることになろう 。このような局面は，資本

主義を前提とする以上は，経過的な局面として当面のものである 。

　労使関係は，法的に秩序立てられた労働関係が拡張されるとともにその周辺

部での法的性格が稀薄になるもとでの資本と賃労働の関係である 。そのことか

らすれほ，その労働関係の法 ・制度的保障において貫徹する私的所有に基づく

自由権の展開，すなわち杜会権として資本制経済秩序，したが って資本制法秩

序を前提にして，この労使関係は承認されるものである 。

　元来，市民法秩序は「私所有権の絶対」と「契約自由の原則」を支柱にし ，

人をもっ ぱら「財産権の担い手」あるいはその可能性と予定し，この方式のも

とにすべての人の生活が確保されうるという考え方を基調としている 。しかし，

この方式のみでは必らずしもすべての人が生活を確保できないという現実を契

機として，「労働もまた，少なくとも ，私有権とならんで，それ自体として ，

生存を確保する１つの支柱でなげればならない」とする認識に立ち，「市民法

秩序に対する修正の契機が内包されている」という主張が生まれる 。かくて ，

労働は，財産権とともにｒ生存を確保せしめるための１つの独立の手段」であ
　　　　　　　　　　　　ユ５）
り， 労働による生存の確保の実現も，資本主義秩序のもとにおげる１つのｒ公

共の利益』であり ，そのためには，財産権の，なんらかの制限も可能である」

ということになる（石井照久『要説 ・労働法』，弘文堂，１９７１年，１０～１１ぺ 一ジ）。 こう

　　　　　　　　　　　　　　　　　（１７９）
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して，労働関係の法的秩序立ては，市民法秩序の修正ではあ っても ，それを否

定するものではなく ，その意味では，自由権の展開とみることができよう 。

　また，労働法をして，「労働者そのものの生活関係に関する法」であり ，「労

働者すたわち労働の意思と能力とを有する者が『労働者としての人格』の側面

において展開する生活関係を規整の対象とする」（前掲ｒ要説 ・労働法』，３～４

ぺ一ソ）という主張がされる 。この主張は，労働法が「労使関係をにらんで展開

される生活関係」の規整を目的とするというものであ って，この場合の「労使

関係」は，労働契約により使用者と労働者がとり結ぶ関係，すなわち労働契約

の関係とされている（同上書，４ぺ一：■）。 この「労使関係（労働契約の関係）」をそ

の典型的な場とする労働者の生活関係を規整することが，労働法の対象である

ということである 。労働者の生活関係を権利義務の方式を通して展開し，守 っ

ていくとすれぽ，個別的労働関係とともに集団的労働関係　　個別的労働関係

は「常態的」に集団的労働関係をともなう　　を承認する必要がある 。しかし ，

「労使関係」をめぐる諸関係は，労働関係に対する法規整のみではなく ，杜会

保険（例えぽ労働者災害補償保険，厚生年金保険，健康保険など）の方式による関係を

も含む。この杜会保険の方式は，職業紹介や失業扶助 ・救済などとともに，労

働関係を超えるものである 。「労使関係をめくる諸関係」（同上書，１８～２０ぺ一ソ）

は， 労働者と使用者の関係に，国家が主体 ・当事者として関係するとき，それ

はすでに労使関係　　法的に秩序立てられた，あるいは観整された労働関係の

領域拡張のもとにおげる労動者と使用者の関係　　の範囲を超えたものとた っ

ている 。もしも，「十分に工業化された杜会では工業化過程で企業経営者，労

働者および政府の演じた相対的た関係や役割りとはかかわりなく ，以上３者の

すべてが職場および職場集団の規則作成，適用，運用に主要た部署をもつよ

うにたる 。工業杜会の労使関係制度は真正な３者構成である」（カー／タソロヅ

ブ／ハービソソソ／マイヤーズ共著 ・中山伊知郎監修／川田寿訳『イソダストリアリズ

ム　エ業化におげる経営者と労働一』，東洋経済新報杜，１９６８年，４５ぺ一ソ）と理解

すれば，それはすでに労働契約を基礎とする労働関係を軸にして理解される労

使関係とは内容を異にしている 。職場および職場集団の観則作成と運営に当 っ
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ては，経営者，国家，労働団体の問の力の位置づげ，規則作成権限の配分の点

で・ 非常に大きな相違をもつ多様な制度的関係がありうる（同上書，２４７べ一ジ）

とし・その場合にそれぞれの主体のもとにニリート（ｒ専門的な指導者」）が彩成

され，それらによっ て交渉がもたれることが制度的に保障されるという 。また ，

ここでの「労使関係制度」は，労働者，国家，経営者を包摂し，「すべての労働

者の抗議を統制し，複雑な規則を設定する権力 ・権限関係を規定しうる機能に

役立つ」。それは，ｒすべて共通の技術と市場条件に依存する多くの同様な規則

を設定する」ものである（同上書，２４３べ 一ジ）。 ｒ労使関係制度」の以上のよう

な機能は，　ｒイソタストリァリスム」の杜会に不可欠のものとされているかぎ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ６）り， 労便関係は杜会 システムにセットされて理解されているものとい ってよい 。

　かくて，労使関係は，労働契約を基礎とする労働関係を軸にして，労働関係

の規整される領域が拡張されたもとにおける労働者と使用者の関係であり ，労

働者の生活関係の全領域には及ばない。したが ってこの生活関係が労働関係を

超え，その領域拡張を超える関係については，別のより大きた概念が設定され

る必要がある 。この新しく設定される概念は，杜会 システムにかかわるもので

はあるが，それを経済学の領域に限定してとらえ，そのうえで政治制度を包含

した杜会 システムとして理解すべきであろう 。そのようなものとして，労働制

度を，政治制度の経済的内容としてとらえる場合の中心として概念化してみよ

うというのである 。

　　１２）労使協議機関の設置状況は，目本生産性本部労使協議制常任委員会の調査

　　　　（１９７６年）によ汕ま，８９．３％の企業に及び，企業揚模１０，ＯＯＯ人以上では９８．１％と

　　　な っている 。しかも，団体交渉と労使協議の関係では，団体交渉と労使協議を区

　　　別するもの３７．１％（１０，Ｏ００人以上では５１ ．Ｏ％），労使協議を団体交渉の事前協議

　　　とするもの３８．４％（同，２８．６％），労使協議と団体交渉を同一とするもの２４．５％

　　　（同，２０．４％），概して，企業規模の小さいものについて，団体交渉と労使協議を

　　　同一とするものが多く ，企業規模の大きいものは，両者を区別しているといえ

　　　る 。

　　　　企業揚模が大きくなるほど，労使協議制は，企業，事業所，職場の各 レベルに

　　　設置されることが多く ，とくに昨今は新技術の導入や労働者意識のｒ変化」によ

　　　 って，職場労使関係の重要性が認識されてきている 。職場 レベルの労働条件の改

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１８１）
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　　善にかかわる要求がふえ，他方で職場小集団活動が経営側から提起され定着して

　　　きているなかで，職場 レベノレの労使関係の重要性が認識されてきたのである 。こ

　　　の職場におげる団体交渉と労使協議との関係からすれば，団体交渉より労使協議

　　　にゆだねられる場合が圧倒的に多い。しかも ，事実上の交渉がなされているケー

　　　スも少狂くない（目本生産性本部『職場労使関係の研究　　事業所 ・職場の労使

　　関係と労使協議制などに関する事例調査報告』（労使協議制常任委員会報告８２） ，

　　１９８２年，１～３べ一ジ） 。

　１３）企業規模別にみた労働組合の推定組織率は，５００人以上規模で６２．０％，１００～

　　 ４９９人揚模で２８．８％，３０～９９人規模で８．１劣（１９８０年）と推定されている（目本生

　　産性本部ｒ活用労働統計』（！９８１年版）による民間企業についての目本生産性本

　　部活用労働統計委員会の推計）。 労働協約締結率が８～９割，企業規模の小さい

　　　ものほど低いことからすれぱ，労働関係の観整は，大企業中心のものといいうる

　　であろう 。

　１４）拙稿「現代資本主義と労働基準」（１），（２），ｒ立命館経済学』第３２巻第４号，第

　　　５ ・６合併号を参照されたい 。

　１５）　ｒ労働は資本制経済秩序のもとにおいては商品であるが，商品である人問労働

　　は，一般の商品と異たり ，いわゆるｒ売り惜しみ』に適しない。……人問労働は

　　労働力を提供することによっ てのみ生活しうることが一般であるから，『売り惜

　　　しみ』は，いわぱ自己の生存の危険において，これをたすほかはないものであ

　　　る 。そのため商品労働の担い手である労働者は，その生活を確保するために，労

　　働カを『投げ売り』したげれぱたらない破目に一追い込まれやすい。この意味で

　　は，各個の労働者は必らずしも近代的な労働条件を確保しうるとは限らない。し

　　かし人間労働の性質上，最小限その労働人格の確保，具体的には『労働の再生産

　　性』を確保せしめるようたものとして，労働の対価その他の労働条件を確保せし

　　めることが必要であり ，この点について特別の法的配慮を必要とする」　（石井照

　　久『要説 ・労働法』，弘文堂，１９７１年，８ぺ一ジ）という主張がある 。こうした主

　　張は，「財産権と労働とが，それぞれの人に，その生存を確保せしめるための１

　　つの独立の手段であること，したがって労働による生存の確保を実現さすことも

　　　また，資本主義の秩序のもとにおける１つのｒ公共の利益』であり ，そのために

　　は，財産権の，たんらかの制限も可能であるということが明らかにされたことと

　　　の関連において，私有権の絶対性に対する反省の契機が内包されている」（同上

　　書，１１べ 一ジ）という展開につたが っている 。そこでは，経済学として一貫した

　　説明，すたわち資本と賃労働の関係におげる矛盾の展開としてではたく ，労働人

　　格から近代法秩序の修正が説かれている。そうした論理は，ｒ労働経済論」でい

　　　うところのｒ賃労働論」と同質のものでしかたい 。

　１６）＜労使関係＞研究の新次元，それは「“来るべき新しい在会毛あ毛あの枠組み ９
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であり ，それもその中軸に新しい＜労使関係＞のあり方をセットしたシステム」

（中西洋ｒ＜労使関係＞研究の新次元」ｒ目本労働協会雑誌』Ｎｏ．３００．１９８４年４ ・

５合併号，６５ぺ一ジ）という主張がある 。この主張の目新しさは，＜労使関係＞

の実証にそ って，ｒ対象の行為をその究極の動機の理解にまで押しつめて考えよ

うとする見地」（同上，７２ぺ一ジ）をとり ，ｒ＜思想＞の質に関する議論」をもち

こもうとするところにある 。こうして「杜会科学的認識の基軸に《価値》判断カミ

位置づげられるべき」とすることによっ て， 「自己の価値体系（その限りでの全

くの主観）を，（イ）人類の精神史の　　少なくとも近代のそれの一変転に即し
て， また，（口）同時代の，自国他国の種々の価値体系との対比において，その歴史

的位相を確定する移で，相対化＝客観化する」（同上，７２へ一ソ）作業に向わし

められる 。昨今の杜会的状況のもとでは，研究者の＜思想＞を問題にすることの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポリテイカル ・ヱコノミ・

意味は共感を陣ぶものではあるが，「新しい政治経済学」の内容自体が如何なる

ものであるかが重要である 。それがイメージする体系をｒ＜生活＞の観点から ，

換言すれぱ人問あ白己美尭の見地を強調しつつ，把え直そうとする」（同上，６７

べ一ジ）場合に，資本は，そして私的所有はどうなるのか，こうした問題につい

ての回答如剛こよっ ては，その意図は＜善＞を究極の主題とするという杜会科学

から離れていくこともありうるのではないか。「主体」からではなくｒ客体」か

らの出発として，何よりも現状に＜悪＞を見るのか，見ないのか，その＜悪＞の

根源は何か，という間題は，杜会科学にとっ て， ＜善＞を究極の主題とするとき

に必要はないのか 。

　（３）労働制度の成立

　労使関係が，労働契約を基礎とした労働関係を軸に理解されるべきだとすれ

ば， 労使関係を，ダソロッ プなどのように「職場集団の実態的規則を決定した

り， それらを決定する権限をもつ者の守るべき手続きや責任の設定」（前掲ｒイ

ソダストリァリズム』，４５べ 一ジ）だとすることに同意できる 。ただし，従属的労

働関係の克服のための法的秩序立て，つまり規整をともなうという限りにおい

てである 。労働関係の規整を規則と運用としてとらえるならぱ，規則の設定と

運用にとっ て果たす役割に相達はあるものの，企業経営者，労働者のみたらず

政府をふくめた三者構成とみることができる 。しかし，労働契約を基礎におく

以上，公務労働者たとを別とすれは，労働者と使用老を当事者とする関係であ

って，政府を当事老に加えることはできない。政府を加えた三老構成は，杜会
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保険においてしか考えられない。挽則の作成，適用，運用におげる政府の役割

は， 労働関係におげる観整においてである 。この場合の政府の役割は，国家諸

装置の機能に基づく国家権力としてのものであり ，それは行政である 。

　また，労使関係制度が，労働者，経営老，国家を包摂し，「すべての労働者

の抗議を統制し，複雑な観則を設定する権力 ・権限関係を規定する機能に役だ

つ」（前掲ｒイソタストリアリスム』，２４３べ 一：■）ものとするたらほ，労使関係は ，

規則作成，適用，運用が及ぶ範剛こよっ ては企業経営における意志決定に関与

するものとなる 。すなわち，労使関係は，労働契約を基礎におく労働関係に限

定されるならば，それは労働契約において明示される労働条件の範囲というこ

とにたる 。労働基準法第１６条は，使用者が労働契約を締結するに当 って賃金 ，

労働時間その他の労働条件を明示することを義務づげている 。なお，明示すべ

き労働条件の具体的範囲は，同施行観則第５条で次のように定められている 。

〈１）就業の場所及ぴ従事すべき業務に関する事項，（２）始業及ぴ終業の時刻，休憩

時問，休目 ，休暇並びに労働者を２組以上に分げて就業させる場合におげる就

業時転換に関する事項，（３）賃金の決定，計算及び支払の方法，賃金の締切り及

び支払の時期並びに昇給に関する事項，（４）退職に関する事項，（５）退職手当その

他の手当，賞与及び最低賃金額に関する事項，（６）労働者に負担させるべき食費，

作業用品その他に関する事項，（７）安全及び衛生に関する事項，（８）職業訓練に関

する事項，（９）災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項，¢◎表彰及び制裁に

関する事項，帥休職に関する事項とな っている 。明示されるべき内容が，施行

規則に義務づげられている範囲　　明示すべき方法は，「一定の賃金に関する
　１７）

事項」を除き，書面，口頭のいずれでもよく ，また明示すべき事項の大都分は

就業観則の必要記載事項であるので，就業規則の提示と説明でよいというのが

行政の見解　　だとすれぽ，企業経営そのものに係わるものではたい。しかし ，

集団的労働関係において締結される労働協約の内容によっ ては，企業経営に係

わることもありうる 。もともと，労働協約の内容は，記載すべき内容について

法律上のきまりはない。　般的には，賃金 ・労働時間などを定める協定のよう

に， 個別的労働関係においてのみ実現されざるをえない部分と ，使用者と組合

　　　　　　　　　　　　　　　　　（１８４）
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との関係を定める協定，たとえぱ唯一交渉条項，平和条項，団体交渉の委任禁

止条項などのような集団的労働関係を適用の場とする部分，さらに，ユニオ

ソ・ ンヨッ プ協定，解雇に組合の同意を要するとなす協定，いわゆる解雇同意

条項などのようた集団的労働関係を適用の場としつつ，個別的労働関係と密接

に関連する部分とがある（前掲ｒ要説 ・労働法』，２０１～２０２べ一ジ）。 労働協約の内

容のなかで，人事条項にかんして決定の具体的な基準や手続が定められている

場合には，労働組合法第１６条にいうｒ労働条件その他の労働者の待遇に関する

基準」と同じ効力をもつものとされる（外尾健一ｒ労働団体法』現代法学全集４０
，

筑摩書房，１９８０年，６２６ぺ一ジ）。 配転 ・出向 ・派遣，昇進，降職などの人事異動

にかんし，協約上その基準が具体的に定められている例は多いし，賞罰につい

ても ，その種類 ・方法，決定方法，具体的基準を取決めておく場合が多い。解

雇についても，協約上大幅な制限を設げる場合が多い。人事条項のうちのこれ

らの条項は，これまで法律上争いの多かった取決めである 。転勤命令権，解雇

権はもとより ，通常人事権について，協約による組合の関与は，「労働契約に

より使用者が取得する労働力処分権」に属するとされる人事権にたいし，　ｒ労

働者の待遇そのもの」であるので，使用者の一方的な決定に任せず，できるだ

け労働者の声を反映せしめ，相互に納得した線でこれを決定しようとする意図

にもとづくものである（同上書，６２６ぺ一ジ）。

　労働協約の人事条項の如く ，決定の具体的基準や手続を取決める場合，労働

組合の企業経営への関与，いいかえるならば経営参加とこれを見ることができ

る。 しかし，経営権，人事権に対する関与の態様は，付議事項の敢扱い方，す

なわち説明，報告，意見聴取，諮間，協議，審議，合議，協議決定，同意，諒

解などさまざまな方法において示される 。諮問によっ て経営者の権限のほしい

ままの行使を抑制，あるいは援助を与えようという消極的なものから，労使の

意思の合致（同意）ないし協カ（協議 ・承認）によっ て処理しようとする積極的

な関与までを含めて考えられる（同上書，６３１べ 一ジ）。 いずれにしても ，労働組

合の関与が，「労働条件その他の労働者の待遇に関する基準」についての取決

めの効力に準ずるものであるかぎり ，労働関係の範囲内の問題である 。経営 ・
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生産事項，生産利益の配分などの経営参加事項は，本来の労使協議制に付議さ

れるべきものである 。ただ，現実には，職場におげる交渉が困難であることや ，

団体交渉と労使協議との区別が判然としない実態があ って，労働関係のすべて

が団体交渉で処理される状況にはたい。こうして労働問題の法的規整に明瞭な

部分と不明瞭な部分が生じ，経営参加が，法的規整されて確実となる部分とそ

うでない部分とが生じることになる 。たとえぱ，労働協約の人事条項で，具体

的基準が明確である場合には法的な効力が認められ，経営参加ともなる 。とこ

ろが，わが国の労使協議制のもとでは，経営事項（経営方針，生産事務の合理化 ，

会杜の業績，経理，組織機構の新設改廃，企業の海外進出），生産的事項（生産計画 ，

設備計画，新機械技術の導入，生産性の測定，提案制度の事項処理）などについて ，

報告 ・説明でほとんど処理されているのが実態である 。このように，わが国の

現状では，経営参加事項は，労働契約に関係するかぎりで，しかも限定的に労

働関係に包摂され，法的に競整されるに過ぎない。経営参加事項の多くは，ま

たその中心的部分は，法的揚整の明瞭でたい労働関係の縁辺部に位置つげられ

ている 。そして，われわれは，この縁辺部を含めた労働関係におげる労働者と

使用者を当事者とし，労働契約を基礎とする関係の拡張されたものとして労使

関係をとらえてきたのである 。かくて，労使関係の中では，労働関係の拡張さ

れた領域に，限定された経営参加事項が含まれている 。

　以上資本と賃労働の関係は，法 ・制度的には労働関係におげる使用者と労働

者の問の労働契約関係であることと ，しかも，これらの当事者の関係が労使関

係として拡張されることについて明らかにしてきた。また，この労使関係にお

いて，資本と賃労働の関係のもとで資本が剰余価値を生産するという関係に基

本的な変更はたいが，労働関係の法的な規整によっ て制約され，資本機能が一

部観制されることも明らかにしてきた。しかし，いまや，労働関係の維持 ・継

続を問題にしなげれはならない。労働者と使用者を当事者とする労働契約関係

を基礎とすることによっ て， 労働契約が解約ないし終了された場合，労働協約 ，

就業観則なとに設定された義務が残るが，労働契約関係は終了する 。労働契約

関係は終了したとしても，労働関係までもそれに伴って消滅するものとは限ら
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ない。たとえぱ集団的労働関係において，組合員が解雇された場合に，被解雇

者が解雇の効力を争ったり ，解雇は承認するが退職金たど解雇の条件を争うと

きには，組合員資格を従業員に限定した労働組合規約のもとで，当該労働者は

組合員たる地位を失うものではないと解される（前掲ｒ労働団体法』，１２９～１３０ぺ

一ジ）からである 。それぱかりではない。労働契約の解約あるいは終了が，病

気， 老齢，失業，出産，死亡たどの事由によっ て発生することから，こうした

事由によっ て発生する事項にたいし自主的に対処することが労働者に求められ

る。 すなわち，労働者運動が示すところにょれぼ，共済組合をつくっ て， これ

らの事項にたいし労働者は自主的に対処してきた。他方，国家的な救貧制度は ，

強制労働を観定する残虐止法と並行して実施されてきたが，これらは，労働契

約関係に労働者を追い込む鞭の役割を果たすものであ った。労働老の疾病，労

働災害，失業が増加する独占資本主義段階において，いまや自主的た共済制度

では対応できなくな ってきた。他方国家的救貧制度にしても ，新救貧法による

救援抑制の意図は，１８７３年に始まる大不況を境に大量の失業が発生したことに

よっ て破産していた。こうして，独占資本主義段階の大量の失業は，労働者と

使用者との関係を労働契約関係の限界内にとどめておくためにも ，共済制度や

救貧制度の破産を救う杜会的措置を要請することとな った。いまや，国家が乗

りだすときであ った。国家の役割は，労働関係の継続を保障するか，労働関係

という制度を崩壊させたいような別の関係で補足するかであ った 。

　すなわち，労働関係にたいする国家の関与は，あらたな領域として杜会保険

や職業紹介を実施するものとな った。それまでは，労働関係の規整において関

与するものであり ，共済制度にたいし保護奨励することに終っていた。杜会保

険において，国家は事業主体となる 。また，この国家の関与においては，その

経済的内容としては，所得の再配分であるといえる 。この場合の所得の再配分

は， 賃金の再分配にとどまらず，賃金と利潤の分配にもかかわるものであ って ，

その意味で基本的に賃金間題である 。杜会保険のことく ，国家が事業主体とし

て現われ，労働契約関係にたいする国家の責任は，労働関係の法的な規整と ，

労働関係を，その関係の外において補足するところの杜会保険なと事業主体と
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しての責任として強化されるものとなる。この国家の責任あるいは国家機能に

よっ て， 労働者と資本家を国家に統合することが可能となる 。こうした国家に

おいて，近代法秩序の修正が進み，労働者の主体回復も進む。

　国家的権力による規制とともに，国家の事業活動とによっ て， 対立する労働

者階級と資本家階級とが，近代法秩序のもとに統合され，そこに政府，資本家，

労働者の関係が形成される 。この三者の関係を，「労使関係」（広義）とか，産
　　ユ８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９）

業関係とか称する 。また，「労使関係 ンステム」という場合もある 。

　この場合の広義の「労使関係」におげる国家は，労働関係にたいする法的た

規整が，たとえは労働組合の争議行為にたいする規制　　交渉単位，交渉事項 ，

争議手段なとについての規則作成とその適応 ・運用におげる紛争にたいする行

政上およひ，司法上の判断　　のように，具体的な諸関係，すなわち政治的制

度を形成することにおいて，国家の権力的関与の実態をたすものであること 。

国家の労働関係にたいする権力的関与によっ て形成された法的秩序，すなわち

近代法的秩序の修正秩序が，いわゆる産業関係に他ならない。しかしながら ，

労働関係にたいする法的揚整をとおしての近代法的秩序の修正秩序によっ て，

労働者階級を国家のもとに統合し切れるものではない。そのことは，失業が慢

性的に増大し相対的過剰人口の累積が飛躍的に増加する独占資本主義の段階を

想起すれは足りるであろう 。これらの失業者層をふくめて労働者階級を国家の

もとに統合するには，労働関係にたいする法的観整，したが って国家権力の発

動だげでは不十分校ことは明白である 。いまや，近代法的秩序の修正は，杜会

保険，とりわげ労働保険によっ て補足されねぱならなくな った。すなわち，そ

こでの国家機能は，権カ的側面と事業主体的側面との両面において，対抗する

階級の統合を果たすものとなる 。そして，このような国家による統合のもとの

労働関係において，ひいては行政に支えられた労使関係において，一定の杜会

的条件（危機）のもとで コーポラティズム（団体統合主義）が成止するのである 。

　ところで，労働関係を コァとした労使関係と ，労働者保険，さらには杜会保

険をも含むものとして制度化された資本と賃労働の関係を，われわれは労働制

度と口乎称してきた。労働制度という呼称を，いわゆる産業関係（Ｉｎｄｕｓｔｒ・ａ１Ｒｅｌａ一
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ｔ・ｏｎｓ）と区別したのは，イソタストリアリスムにしても「産業民主制」（Ｉｎｄｕｓ－

ｔｒｉａｌ　Ｄｅｍｏｃｒａｃｙ）にしても同様であるが，１つには国家権力の関与のみならず，

国家の事業主体としての関与をも含む国家の統合機能のもとに統括されたもの

として把えようとしたことによる 。そして，２つには，法 ・制度的に統括され

たものとして把えることが，そのまま国家を形成するものでもなく ，「杜会制

度」として国家に代位しうるものでもないということで，区別したのである 。

労働制度は，たしかに国家の階級統合機能に一よっ て法 ・制度的に規整され，労

働者 ・使用者を当事者として関係づげられた政治的制度ではあるが，この政治

レベルの制度を，経済的 レヘルの内容としてこれを把握しようという次第であ

る。 本来的に政治的 レベルのものである労働制度を，経済的 レベルのものとし

てとらえるために，第１に，資本と賃労働の関係を資本家と資本家の問の商品

生産 ・流通の問題においてとらえることが求められる 。私的労働が杜会的労働

となるための廻り道，すなわち労働生産物が商品形態をとり ，それによっ て

「人問労働の等　性は，労働生産物の同一なる価値対象性の物的移態をとる」

（マルクスｒ資本論』（１），１３１ぺ一ジ）がゆえに派生する諸困難と ，その解決のプ ロ

セスをとおして成立する制度，主体回復の道として，労働制度を政治的 レベル

ではなく経済 レベルの問題として理解することを主張してきたのである
。

　労働制度は，私的労働の杜会的性格が，総労働にたいする生産者の関係，し

かも商品交換関係，労働と所有の分離において表現されるという廻り道をとる

という ，いわぱ質的規定によっ ている 。そのうえで，資本の支配下の量的規定，

資本と賃労働との間のしたがって労働力商品をとおしてのこの分配と交換が生

産と消費を媒介するに当 ってもたらす諸困難，すなわち労働基準と生活基準の

乖離，この諸困難の解決のプ ロセスが杜会的に承認されて形成されたものが労

働制度である 。つまり労働制度は，労働基準の杜会的承認を制度として表現し

たものである 。ここに第２の分析領域がある。労働基準の杜会的承認が，近代

法秩序の修正としての団結法，工場法による規則と水準形成の保障，労働保険，

職業紹介の事業による労働関係への復帰 ・導入の保障なとを，国家からの疎外

回復の杜会的ブ ロセスにおいて彩成された制度としてそれは表現されている 。
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　以上のごとく ，労働制度は，一言で表現すれほ，労働基準の杜会的承認を制

度によっ て表現するものではあるが，そのことをもっ て杜会体制とすることも ，

国家そのものとすることもできないことは明らかである 。ましてや，この労働

制度をもっ て， あたかも１つの国家彬態とすることはできない。もちろん，労

働制度という概念は，このように現代資本主義の危機において発生する，いわ

ゆる「共同体国家論」にたいする批判の武器となるという消費的意味をもつだ

げのものではたい。労働制度のもとでの労働者主体の発展を基礎として，労働

制度と国家諾装置との相互関係が国家構造にあたえる影響を，歴史の流れに・従

って評価することが，現代資本主義の危機の本質を解明する最も基本的た方法

だとい ってよかろう 。労働制度と国家装置との相互関係は，たとえぱ，労働制

度にたいする法的秩序立て，すなわち規整が国家権力の行使としてたち現われ

るということを示している労働組合の争議行為にたいする規制をめぐる政治的

対抗をとりあげてみれぱよい。この対抗が処理される法的，行政的，かつ司法

上の対応を，法 ・制度とその機能としてとらえれぱ，労働制度と国家諸装置と

の相互関係が国家権力と労働者との問の対抗をなし，伸裁制度と公共政策の歴

史のうちに，国家構造へあたえる影響の一端が示されていることを理解できよ

う。 国家構造のこのような全体としての在りようが，とりわげ企業にたいし・

その機能，さらには構造にあたえる影響において，労働者権利の保障と拡張と

ともに資本機能が制限されることを基準にして歴史的に評価されることにたる 。

もし，資本機能が制限されても，労働者権利の保障と拡張がみられないならば，

そうした国家構造を内容とする国家形態は，民主主義とは全く別のものとな っ

てしまうであろう 。

　　 １７）労働基準法施行観則第５条第２項は，命令で定める方法として，賃金に関する

　　　事項のうぢ，労働契約の締結の際における賃金の決定，計算及び支払の方法並び

　　　に賃金の締切り及び支払の時期に関する事項については，これらの事項が明らか

　　　となる書面を労働者にたいし交付するよう定めている 。

　　　　なお，命令で定める方法によっ て明示されねぱならたいこととた ったのは ，１９７６

　　　年の賃金の支払の確保等に関する法律の制定にともなうものである（労働省労働

　　　基準局編著『改訂解釈通覧 ・労働基準法』，総合労働研究所，１９８１年，８８ぺ一ジ）。
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１８）隅谷三喜男氏の整理に従えぱ，政 ・労 ・使の三考の関係を示すものとして，わ
　が国ではｒ労使関係」＜ｌａｂｏｒ－ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｒｅ１ａｔ１０ｎｓ＞という概念が使われ，西

　欧では，産業における諸関係を総括してｒ産業関係」＜ｍｄｕｓｔｒ１ａ１ｒｅ１ａｔ１ｏｎｓ＞と

　いう用語が一般的に使用されているという 。その理由として，氏は，わが国で

　は・主要た関心が企業におげる従業員と雇主，あるいはその集合体としての労働

　者階級と経営者との関係に向げられたからであるという 。貧乏の問題や失業問題

　が大きな杜会問題とたり健康保険や失業保険によって政府が労使の間題に関与

　し，労使の衝突 ・紛争に，資本制経済の枠内でのノレー ルを制定しようとして，政
　府がｒ公共政策」＜Ｐｕｂｌ１ｃ　ｐ０１１ｃｙ＞の担い手として関与するという政 ・労 ・使三

　者の構成を表現する「産業関係」という用語とは別の用語法が用いられるとされ

　る〔隅谷三喜男『労働経済の理論』，東京大学出版会，１９７６年，９３～９４べ一ジ）。

１９）森五郎氏は，労使関係（ｍｄｕｓｔｒ１ａ１ｒｅｌａｔ１ｏｎｓ）７こ，「目本的労使慣行」を含めて

　　「目本の労使関係 システム」として把握されようとする 。したが って，そこでの

　労使関係は，ｒ雇用関係が一般的にな った歴史的段階での産業杜会において，使

　用者階級と労働者階級との問の杜会的秩序を秩序づげている全構造的な杜会的諸

　関係であ って，この杜会的諸関係のあり方は，その産業杜会がおかれた文化的杜

　会的経済的技術的たどの諸環境要因によっ て規定されると共に，政府の杜会 ・労

　働諸政策によっ て揚制されたものである 。そしてこの杜会的諸関係は，具体的に

　は公式および非公式な諸ルーノレの構造およびそれの運用による機能として表わ

　れ，それらを規定する環境的諸要因やそれらを揚制する杜会 ・労働政策の変動に

　対応して変動する」（森五郎編著『日本の労使関係 システム』，目本労働協会，

　１９８１年，５ぺ一ジ）といわれる 。

（１９１）




