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イントロダクション

1986年に労働者派遣法が施行されてから早や30
年近い年月が経った。労働者派遣法の変遷については
後に詳述するとして、まず市場の変化をみておきたい。
厚生労働省の「労働者派遣事業の事業報告」による
と、1995年度の派遣労働者数は61万人である。その
後、派遣労働者数は増加し続け2008年度には399万
人にまで達したが、同年度をピークに派遣労働者数は
下降し始め、2012年度には245万人にまで減少して
いる。派遣労働者数の増減には経済状況が関係してい
るのはもちろん、労働者派遣法の改正も影響がある。
2003年に行われた同法改正で、2004年 3月からそれ
まで禁止とされていた「物の製造」の業務について労
働者派遣が解禁となったことを受けて、同年以降、製
造現場で働く派遣労働者が急増し、それが派遣労働者
の急増につながった。その後に減少に転じたのは、同
時期のリーマンショックによる景気後退で企業が雇用
調整を余儀なくされたのがひとつの要因だが、そのほ
かにも一部の派遣会社による違法派遣の摘発、日雇派
遣に対する不信感などがあり、さらには、労働者派遣
法や労働契約法の相次ぐ改正を受けて、派遣から契約
社員やパート・アルバイトへの「直用化」を図る企業
が増えたことが少なからず影響しているとみられる。
減少したのは、派遣労働者数だけではなく、派遣先の
数も2008年度のピーク時から6割程度にまで減少
し、労働者派遣事業の売上高も同じく減少している。

出所　厚生労働省「労働者派遣事業の事業報告の集計結果」（各年度）
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出所　厚生労働省「労働者派遣事業の事業報告の集計結果」（各年度）
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出所　厚生労働省「労働者派遣事業の事業報告の集計結果」（各年度）

売上高の推移（億円） （単位　億円）
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労働者派遣法は誕生以来、何度も改正がなされてい
るが、そのたびに規制緩和と規制強化の間を行ったり
来たり迷走している感がある。本年（2014年）、労働
政策審議会の答申を経て、政府は改正法案を通常国会
に提出した。その内容は、これまでの専門26業務の
業務区分を撤廃し、すべての業務について最長3年の
期間制限とすることなどを含んでいたが1、同法案は結
局廃案となり 2、さらに11月の国会においても廃案と
なった 3。次回の国会へ再提出される見込みである。
次章ではこれまでの労働者派遣法の変遷を紹介し、
課題について論じる。

1	 今回の改正案では期間制限の考え方について変更があった。これ
までは、就業の場所ごとの同一の業務について派遣労働者の受入
れ期間の上限が3年であったが、改正法案では①個人単位の制
限、②派遣先単位の制限へと変更されている。

2	 改正法案が廃案となったのは法案の条文に重大なミスがあり、野
党が取り下げを要求したためである。結局、審議入りすることも
なく廃案となった。

3	 衆議院の解散により、審議途中で先送りされ廃案となった。
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労働者供給事業、労働者派遣事業、請負の関係について

「供給契約にもとづいて労働者を他人に使用させることを事業とする労働者供給事業」は、職安法 44条により禁止されている。戦前
の日本においては、悪質な労働者供給業者などが、就職をあっせんする代わりに労働者から賃金の一部をピンハネするような行為が頻
繁に行われていた。戦後すぐに制定された職安法は、このような事態が発生しないよう、使用者と労働者の間に中間業者が介在する労
働者供給事業を禁止した。ただし、労働組合等が、労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる（職安
法第 45条）。他方、民法の業務処理請負契約にもとづく他企業労働者の利用は、労働者供給の受入れとは異なるとして、これを許容し
ている。しかし、労働者供給契約ではなく業務処理請負契約の形式をとっている場合であっても、労働者を提供しこれを他人に使用さ
せる者は次の 4要件を満たさなければ、労働者供給事業を行う者として取り扱ってきた（職安法施行規則第 4条）。
①作業の完成について事業主としての財政上、法律上のすべての責任を負うこと。
②作業に従事する労働者を指揮監督すること。
③作業に従事する労働者に対し使用者として法律に規定されたすべての義務を負うものであること。
④自ら提供する機械、設備、機材もしくはその作業に必要な材料・資材を使用し、または企画もしくは専門的な技術・経験を必要とす
る作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものではないこと。
ところが、1970年代に入り、多くの産業で、労働者を他人に使用させ、料金を得る派遣事業が広がった。これは職安法第 44条で禁

止されている「労働者の供給」にあたると指摘されたが、政府は、現実に数多くの労働者が派遣就労し、雇用慣行となりつつある状態
を重視して、これらの労働者を保護し、かつ、事業規制を導入して派遣事業の適正化を図る必要があると判断。労働者派遣事業を職安
法により禁止される労働者供給事業から切り離して合法化する、「労働者派遣法」を 1985年 7月に制定した（1986年 7月 1日施行、
1999年 12月 1日改正法施行）。1985年制定の労働者派遣法とそれに伴う職安法の改正によって、「自己の雇用する労働者を、当該雇
用関係のもとに、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる」労働者派遣が、「労働者供給」の適用範囲から
例外的に除外された。また、親子企業や関連企業間では、自己の雇用する労働者をその雇用関係は維持しつつ他企業との雇用関係に入
らせる「出向」と呼ばれる人事異動が行われている。こうして、現行法上は、他企業労働者の労働力利用の主要形態は、労働者を提供
する企業と受け入れる企業間の、①業務処理請負、②労働者派遣、③出向、という 3つの類型の契約によって可能とされている（菅野
2012）。

＜欧米と比較した日本の労働者派遣の特徴＞
①沿革
労働者派遣事業は、1960年代にアメリカで始まった人材ビジネスである。企業が一時的に（“temporary”に）人員を必要とする場

合に、自ら求人活動や候補者の選考をするよりも、他の企業から労働者を貸してもらった方が便利であるという点に目を付けた者が、こ
れをビジネスとして行うようになったのが、労働者派遣事業の始まりである。アメリカの労働者派遣が、「一時的かつ臨時的な」労働力
の貸し出しを行うことを原則とするのに対して、日本の労働者派遣は、「専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務」と「特別の雇
用管理を行う必要があると認められる業務」に限定して、労働者供給事業の例外として認められたものであり、一時的・臨時的な就労
形態という性格は弱い。欧米のような temporary workではなく、dispatched workであった。
②近年の国際的規制動向
アメリカの場合、連邦レベルでは日本のような労働者派遣法がなく、規制はほとんどない。州レベルではいくつかの州が労働者は派

遣事業につき登録制や許可制を義務付けているものの、広範な規制はない。ただし、看護師など医療関係者を対象とする派遣事業につ
いては、一部の州が比較的詳細な規定を定めている。
一方、欧州の場合、2008年 11月、EU労働者派遣指令が成立し、同年 12月 5日に発効した。これにより、加盟国は 2011年 12

月 5日までに本指令を国内法に適用しなければならなくなった。本指令の成立に長く反対を表明していた英国も、ようやく重い腰をあ
げて、2010年 1月に本指令の内容に沿った派遣労働者規則を議会に提出した。本指令は、労働時間、時間外労働、休憩・休息、夜間
勤務、休暇・祝日、給与を均等待遇の範囲として規定し、さらに、出産・育児休暇の取得、正規従業員の求人に関する情報、社内食堂
などの共用施設の利用、教育訓練の機会などについても、正規従業員と同等の権利を保証している。ただし、たとえば企業年金や法定
水準を上回る傷病手当、あるいは持ち株制などを含むかどうかなど、均等処遇を必要とする給与の範囲については各国の法制・労使協
定等に任せている。EU労働者派遣指令や欧州諸国の状況からは、派遣労働者への処遇については保障を厚くし、業務制限や派遣事業そ
のものについては規制を緩和する、という姿勢が伺える。

参考資料　菅野 2012　菅野和夫『労働法（第 10版）』弘文堂（2012年）
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労働者派遣、請負、労働者供給事業の関係

参考資料　厚生労働省HP

派遣元事業主 派遣先事業主

雇用関係 指揮命令関係

派遣労働者

労働者派遣とは「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係のもとに、
かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる
こと」（労働者派遣法第 2条第 1号）をいい、労働者派遣事業とは労
働者派遣を業として行うことをいう」（労働者派遣法第 2条第 3号）。

＜労働者派遣事業＞

請負会社 注文主

雇用関係

労働者

労働者派遣事業と請負の区分
①労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら
行っているか

②労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自
ら行っているか

③始業、終業、休憩時間、休日休暇等に関する指示その他の管理を自
ら行っているか

④残業、休日出勤の指示その他の管理を自ら行っているか
⑤労働者の服務上の規律に関する事項について指示その他の管理を
自ら行っているか

⑥労働者の配置、変更等の決定を自ら行っているか
⑦業務処理に要する資金につき、すべて自らの責任のもとに調達、支
弁しているか

⑧業務処理にあたって法律に規定された事業主としてのすべての責
任を負っているか

⑨業務処理に必要な機械、設備、機材または材料を自ら調達している
か（消耗品的な物は除く。また、専門的な技術もしくは経験を必要
とする業務はこの限りでない）

以上、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する
基準」（昭和 61年労働省告示第 37号）

＜請負＞

供給元 供給先

労働者

支配関係
（雇用関係、親分子分的な
封建的支配関係）

雇用関係または
指揮命令関係

労働者供給とは、「供給契約にもとづいて労働者を他人の指揮命令を
受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣法第 2条第 1号に
規定する労働者派遣に該当するものを含まないもの」をいう（職業安
定法第 4条第 6項）。労働者供給における供給元、供給先および供給
労働者の三者の関係は、次のいずれかとなる。
（ア）
①供給元と供給される労働者との間に支配従属関係（雇用関係を除
く）があり、

②供給元と供給先との間において締結された供給契約にもとづき供
給元が供給先に労働者を供給し、

③供給先は供給契約にもとづき労働者を自らの指揮命令（雇用関係を
含む）の下に労働に従事させる。

（イ）
①供給元と供給される労働者との間に雇用関係があり、
②供給元と供給先との間において締結された供給契約にもとづき供
給元が供給先に労働者を供給し、

③供給先は供給契約にもとづき労働者を雇用関係のもとに労働に従
事させる。

＜労働者供給事業＞
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1．労働者派遣法の変遷と今後の課題

（1）労働者派遣法の変遷

1 労働者派遣法の制定から2012年改正に至るまで
労働者派遣法が制定された1985年まで、人材派遣
という仕組みは職業安定法第44条によって原則禁止
とされ、わずかに労働組合が行う労働者供給事業が認
められていただけだった。しかし、法律の規制にもか
かわらず、外資系企業の上陸に伴い、1970年代から
人材派遣の実態が拡大し、何らかの法規制が必要であ
るという認識のもと、法制化のための調査が行われ、
1985年に「労働者派遣事業の適正な運営の確保およ
び派遣労働者の就業条件の整備に関する法律」（労働者
派遣法）が制定されるに至った（1986年 7月施行）。
これにより、「自己の雇用する労働者を・・・他人の指
揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる
ことを業として行う」労働者派遣事業が制度として認
められるようになった（労働者供給事業との違いにつ
いては先述の図を参照のこと）。
制定当時の労働者派遣法は、いわゆるポジティブリ
スト方式を採用して、一部の業務（制定当時は13業
務、その後26業務に拡大）を例外的に指定して労働
者派遣事業を認めていた。また、労働者派遣事業を、派
遣労働者が常用労働者のみである特定労働者派遣事業
と、登録型の派遣労働者を派遣する一般労働者派遣事
業に分け、前者については厚生労働大臣への届出制、後
者については労働者保護の観点から厚生労働大臣の許
可制とした。
その後、労働者派遣法は何度か改正されている。主
要なものだけを紹介すると、1999年の改正では労働
者派遣事業を臨時的・一時的な労働需給調整のために
労働者派遣事業が原則自由化され（ネガティブリスト
化、自由化業務については派遣期間の上限1年）、2003
年の改正では自由化業務についての派遣期間の延長、
専門26業務については派遣期間の撤廃、雇用申込み

義務の新設 4、「物の製造」業務への派遣解禁（派遣期間
1年）、紹介予定派遣の法制化が行われた。
冒頭でも述べたように、2003年の法改正で「物の
製造」業務への派遣が期間制限つきながらも解禁とな
り、それが派遣労働者の急増に至った。厚生労働省の
労働者派遣事業報告をみると、製造業務に従事した派
遣労働者の数は2008年時点で約55.8万人となり、全
派遣労働者に占める割合が27.6%に達するまでに拡
大した（2008年 6月 1日時点の人数）。ところが、リ
ーマンショック後の著しい景気後退によって大量の派
遣労働者が解雇あるいは雇止めされ、翌2009年には
製造業務に従事する派遣労働者数は約25.4万人に大
きく減少し、全派遣労働者に占める割合も16.2%に縮
小した（2009年 6月 1日時点の人数）。このいわゆる
「派遣切り」が社会問題となり、派遣労働者の保護を高
める必要性が切迫したことが、2012年の法改正につ
ながった。現行法となるその内容は以下の通りである。

2 2012年法改正の概要（同年10月1日施行、ただし
（ウ）の労働契約申込みみなし制度については2015

年10月1日施行）
（ア）事業規制の強化
・	日雇派遣（日々または30日以内の期間を定めて雇
用する労働者派遣）の原則禁止（適正な雇用管理に
支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場
合、雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外、そ
のほか禁止の例外として政令で定める業務につい
て派遣する場合、60歳以上の人、雇用保険の適用を
受けない学生、副業として日雇派遣に従事する人、

4	 雇用申込み義務は、自由化業務と専門26業務の場合で内容が異
なっていた。自由化業務については3年まで派遣が認められるこ
ととなったが、契約期間が1年以上の場合には、その派遣期間を
超えて派遣先が派遣労働者を同一場所の同一業務に継続して使
用する場合、派遣先は派遣労働者に対して雇用契約の申込みを行
わなければならない。専門26業務については、同一場所の同一
業務に3年を超えて継続的に同一の派遣労働者を受け入れてい
る派遣先が、同一業務に労働者を直接雇入れるときは、その派遣
労働者に雇用契約の申込みをしなければならない。
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（2）今後の課題

これまでの労働者派遣法改正の傾向は、派遣事業に
ついては大幅に規制を緩和しつつも、労働者保護の側
面については規制を強化するというものだったが、そ
のために労働者派遣法は他の先進諸国に例をみない複
雑でわかりにくい規定と制度の産物となり、労働者派
遣に直接かかわる派遣労働者、派遣会社、派遣先の誰
にとっても利益となりにくい法律となった。冒頭で触
れた2014年改正案は、そのわかりにくい法律をわか
りやすくするためのものでもある。

1 特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別
撤廃
現行制度では、労働者派遣事業には届出制の特定労
働者派遣事業と許可制の一般労働者派遣事業があるが、
その区別を廃止し、すべての労働者派遣事業を許可制
とする。

2 労働者派遣の期間制限
現行制度は、専門26業務とそれ以外の業務を区分
し、前者については期間制限なし、後者については原
則1年（例外3年）と期間を制限しているが、この業
務区分を廃止し、すべての業務に共通する派遣労働者
個人単位の期間制限（3年）と、派遣先の事業所単位
の期間制限（3年、一定の場合に延長可）を設ける 5。な
お、無期雇用の派遣労働者、60歳以上の高齢者等につ
いては、期間制限を設けない。

3 派遣労働者の均衡待遇の確保、キャリアップの推進
派遣元事業主と派遣先の双方において、派遣労働者

5	 個人単位の期間制限については、派遣先の同一の組織単位におけ
る同一の派遣労働者の継続的な受入れは3年を上限とし、事業所
単位の期間制限については、派遣先の同一の事業所における派遣
労働者の継続的な受入れは3年を上限とするが、受入れ期間から
3年を経過するときまでに過半数労働組合等から意見を聴取し
た場合には、さらに3年間延長できる。

主たる生計者でない人を派遣する場合は例外とな
る）。

・	グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を
離職後1年以内に派遣労働者として受け入れること
を禁止。

（イ）派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善
・	派遣元事業主に対して、一定の有期雇用の派遣労働
者について無期雇用への転換推進措置を努力義務
化（雇用期間が通算1年以上の有期雇用の派遣労働
者の希望に応じて、期間の定めのない雇用に転換す
る機会の提供、紹介予定派遣の対象とし、派遣先で
の直接雇用を推進、無期雇用の労働者への転換を推
進するための教育訓練などの実施、のいずれかの措
置をとることが努力義務となった）。

・	派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に
従事する派遣先の労働者との均衡を考慮（同種の業
務に従事する労働者の賃金水準や派遣労働者の職
務の内容・成果、意欲、能力、経験などに配慮しな
ければならない）。

・	派遣元事業主のマージン率などの情報公開を義務
化（派遣労働者は、インターネットなどで派遣会社
のマージン率や教育訓練に関する取組みなどを確
認できる）。

・	雇入れ等の際に、一人当たりの派遣料金額を明示
（派遣会社と労働契約を締結するとき、派遣先に実
際に派遣されるとき、派遣料金が変更になったとき
に派遣料金の額が明示される）。

・	労働者派遣契約の解除の際の、派遣元および派遣先
における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業
手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務
化。

（ウ）違法派遣に対する迅速かつ的確な対処
・ 違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りな
がら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先
が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだもの
とみなす。
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めの取組み強化を盛り込んでいるが、それよりも派遣
労働者への不合理な取扱いを禁止する法制を導入すべ
きだという見解や（水町2011）9、派遣労働者に対する
最低賃金を設けるべきだという主張もある（仁田
2011）。いずれにせよ、労働者派遣法の在り方につい
ては、今後も活発な議論が繰り返されるだろうが、当
事者である派遣労働者の意見や要望に対してより積極
的に耳を傾ける必要がある。

＜参考資料＞
水町 2011　水町勇一郎「『格差』と『合理性』―非正規労働者の不利益
取扱いを正当化する『合理的理由』に関する研究」　社会科学研究第 62
巻第 3・4合併号（2011年、東京大学社会科学研究所）　
仁田 2011　仁田道夫「非正規雇用の二層構造」社会科学研究第 62巻第
3・4合併号（2011年、東京大学社会科学研究所）　
JILPT 2014　日本労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較
2014」
鎌田 2014　鎌田耕一「派遣労働の法政策」『労働法の争点』（2014年、
有斐閣）

＜その他の参考文献・資料＞
厚生労働省「2012年（平成 24年）派遣労働者の実態調査の概況」
労働政策審議会建議「労働者派遣制度の改正に関する報告書」（2014年
1月 29日）
三浦和夫編著『人材派遣会社の作り方・儲け方』（2004年、ぱる出版）
小嶌典明『労働市場改革のミッション』（2011年、東洋経済新報社）
国立国会図書館「労働者派遣法改正の主要論点」調査と情報― ISSUE 
BRIEF ―NUMBER 816（2014年 3月 4日）

9	 しかし、一部の欧州諸国とは異なり、産業ごとの職種・グレード
別協約賃金が存在しない日本では、派遣労働者についてこうした
規定を導入するのは難しい（鎌田2014）。

の均衡待遇確保のための取組みを強化するとともに、
派遣元事業主は派遣労働者のキャリアアップ推進のた
めに計画的な教育訓練等を実施する。

今回の改正案は、労働者派遣法をわかりやすくする
という点では評価できる内容だと思われる。特定労働
者派遣事業と一般労働者派遣事業の区分を撤廃し、ま
た、業務区分を廃止し期間制限を一本化することで、こ
れまでよりもすっきりとした制度になるだろう。
現在、派遣労働者の9割弱は登録型派遣だが、その
多くは2カ月から3カ月の短期契約を更新しながら、
長期にわたって同じ派遣先の同じ職場で働いている。
現行法のもとでは、専門26業務について期間の制限
がなく、一定期間後に仕事を失う恐れは小さい。しか
し、改正案では業務にかかわらず3年という期間制限
があるため、派遣労働者は派遣先で就労を始めてから
3年後に職を失うのではないかという不安を感じるか
もしれない。上限に達する派遣労働者に対しては、派
遣先への直接雇用への依頼、新たな派遣先への提供、派
遣元での無期雇用化その他雇用安定措置のいずれかを
講ずるとあるが、直接雇用が労働条件の向上につなが
るとはかぎらず6、派遣労働者の半数程度は派遣労働者
として働き続けることを希望していることや7、派遣先
に対して派遣契約期間を長くしてほしいという要望を
持つ派遣労働者が少なからず存在することをみると 8、
期間制限の設定が必ずしも派遣労働者の利益となると
はいえないだろう。
また改正案は、派遣労働者の「均衡待遇」確保のた

6	 派遣先での直接雇用は有期雇用の契約社員や嘱託社員、あるいは
「限定正社員」であってもよく、派遣労働者よりも労働条件が悪
くなることもありえる。

7	 「2012年（平成24年）派遣労働者実態調査の概況」によれば、
派遣労働者の今後の働き方に対する希望は「派遣労働者として働
きたい」が43.1%、「派遣社員でなく正社員として働きたい」が
43.2%と、ほぼ半々の回答になっている。

8	 上記の調査では、派遣先へ要望がある派遣労働者のうち37.7%
が「派遣契約期間を長くしてほしい」と希望している（複数回
答）。
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象とする事業について許可制を採用している。また、看
護師派遣を含む医療分野の派遣について規制を採用し
ている州は2010年の段階で16州・特別区ある（リ
クルート2010、小嶌・藤川2006）。
また、マサチューセッツ州では「派遣労働者の知る
権利に関する法律」が2012年に制定され、2013年
1月 31日から施行されている。この法律は、人材派
遣会社が派遣労働者に業務に関する基本情報を書面で
通知することを義務付けるほか、人材派遣会社が派遣
労働者から登録料や仕事の紹介料などを徴収すること
を禁止している。同州では悪徳な派遣会社が州最低賃
金未満の賃金で派遣労働者を雇ったり、規定の時間外
労働手当を支払わなかったり、派遣労働者から仕事の
紹介料を違法に徴収したりするケースが相次ぎ、それ
が同法の制定につながった（The	Boston	Globe	
3/6/2014	“Temp	Agency	Warned	by	State”）。
しかし、アメリカ全体で、規制が限定的であるから
といって派遣労働者数が爆発的に増えているわけでは
ない。確かに1980年代以降、派遣労働者数は急激に
伸び始め、1982年の段階では民間雇用者に占める割
合がわずかに0.6%だったのが、1990年には1.3%、
2000年には2.4%、2014年には2.5%にまで拡大し
た（U.S.BLS	CES、藤川1998）。
医療派遣、特に看護師派遣は、恒常的な看護師不足
の状態にある病院や医療福祉施設でのニーズが高く、
成長している分野である。派遣労働者の賃金は、学歴
や職歴の違いもあって、比較対象となる正社員よりも
低いのが一般的だが、正看護師、准看護師、看護助手
といった看護職に就く派遣労働者の賃金は正社員より
も高いことが少なくない。シフト制や長時間労働が珍
しくない看護の現場では、正規職員の確保が難しく、そ
のため政府から求められる定数を満たすために、不足
分を派遣で補うというのが恒常的になっている。需要
が逼迫すればするほど派遣料金は高くなる（小嶌・藤
川2006）。看護師派遣を行う事業所では、派遣看護師
に対して登録時にボーナス（sign-on	bonus）を支給

2．アメリカにおける人材派遣と
 非正社員化

（1）人材派遣の誕生と発展

アメリカで人材派遣ビジネス10が誕生したのは今か
ら60年以上前に遡る。エルマー・ウィンターとアー
ロン・シャインフェルドという2人の弁護士が期限の
迫った案件のために急きょスタッフが必要となった際、
かつて彼らの弁護士事務所で働いていた人に応援を頼
み、事なきを得た。これをきっかけに2人は「必要な
ときに、必要な人を、必要な期間だけ派遣する」とい
うビジネスを思い付き、マンパワー社を設立したとい
う（三浦2004）。これは1948年、イリノイ州でのこ
とだ。1950年代になってマンパワー社は他州にも活
動を広げるほか、イギリス、フランスにも事業を拡大
し、1960年代には日本を含むアジアにも進出した。
また、別の大手人材派遣会社であるケリー・サービ
ス社も歴史は古く、創業は1946年である。現在の人
材派遣のビジネスモデルを開発したパオイオニアとし
て知られるウィリアム・ケリーは、同年にラッセル・
ケリー・オフィスサービスを創設し、1950年代から
60年代にかけて全米からカナダに事業を拡大した（以
上、Kelly	Services	HP参照）。
こうしてアメリカで人材派遣がビジネスとして確立
し、発展していったわけだが、それが可能だったのは、
法的規制がきわめて少ないという土壌があったからだ。
アメリカには日本のような労働者派遣法はなく、事
業参入規制も連邦レベルでは存在しない。州レベルで
みても“Temporary	Help	Services”	事業について許
可制を採用しているのは1州のみで、3州が登録制を
採用しているにとどまる（2012年時点）。ただ、職種
や分野を限定して、規制を設けている州はいくつかあ
り、たとえば、テキサス州は未熟練の日雇い派遣を対

10	 ここでは日本の労働者派遣と区別するために、「人材派遣」とい
う用語を用いることとする。



05.派遣・構内請負・アウトソーシング禁転載

9［2015.03.06］

労働政策講義 2015

門職に就く労働者に正社員よりも高い賃金を払う専門
職派遣が広がるようになった。人材派遣は、雇用の流
動化という点においても重要な役割を果たしている。
アメリカでは派遣労働者が派遣先に正社員として雇用
されることも多く、テンポラリーからパーマネントへ
の移行が柔軟に行われている。正社員と比較すると学
歴や職歴、教育訓練という面で不利な立場にある派遣
労働者が多いが、派遣としての経験がクッションとな
って、テンポラリーとパーマネントの橋渡しをしてい
る（藤川1998）。アメリカの労働市場が自由かつ柔軟
であることが、人材派遣の発展と進化につながったの
だといえるだろう。

するところもある。
このようにアメリカにおける人材派遣はその誕生か
ら60年余りの間に、労働力の供給という点でも、機
能や役割という点でも大きく発展してきた。とはいえ、
民間雇用者に占める派遣労働者の割合はわずか2.5%
であり、この数値は1990年代後半からほとんど変化
していない。規制がない状態だからといって、人材派
遣が常用代替の役割を果たしているわけではないこと
に留意しておく必要がある 11。
もともとアメリカでの人材派遣は、臨時的・一時的
な雇用を企業と労働者に提供するというのが主な役割
だった。それが発展する過程で、常用雇用へのステッ
プとしての機能（temp	to	hire）が加わり、さらに、専

11	 アメリカにおいても派遣労働者をめぐる問題点は数多く議論さ
れている。代表的なものは、①派遣労働者の賃金が正規労働者と
比べて低い、②派遣労働者の社会保険適用率が低い、③派遣労働
者やリース労働者の雇用差別、④短期派遣労働者による雇用保険
濫用、⑤労災保険率に関する問題、などである（藤川	1998）。ア
メリカ連邦議会においても、こうした問題は頻繁に取り上げられ
ている。

出所　U.S. Bureau of Labor Statistics, Current Employment Survey, （Seasonally Adjusted）.
注）データは各年 6月の数字。2014年の数字は予測値。
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業者に任せて根幹事業に集中したいと考える企業が少
なくない。PEOを利用する最大のメリットは雇用管理
の負担軽減であるといっても過言ではなく、特に中小
企業にとってこのメリットは大きい。PEOの事業者団
体（NAPEO,National	Association	of	Professional	
Employer	Organizations）によれば、利用者の多く
は従業員数が20名以下の中小企業だという。
PEOの歴史は意外と古く、1970年代に遡る。1972
年にカリフォルニア州で設立された「従業員リース」
（employee	leasing）を行う会社がその起源であると
いわれる。その後、従業員リース事業は拡大し、税法
上あるいは雇用法上問題が多く発生するようになった
ため、多くの州が何らかの規制を設けるようになった
（藤川1999）。一方、事業の拡大とともに「従業員リ
ース」つまり、「従業員を貸借する」という名称が問題
視されるようになり、1980年代から、この名称に代
わる形でPEOという名称が使われるようになり、
1984年にはPEOの事業者団体NAPEOが誕生した。
この頃から、PEOは従業員リース事業とは異なる事業
であるというスタンスをとるようになった。PEOは顧
客企業に労働力を提供するのではなく、サービスを提
供するという点で従業員リースと異なるというのが
NAPEOの言い分だが、実際には両事業の形態は酷似
しており、区別は難しい（藤川1999）。
また、アメリカ労働省労働統計局はPEOと従業員リ
ースを同事業として区分しており、州法上、従業員リ
ースとPEOを同一とみなしている州も少なくない。
PEOに関する雇用法上の問題とは主として、PEOが顧
客企業のもとに配置する労働者の使用者は誰か、とい
うものである。労働者派遣やPEOのように特定の労働
者について複数の企業（事業）が関係するという状況
では、常に「誰が使用者責任を負うか」ということが
問題となるが、アメリカではこのようなケースに「共
同使用者の概念」が適用される事例が少なくない。
「共同使用者の概念」とは、複数の使用者が同一の労
働者に対して広い指揮命令権を行使していたり、実質

（2）その他の人材ビジネスとアウトソーシング

アメリカでは、人材派遣が発展していった1960年
代にアウトソーシングの原型ともいわれる専門サービ
ス業が生まれた。その後、企業が競争力を高めるため
に構造改善に着手し始めた1970年代を経て、1980年
代に「アウトソーシング」という言葉が概念として定
着したといわれる（斉藤	1999）。アウトソーシングは、
情報システム部門を中心に始まり、その後全産業に広
がっていった。その市場規模に関する正式なデータは
ないが、2010年現在、数千億ドルに達しているとも
いわれる。また、最近の傾向としては、オンサイトマ
ネジメントの拡大があげられる。派遣会社が派遣先と
長期の契約関係にもとづき、派遣先事業所に大量の自
社スタッフと管理者を配置して自らスタッフの指揮管
理を行うオンサイトマネジメントも大企業の間に広が
っている（小嶌・藤川	2006）。こうしたビジネスは、
アメリカでは、一般にVOP（Venders	On	Premises）、
インソーシング、インハウス・サービス、オンサイト
マネジメントなどと呼ばれるが、呼称は一貫していな
い。
このほか、アメリカにはBPO（Business	Process	
Outsourcing）の一類型である採用業務代行に特化し
たRPO（Recruitment	Process	Outsourcing）や給
与計算および管理を専門とするPayroll	Serviceなど
多様な人材ビジネスがあるが、ここではPEO
（Professional	Employer	Organization）について紹
介しておきたい。

1 PEO

PEOとは、契約にもとづいて、顧客企業のために、
労働者の給与の支払いや諸給付、その他使用者として
の法律上および管理上の責任を継続的に引き受ける事
業形態をいう。アメリカの雇用労働法は連邦法と州法
が入り組み、広範かつ複雑であるばかりか、雇用に関
する法規制は年々拡大しているため、雇用管理は専門
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基本的なビジネスモデルは、国際的（とりわけイン
ド、中国、ブラジルなどの新興国）に移動する人材を
税制面で有利に、そして、効率的に活用できるよう管
理するというものだ（EY	2014）。企業のグローバル
化がさらに進むことを考えると、GEOの需要が速いス
ピードで高まるのは間違いないだろう。

＜参考資料＞
三浦 2004　三浦和夫編著『人材派遣会社の作り方・儲け方』（2004年、
ぱる出版）
リクルート 2010　リクルートワークス研究所「アメリカの人材ビジネス
2010：人材ビジネスの関連法規と規制」（2010年）
小嶌・藤川 2006　小嶌典明・藤川恵子「派遣労働を中心とした規制改革
と人材ビジネスの日米比較」『日本経済研究』No.53（2006年）
藤川 1998　藤川恵子「労働者派遣の現状と展望」季刊労働法 186号
（1998年）
藤川 1999　藤川恵子「従業員リースとその規制―アメリカの現状―」『阪
大法学』第 48巻第 6号（1999年）
Insperity 2012,“Annual Report 2012: A Platform for Growth,” 
Insperity （2012）. 

EY 2014, “Global Employment Organization,” Ernst & Young 
（2014）.

的な労働条件に関する事項に関与したりしている場合
には、当該複数の使用者は共同使用者の関係を構成す
る、という概念である（藤川1998）12。
なお、NAPEOによると、PEOで働く労働者数は
200万人から300万人というが正確な数字はわから
ない。また、人材派遣事業と比較すると、PEOについ
て何らかの規制を設けている州は多く、現在41州が
許可制、登録制、認証制などの事業参入規制を導入し
ており、現在、規制の導入を検討している州もある
（Insperity	2012）。
PEOに対する規制は事業参入規制だけではない。多
くの州は労災保険法上や失業保険法上にPEOに関す
る規定を設けている。細かな点では異なるものの、労
災保険料や失業保険税をPEOが支払うよう定めるの
が一般的だ（藤川1999）。

2 GEO

PEOに似た形で発展しつつあるビジネスモデル
GEOについて簡単に紹介しておきたい。GEOとは
Global	Employment（Employer）Organization	
（Outsourcing）の略だが、ビジネスの内容は国際間の
PEOといってよい。たとえば、アメリカやイギリスの
企業が外国で新規事業に取り組む際、当該企業のため
に、その国での人事一切を取り仕切るための会社を設
立し、その国の法律に従って、新規事業に必要な人材
を募集、採用、配置、管理するのがGEOである。

12	 アメリカでは、労働者派遣は登録型派遣が圧倒的に多く、一時的
な労働力を提供するのが一般的であるのに対して、PEOはPEO
会社とその従業員との関係が長期にわたることが多い。また、派
遣労働者は派遣期間に応じて複数の顧客企業で勤務するのに対
して、PEOの労働者はPEOに雇用されている間は、特定一社の
顧客だけのために働く。したがって、PEOの労働者の場合、顧
客企業との関係が密になる場合も多く、あらかじめPEO会社と
顧客企業との間で「共同使用者」としての取決めを交わしておく
のが一般的だ。つまり、PEO会社が労働者の指揮命令権を発揮
し、給与を支払い、連邦法上ならびに州法上の使用者となる一方、
労働安全衛生法等にもとづく使用者としての責任は顧客企業が
負う、といった文言を契約上に明記しておくのだ（小嶌・藤川
2006、藤川1998、藤川1999）。
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製造現場の生産工程での業務を比較的長期間請け負
う。日本における伝統的な構内請負はこの形が多い。

2 スポット事業（短期業務型請負）
顧客の繁忙期や業務量の増減にあわせて、必要な場
合に短期的にその業務を請け負う。

3 テクニカル事業（技術系請負）
技術的開発部門や開発工程に必要な仕事を請け負っ
たり、必要な人材を派遣したりする13。1990年代以降、
この形が増えつつある。

構内請負については、特に労働者の処遇や管理に関
連して、さまざまな問題が生じやすいが、主な問題点
を要約すると次のようになる。
①社会保険の適用
先に述べたように、現場労働者の社会保険の適用率
は相対的に低い。かつては、派遣労働者について指摘
されてきた問題であるが、構内請負の場合は、労働者
派遣とは異なり、厚生労働大臣の許可や届出も必要と
せず、労働者派遣法のような特別法もないため、なか
には労働者に対して社会保険・雇用保険を一切適用し
ない悪質な請負業者も存在しているのではないかと思
われる。
②不明確な指揮命令系統
その事業が派遣事業ではなく、請負事業であると認
められるためには、労働者に対する業務の遂行方法に
関する指示その他の管理を自ら行っている必要がある。
具体的には、現場に自社の管理者を置き、現場労働者
を管理しなければならない。ところが、実際にはその
ような管理者を置くことなしに、就労先の企業に管理
を任せている場合もあるようだ 14。これでは偽装請負

13	 人材のみを顧客に派遣する場合には、労働者派遣事業となるた
め、届出（特定派遣）または許可（一般派遣）が必要である。

14	 2000年5月に電機連合調査の一環として行った請負会社ヒアリ
ング調査による。

3．構内請負とアウトソーシング

（1）構内請負の現状

構内請負とは、生産工程の一部を請け負うことをい
う。事業所内請負と呼ばれることもある。日本におけ
る請負市場の規模は、製造請負に関しては、一時、3
兆円を超えるまでになったといわれる（木村2006）。
しかし、2004年の製造業務派遣解禁によって、請負
から派遣への移行が顕著にみられたため、市場規模の
縮小があったのではないかと思われる。
かつて、製造業務の需要が高まったのは、業務量の
変動に対応しつつ、労働コストの絶対額を削減するこ
とにあったと考えられる。直接雇用では急激な変動に
対応できないため、外部人材の活用が活発になったの
だろう。製造請負サービスには①賃金水準の抑制、②
作業の管理、③労務管理、④募集・採用の代行、⑤数
量的柔軟性の向上という5つの機能があるといわれる
が（木村	2006）、労働者派遣の機能と類似する部分も
少なくない。
しかし、請負事業の実態は必ずしも明らかではない。
多くの構内請負会社は、「他に分類されない事業サービ
ス業」に所属しているうえ、日系ブラジル人を含む多
くの外国人労働者が構内請負工として働き、また、業
務委託契約の形式で生産現場に入っている派遣労働者
が少なくない、といった特殊事情が実態の把握を難し
くしている（中馬2001）。2005年の調査によると、外
国人を活用したことのある製造業事業所は46.4%に
のぼっている（UFJ総研	2005）。外国人の導入理由で
もっとも多いのは「国内の人材不足」だが、外国人を
採用した場合の人件費が日本人の場合よりも安いとい
う事実もその背景にあるようだ。
ところで、構内請負を分類する方法はいくつかある
が、事業形態で分けると、次のような類型化が可能だ。

1 ライン事業（生産工程業務請負）
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2003年の労働者派遣法改正で「物の製造」業務へ
の労働者派遣が可能となり、製造現場では請負から派
遣へと事業形態を変える会社が相次ぎ、製造業務に就
く派遣労働者が急増した。しかし、2008年リーマン
ショック後の景気後退が派遣事業、とりわけ製造の分
野に大きな影響を与え、製造業務の派遣労働者は激減
した。さらには2012年の派遣法改正や労働契約法改
正で、企業にとって労働者派遣という雇用形態は扱い
にくいものとなった。そのため、製造業務派遣から請
負への転換を検討している会社も少なくない。派遣労
働者から請負会社の従業員になって、同じ製造現場で
働き続ける人も出ているが、それが労働者にとっては
たしてプラスになるのかは疑問である。

（2）偽装請負

請負労働者は、雇用主である業務請負会社から指揮
命令を受けるのが基本である。請負労働者の勤務する
事業場に顧客企業の管理者がいたとしても、その管理
者から指揮命令を受けてはならない。しかし、実際に
はこの基本が守られていないケースが少なくない。形
式上は請負形態をとりながら、実態は派遣形態をとる
会社が多い。
偽装請負は派遣法の制定当時からみられ、特に製造
業では大手企業において存在が顕著だった。しかし、
2005年頃に偽装請負の広がりが社会問題化し、全国
の労働局が立ち入り調査を強化するということがあっ
た。偽装請負が発覚した企業には、キヤノン、日立製
作所、松下電器産業系列企業、トヨタ自動車系列企業
など、日本を代表するメーカーの名前も多くみられた。
製造業においては偽装請負が常態化していたといって
も過言ではないだろう。
こうした事態を受けて、厚生労働省は2006年に偽
装請負の現状を洗い出すために、有識者による「製造
業の請負事業の適正化および雇用管理の改善に関する

と疑われかねない（偽装請負については後述）。就労先
の企業から指揮命令を受けると、雇用関係が不明瞭に
なり、現場労働者も「いったい自分はどこの会社の社
員なのか」といった疑問を持つことになる。
③複数の請負会社の共存
同じ現場に複数の請負会社が入っていることがある。
生産ラインごとに担当の会社が分かれていることもあ
るが、同じ生産ラインに数社の労働者が入っているこ
ともある15。このような状態は、指揮命令系統をますま
す不明確にするだけでなく、現場での争いを招く恐れ
もある。それぞれの請負会社によって、労働者の労働
条件が異なるような場合、「まったく同じ仕事をしてい
るのになぜ賃金が違うのか」、「有給休暇の取扱いが違
う」などといったことが原因で争いが起こりかねない。
さらに、複数の請負会社が同じ現場に入っている場合、
請負会社A社の管理者が、請負会社B社の労働者を管
理するというような状況も発生しうる。
④日系ブラジル人の問題
構内請負の現場には、多くの日系ブラジル人が就	
労している。日本人が嫌がる仕事をすることを厭わな
い彼ら・彼女らが、日本の製造現場を支えているとも
いえる。しかし、なかには、労働基準法に違反するよ
うな労働時間で働く者もいる。たとえば、日系ブラジ
ル人労働者のなかには、1日 24時間フル稼働の工場
で2交代制、1日 12時間（休憩時間含む）勤務のシ
フトで働き、かつ、休日出勤も自ら進んで行う者もい
るという。彼らにしてみれば、1時間でも多く働いて、
多く稼ぎたいというのが本音だろう。しかし、これは、
時間外労働の上限に関する基準に明らかに違反してい
る。また、日系ブラジル人の多くは、日系人を専門に
雇用する請負会社に雇われているが、彼らの就労だけ
でなく、入出国、住環境などもすべて管理していると
いわれるこの種の請負会社の実態は、不透明である 16。

15	 2000年5月に電機連合調査の一環として行った請負会社ヒアリ
ング調査による。

16	 日系ブラジル人の就業状態については丹野（1999）が詳しい。
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（ウ）職業能力開発（教育訓練に係る協力、教育訓練施
設等の利用）

（エ）法令遵守（請負と労働者派遣の適切な選択、労働
者派遣法および職業安定法の遵守、労働基準法、
労働安全衛生法等関係法令等の遵守、労働・社会
保険の適用の促進、法令の周知、遵守の取組み）

（オ）苦情の処理

2007年以降、偽装請負の問題が表面化するケース
は大幅に減ったが、それは製造業における一時的な労
働力確保の手段が、主に請負事業の利用から労働者派
遣事業の利用へと変化したためであると思われる。そ
のため2008年以降は、偽装請負問題に代わって、日
雇派遣に関する問題が大きく論じられるようになった。

（3）アウトソーシング

アウトソーシングという言葉は至るところで使われ
るが、外注や派遣とどう違うのかを正確に説明できる
人は少ないだろう。アウトソーシングの定義は、「戦略
的な視点をもって、業務の設計から運営までを外部化
すること」（斉藤	1999）といわれているが、実のとこ
ろ、非常に曖昧で毎年のように定義が変わっているの
が現状ではないかと思う。アウトソーシングは1960
年代から1970年代に国際競争力が低下したアメリカ
で発生し、1980年代にその概念が確立したという。当
初は、情報システム部門を一括して外部の専門業者に
委託するものが多く、これがアウトソーシングとして
定着したらしい（斉藤	1999）17。
17	 アウトソーシングと外注や派遣との違いについては花田光世氏
が「花田モデル」を用いて説明している。これによると、アウト
ソーシングは、業務の設計・企画から業務の運営までを一括して
行うことを意味するのに対して（狭義のアウトソーシング）、派
遣は、業務設計や業務運営には基本的に関与せず、外注は、業務
の設計・企画には関与せず、依頼された業務の処理を行うもの、
ということになる。だが、広い意味では、派遣や外注もアウトソ
ーシングに含まれる（広義のアウトソーシング）。

研究会」を発足した。同研究会は翌2007年 6月 29
日に報告書を発表し（請負事業研究会2007）、厚生労
働省も同日付で、製造業の請負事業の雇用管理の改善
および適正化の促進に向けた取組みについて、都道府
県労働局長宛に通達を発した（基発第0629001号、職
発第0629001号、能発第0629001号）。主な内容は
以下の通りである。

1 請負事業主が講ずべき措置に関するガイドライン
（ア）	趣旨（請負事業は、請負労働者の雇用等に関して、

請負事業者が発注者からの影響を受けやすい特
徴があり、その雇用管理の改善および適正化の促
進を実効あるものにするためには、発注者の協力
が必要である）

（イ）	就業条件等の改善のための措置（安定的な雇用関
係の確保に配慮した事業の運営、キャリアパスの
明示等）

（ウ）	職業能力開発（教育訓練等、職業能力の評価）
（エ）	法令遵守（請負と労働者派遣の適切な選択、労働

者派遣法および職業安定法の遵守、労働基準法、
労働安全衛生法等関係法令等の遵守、労働・社会
保険の適用の促進、法令の周知、法令遵守の取組
み、適正な請負料金の設定）

（オ）	苦情の処理
（カ）	体制の整備（事業所責任者の選任、工程管理等責

任者の選任）

2 発注者が講ずべき措置に関するガイドライン
（ア）趣旨（請負事業は、請負労働者の雇用等に関して、

請負事業者が発注者からの影響を受けやすい特
徴があり、その雇用管理の改善および適正化の促
進を実効あるものにするためには、発注者の協力
が必要である）

（イ）就業条件改善のための措置（福利厚生施設の利用、
請負事業主の選定と取引関係の継続、請負契約の
解除、中途採用における募集方法の明示等）
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人材ビジネス研究寄付部門研究シリーズNo.8（2006年）
中馬 2001 中馬宏之「構内請負工活用の実態と分析」『IT時代の雇用シス
テム』（2001年、日本評論社）
UFJ総研 2005　UFJ総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティン
グ）「製造業における外国人労働者の活用の実態と日本人労働者の雇用・
賃金への影響に関する調査」（2005年）　
丹野 1999　丹野清人「在日ブラジル人の労働市場」『大原社会問題研究
所雑誌』No.487（1999年）
請負事業研究会 2007　厚生労働省「製造業の請負事業の適正化および雇
用管理の改善に関する研究会報告書」（2007年）
斉藤 1999　斉藤幸一『戦略的アウトソーシングの手引き』（1999年、近
代セールス社）
野村総研 2010　「BPO（業務プロセスアウトソーシング）調査報告書―
企業における業務刷新の壁を超える　BPO活用実践事例とその分析―」
平成 21年度経済産業省委託事業（2010年） 
http://www.meti.go.jp/policy/servicepolicy/bpo/H21%20
BPO%20report.pdf

矢野経済研究所 2014　矢野経済研究所「グローバルアウトソーシング市
場に関する市場調査結果 2014」（2014年） 
http://www.yanoict.com/yzreport/310#a1

アクセンチュア 2008　アクセンチュア「アウトソーシングと国内雇用」
アウトルック日本語版（2008年 1月） 
http://www.accenture.com/jp-ja/outsourcing/Pages/insight-
jobs-profits-patriotism.aspx

＜その他の参考文献・資料＞
濱口桂一郎「請負労働の法政策」『電機連合ナビ』（2007年 3月） 
http://homepage3.nifty.com/hamachan/denkiukeoi.html

佐藤博樹・堀田聰子編『人材ビジネスの現状と展望（5）－「第 5回人材
ビジネスの市場と経営に関する総合実態調査」集計結果－』東京大学社
会科学研究所人材ビジネス研究寄付部門資料シリーズNo.6，（2010年） 
http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/jinzai/output2.htm

経済産業省「BPO（業務プロセスアウトソーシング）研究会報告書」（2008
年） 
http://www.meti.go.jp/report/data/g80627aj.html

酒井洋彰「BPOの概況と雇用創出施策としての国内BPO活用の可能性」
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング季刊政策・経営研究 2012 Vol.1
（2012年）
http://www.murc.jp/thinktank/rc/quarterly/quarterly_
detail/201202_78.pdf

アウトソーシングの形態は大きく3つに分類でき
る。①下請型アウトソーシング、②派遣型アウトソー
シング、③横受け型アウトソーシング、である。①の
下請型アウトソーシングは、日本の製造業において伝
統的にみられる方式で、先ほど紹介した「構内請負」
がその典型であろう。②の派遣型アウトソーシングは、
特にIT関係技術者の派遣において需要が高く、バブル
崩壊以降に多くみられるようになった（斉藤		1999）。
③の横受け型アウトソーシングは、近年注目を集め、拡
大している“BPO”（Business	Process	Outsourcing）
に近い形だ。
BPOとは、企業活動における業務プロセスの一部に
ついて、業務の企画・設計から実施までを含めて専門
業者に外部委託することをいう（野村総研2010）。
BPOの市場規模は世界的に成長し続けているが、多
くのBPO企業はグローバルアウトソーシングを手掛
けており、その規模は数十兆円ともいわれている（矢
野経済研究所2014）。
グローバルアウトソーシングの拡大により、雇用が
海外に流出し、国内雇用の減少につながるのではとい
う懸念が出てくる。グローバルアウトソーシング発展
の背景には、コスト削減という企業利益があり、そこ
には労働コストも当然含まれる。賃金の高い国から賃
金の低い国へ雇用が流出するという不安感はアメリカ
のような大国にも広がっている。
この点について、ドイツではこの問題にうまく対処
し、大企業のなかでも好業績の企業は、コスト削減を
目標としたアウトソーシングによる成果を国内におけ
る企業成長と雇用創出に振り向けているという報告も
あるが（アクセンチュア2008）、各国の労働市場の特
徴や経済状況によって異なると考えられ、日本の場合
はどのような影響を受けるかわからない。

＜参考資料＞
木村 2006　木村琢磨「製造業務請負事業の経営に関する研究」佐藤博
樹・佐野嘉秀・藤本真・木村琢磨JILPT2000『生産現場における外部人
材の活用と人材ビジネス（3）―事例調査編―』東京大学社会経済研究所

http://www.meti.go.jp/policy/servicepolicy/bpo/H21%20BPO%20report.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/servicepolicy/bpo/H21%20BPO%20report.pdf
http://www.yanoict.com/yzreport/310#a1
http://www.accenture.com/jp-ja/outsourcing/Pages/insight-jobs-profits-patriotism.aspx
http://www.accenture.com/jp-ja/outsourcing/Pages/insight-jobs-profits-patriotism.aspx
http://homepage3.nifty.com/hamachan/denkiukeoi.html
http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/jinzai/output2.htm
http://www.meti.go.jp/report/data/g80627aj.html
http://www.murc.jp/thinktank/rc/quarterly/quarterly_detail/201202_78.pdf
http://www.murc.jp/thinktank/rc/quarterly/quarterly_detail/201202_78.pdf
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No. 資料名 出   所

1 派遣労働者数、派遣先件数等
厚生労働省「平成 24年度労働者派遣事業報告書の集計結果」（2014年）
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042120.html

2 労働者派遣事業と請負の違い
厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示」（2012年）
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000046903.pdf

3 労働者派遣法の内容（2012年改正）
厚生労働省HP「労働者派遣法が改正されました」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/

4 労働者派遣法改正案の概要（2014年）
厚生労働省「労働者派遣法改正案の概要」第 187回臨時国会提出法案
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000040563.html

5 派遣労働者の就業状況
厚生労働省「平成 24年派遣労働者実態調査の概況」（事業所調査）（2012年）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/haken/12/dl/haken12_1_01.pdf　

6 派遣契約の状況
厚生労働省「平成 24年派遣労働者実態調査の概況」（事業所調査）（2012年）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/haken/12/dl/haken12_1_02.pdf

7 派遣労働者のこれまでの派遣就業の状況
厚生労働省「平成 24年派遣労働者実態調査の概況」（派遣労働者調査）（2012年）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/haken/12/dl/haken12_2_02.pdf

8 派遣労働者からの要望
厚生労働省「平成 24年派遣労働者実態調査の概況」（派遣労働者調査）（2012年）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/haken/12/dl/haken12_2_05.pdf

9 派遣労働者の今後の働き方の希望
厚生労働省「平成 24年派遣労働者実態調査の概況」（派遣労働者調査）（2012年）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/haken/12/dl/haken12_2_07.pdf

10
アメリカ派遣労働者数（Temporary Help Servicesに従事
する労働者数）

U.S.BLS., “The Employment Situation – June 2014”  USDL-14-1243.

http://www.bls.gov/news.release/archives/empsit_07032014.pdf

11 アメリカ派遣事業リポート（2013年）
American Staffing Association（ASA）, “Staffing Success” Special Edition American Staffing 2013.（2013年）
http://www.asa-digital.net/amstaffingassoc/special_issue_2013#pg1

12 アメリカPEO事業の概要
National Association of Professional Employer Organizations（NAPEO） HP, “Industry Statistics.” （2014年）
http://www.napeo.org/peoindustry/industryfacts.cfm

13
人材ビジネスの従業員規模・売上・単価（紹介・派遣・
請負）

佐藤博樹・堀田聰子編『人材ビジネスの現状と展望（5）－「第 5回人材ビジネス
の市場と経営に関する総合実態調査」集計結果－』東京大学社会科学研究所人材ビ
ジネス研究寄付部門資料シリーズNo.6（2010年）
http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/jinzai/output2.htm

14 人材ビジネスにおける生産性（紹介・派遣・請負）

佐藤博樹・堀田聰子編『人材ビジネスの現状と展望（5）－「第 5回人材ビジネス
の市場と経営に関する総合実態調査」集計結果－』東京大学社会科学研究所人材ビ
ジネス研究寄付部門資料シリーズNo.6（2010年）
http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/jinzai/output2.htm

15 アウトソーシング「花田モデル」

アウトソーシング協議会「サービス産業競争力強化調査研究　アウトソーシング産
業事業規模基本調査調査報告書」（2000年）
http://www.meti.go.jp/policy/servicepolicy/contents/management_support/files/
outsourcing-kihonchosa-honbun.pdf

16 グローバルアウトソーシング市場規模
矢野経済研究所「グローバルアウトソーシング市場に関する調査結果 2014」（2014年）
http://www.yanoict.com/yzreport/310#a1

17 日本国内向けオフショアサービス市場規模
矢野経済研究所「グローバルアウトソーシング市場に関する調査結果 2014」（2014年）
http://www.yanoict.com/yzreport/310#a2

18 世界のBPO市場規模の推移
経済産業省「BPO（業務プロセスアウトソーシング）研究会報告書」（2008年）
http://www.meti.go.jp/report/data/g80627aj.html

19 グローバルアウトソーシングランキング
経済産業省「BPO（業務プロセスアウトソーシング）研究会報告書」（2008年）
http://www.meti.go.jp/report/data/g80627aj.html

20 BPO関連サービス企業の評価ランキング
酒井洋彰「BPOの概況と雇用創出施策としての国内BPO活用の可能性」三菱UFJリ
サーチ＆コンサルティング季刊政策・経営研究 2012 Vol.1（2012年）
http://www.murc.jp/thinktank/rc/quaterly/quaterly_detail/201202_78.pdf

参考資料のURL一覧
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