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は じめに

働 く人々の長 い労働時間と健康への影響 は、 日本やアメ リカはもとより、筆者の知る限りにおい
てもイギ リスやオース トラリア及 びフランスで も広 い議論を呼んでいる。労働時間と健康 とのかか
わりを検討する上では、賃金支払 いの対象である労働時間の長 さとともに、その対象からはずされ
た、 いわば不払 いの所定外労働時間の把握を欠かすわけにいかないことか ら、 これら3カ 国におい
て不払 いの所定外労働時間とその長 さを含む労働時間の計測が、官庁統計の限界 とも関わ って進ん
でいる。
この うちアメ リカの実情 は、 」 B.シ ョアー (Juliet BoSchor)『 働 きす ぎのアメ リカ人一予期
せぬ余暇 の減少一』 (1991年 、邦訳、93年 )や JA。 フレイザ ー

(」

ill Andresky Fraser)『 窒息

す るオフィスー仕事 に脅迫 され るアメ リカ人一』 (2001年 、邦訳、2003年 )な どの著作 を通 して理
解す ることがで きる。
ところで、 JB。 シ ョアーの推計作業 とその結論 を巡 っては、 アメ リカ国内の生活 時間研究者 に
よる強 い批判 と反批判 があ り、 この動 きは、労働時間や生活時間統計 の信頼性 に関わることか らも、
ヨーロ ッパ の生活時間や労働時間研究者 の関心 を呼んで、 しば しば言及 されている。 この論争 は、
ョアー 自身 が 91年 の著書 で既 に言及 してお り、特 に付論「 B 私 たちの推定結果 と ミシガ
°を読むだ けで も、おおよその
ン大学お よびメ リー ラ ン ド大学 の推定結果 の比較」
論点 をつかむ こ

JB.シ

とができる。
しか し、今 日まで続 くこの論争 に言及す る日本人研究者 は、 どうしたわ けであろうか いない。
日本 にお ける労働時間 や生 活時間 の研究 は、 1980年 代後半以降 に大 きな進展を見せて い る分野
の ひとつである。 この蓄積 をさらに深 め るためにも、 JB.シ ョァーの労働時間論 を巡 る論争 を手
掛 か りに学 び取 る ことは、少 な くない。
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以下では、 イギ リスやオース トラリア及 びフラ ンスにおける最近 の調査研究 の成果 にも言及 しな
が ら、本稿 の主題 に迫 りたい と思 う。

1。

JB.シ ョア ー の 2000年 論 文 の 概 要

JB.シ

ョアーによる主な提起 のひとつは、産業革命 に先立 つ 13世 紀以降 の年間労働時間推計 と

い うま った く新 しい作業 とな らんで、有給雇用労働者 の年間労働時間が、 1969年 の 1786時 間か ら
②
87年 の 1949時 間へ と 163時 間延長 された ことを、実証的かつ理論的 に説明 した ことにある 。 こ
の提起 は、 アメ リカの生活時間研究者 はもとよ リイギ リスや イタリアの労働時間 あるいは生活時間
°
研究者 によ って広 く取 り上 げられ、時 に激 しい賛否両論 を今 日まで繰 り広げて い るところである 。
°
」 B.シ ョアーの論文「労働時間 と時間 の圧カー時間 の利用動向 に関す る論争一」 は、 自身 の提起
を巡 って繰 り広げ られて きた論争、 とりわけ 」 B.シ ョアーヘ の批判 に答 えるために書 かれた もの
である。
この 2000年 の論文 は、主 として 2つ の内容 か らなる。 まず、労働時間 の推計方法を は じめ推計
に当 た って利用 した調査及 び年間労働時間 の推計結果 についてである。 さらに、 アメ リカにお ける
生活時間調査 の限界 を批判 した上で、連邦政府 による労働時間調査 の信頼性 の高 さにっ いて指摘 す
ることである。 この うち前者 について紹介 するな らば、以下 のよ うである。
アメ リカ人 の 日常生活 における加速化 は、労働時間研究者 と年清 時間研究者 とを問わず一様 に承
認 され、何 らかの対応を要す る課題 として強 く意識 される。 しか し、 日常生活 の加速化 が いかなる
要因 によるかを巡 っては、意見 の分 かれ るところである。おおよそ 3つ の傾向 に区分す ることがで
きる。
第 1に 、技術論的 な説明である。 日常生活 の加速化 は、 コンピュー ター技術 の加速化 に起因す る
とい う理解 である。 しか し、 日常生活 の加速化 は、 アメ リカ人すべてが一様 に感 じ取 るわけではな
い。 そ こには、時間 による圧力 の人 ロパ ター ン、 すなわ ち時間 の圧力を強 く感 じ取 るの は、性別 で
は女性、就業状態別 には就業者、年齢階層別 には35‑54歳 層 とい う特徴 がある。 コンピュー ター技
術 の加速化 は、 この人 ロパ ター ンを説明す ることがで きないことか ら、 この種 の議論 を有用 である
と受 け止 め るわけにいかない。
第 2に 、生活時間研究 か らの接近 である。 この研究 によれば、労働時間 の短縮 が進んで い ること
か ら、問題 は、労働時間の長 さではない。生活 のスピー ドを減速する ことこそ、求 め られる。生涯
を通 した余暇教育 が進 め られ、 また、公園や レク レーション施設 の民営化 に歯止 めをかけて、誰 も
がその所得水準 のいかんにかかわ りな く余暇 を享受で きるな らば、生活 のス ピー ドも減速す ること
になろう。 しか し、 この説明 は、労働時間 の短縮 とい う事実認識 か らしてそ もそ も無理 を抱 える。
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最後 に、労働 に費やす時間 の延長か ら日常生活 の加速化 を論ず る流れである。 」 B。 シ ョァーに
よって先鞭を付 けられた議論 である。
労働時間 とその推移を把握す るには、 3つ の種類 の調査 を利用可能 な資料 としてあげることがで
きる。
第 1に 、調査主体 である政府 か ら事業者 に依頼 され、回答 の寄 せ られる事業所調査 である。 この
調査 は、 1人 当 た りの労働時間 とい うよ りも仕事当 た りの時間 に関す る調査 であることか ら、 アメ
リカで広 が りを見 せ る三度働 きや地下経済 の進展 に対応 で きない という限界 を持つ。
第 2に 、 アメ リカの各地 で個 々 に実施 され る生活時間調査 である。 この調査 は、 アメ リカの実績
に照 らして言 えば 15分 間隔で 1日 24時 間 をどの ように利用 したかについて尋 ねる調査票 の配布 と
回収 に特徴 を持つ。回答者 は、当然 の こととして事業者 ではない。調査対象者 として抽出 された個
人 である。 この調査 は、生活時間調査 とい う名称 か らうかがい知 ることがで きるように、有償労働
にとどまらず無償労働 について調査する ことも、特徴 のひとつである。 しか し、 アメ リカの生活 時
間調査 とその利用 は、調査 の信頼性 に照 らして大 きな問題を抱 える。 これを利用す るわけにいかな
い

。

第 3に 、政府 が個 々の世帯 に回答を依頼す る世帯調査 である。 アメ リカの例 として『 人 口調査』

(the Current Population Survey)を は じめ『 セ ンサス』 (the census)、 『 所得変動 に関す るパ
ネル調査』 (the Panel Study Of lncome Dynamics,PSID)な

どをあげる ことができる。 これ ら

の調査 は、先 の生活時間調査 とのかかわ りでは有償労働 の時間だけを記録 して、家庭や地域 にお け
る無償労働 とその時間 について は扱 って いない。
世帯調査を利用 して年間労働時間を推計す るには、当然 のことなが らい くつかの統計処理を要す
る。女性 の労働時間 の延長 は、 1970年 代以降 に顕著 に進 んだ労働力率 の上昇 によるわけではない。
推計作業 は、 労働市場 に参入 してい る女性 だ けを対象 にす る。 しか も、 失業率 や不完全就業

(Underemployment)比 率 とその推移 を考 えれば、労働市場参入 者 の中か らこれ らの人 々を除 か
な ければな らない。
こ うした統計処理 を済 ませた上で年間労働時間を推計すれば、 1969‑89年 の間 に男女 とも労働
時間 の延長を確か め ることがで きる。男性 の年間労働時間は、2054時 間 (1969年 )か ら 2093時 間
(79年 )を 経 て 2126時 間 (89年 )ヽ 同 じく女性 のそれは、順 に 1406時 間か ら1558時 間 を経 て 1693
時間、両者 の平均 では、 1786時 間 か ら 1855時 間 を経 て 1924時 間へ と推移す る。 か くして年間労
働時間 は、20年 の間 に男性 で 72時 間、同 じく女性 で 287時 間、平均 で 138時 間延長 された計算 で
ある。
以上 の結果 は、 」 B.シ ョァーの著書 (91年 )に おける結論、す なわち 1969年 以降 に生 じた労
働時間 の延長 とい う推計働を再確認す る内容 である。 もとより違 い もある。 それは、推計を行 った
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期間 についてである。 91年 の著書 で は、 1969年 か ら 79年 及 び 87年 について計算 して い る。 2000
年 の論文 で は、既 に紹介 したよ うに 1969年 か ら 79年 に加 えて 89年 について推計 した結果 を示 し
てい る。比較 の時期 が延長 されている ものの、年間労働時間 の延長 という結論 自体 に変更 はない。

2。

JP.ロ

ビンソ ン他 の 生 活 時間 研 究者 によ る

JP。 ロビンソ ン

(」

JB.シ ョア ーヘ の批 判

ohn P.Robinson)と G.ゴ ドビー(Geoffrey Godbey)の 共著『 生活 のため

の時間一 アメ リカ人 による時間利用 の意外 な方法一』 (1997年 、第 2版 、99年 )は 、 1960年 代中
葉以降 の系統的 な生活時間調査を踏 まえた 」 B.シ ョアーなどへ の批判 の書 である。 この著書 の論
点 は多岐 にわたる。 ここでは、JB.シ ョアーヘ の批判 に的 を絞 って紹介 したい。
労働時間 を含 む生活時間 の推移 については、多 くの誤解 がある。 そのひとつは、労働時間 の延長
とこれに伴 う余暇時間 の短縮を説 く議論 である。多 くのアメ リカ人 が、 20年 ほど前 よ りも長 く働
いていると説 く JB.シ ョアーの研究 は、 G.ク ロス (Garry Cross)『 時間 とお金一消費文化 の形
°(1993年 )の 主張 とともに、 この種 の議論 の代表的 な存在 である。
成―』
週労働時間 に関す る調査 は、事業所調査をは じめ人 口調査 とこれの利用 による労働週推計及 び生
活時間調査、 これ らである。
この うち最初 の調査 は事業所 か ら寄 せ られ、事業所内の仕事 にかかわる調査 である。従業員台帳
を元 に労働時間、 よ り正確 に言 えば賃金支払 いの対象 である時間 を調 べ た結果である。不払 いの所
定外労働時間 はもとよ り二度働 き (Moonlighting)に 費 やされる時間 などは、 この調査 に捕捉 さ
れない°。 さらに、連邦統計局 (Uo S.Bureau of the Census)あ るいは連邦労働統計局 (Bureau
of L由 6r Statistics,BLS)の 調査 とこれを元 にす る推計作業 も、問題を抱 える。 この種 の推計作
業 は、拠 り所 としての連邦統計局 などの調査 が正確 であるとい う前提 を、暗黙 の うちに認 めた うえ
で行 われる。
しか し、 この調査 には、 その正確度 を巡 ってい くつかの疑念 が含 まれる。 たとえば連邦統計局 の
「 あなたは先週 に何
調査票 を一 瞥す れば容易 に理解 されるように、労働時間 に関す る質問項 目は、
時間働 きま したか。 あなたの答 えは

時間」 と、いとも簡単な内容である。回答者は、

:

記憶 を正確 にたど った上 でそれを正確 に示す ことが、果 た してできるであろうか。 また、 この情報
を訪問面接者 に正確 に開示 す る意思 を持 つで あろうか。社会的 に望 ま しい と思われる、あ るい は、
自 らよじとする枠内で労働時間 を伝 える何 らかの誘惑 に囚われないとい う保証 は、 ない。 ちなみに、
ペ ンシルバニア州立大学 (Pennsylvania State University,PSU)の 教員 を対象 にす る調査 に拠
0。

れば、週平均労働時間 は、 52時 間である

この うち週 25時 間未満 について働 いたと答 えた教員

は、一 人 として いない。 しか し、週 90時 間 を越えて働 いたとい う報告 は、数 こそ少 ないとはいえ
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存在す る。週 に 90時 間 の労働 とは、週 6日 朝 の 7時 か ら夜 の 10時 まで、食事や入浴などの基本的
な生活行動を一切す ることな しに、働 き続 ける ことを意 味す る。果 た してどれほどの教員 が、 いか
にも簡単 な質問項 目に沿 って最近 7日 間 の労働時間 を正確 に思 い出す ことがで きようか。 あるいは、
正確 に開示す る意思 を持 つのであろうか。 ことは、調査 の信頼性 にかかわる。
時間 日記 (the Time diary)を 利用す る生 活時間調査 は、 この調査研究 に国際比較 とい う新 し
い領域 を切 り拓 いた A.ス ザ レ (A.Szalai)に よる調査方法 の精緻化 にも学 ぶ ことを通 して、上 に
述 べ た限界 の多 くを避 けることがで きる。 もとより回答者 の記憶 に頼 らなければな らず、 これに起
因す る問題 は残 る。 しか し、回答者 と訪問面接員 の双方 にとって、 なすべ き作業 は明瞭である。
週労働時間 は、生活時間調査 に従 えば 1965‑95年 にか けて明 らかに減少 し、 これ とともに余暇
時間 は 日立 って延長 される°。家事・ 育児時間 は、同 じ期間 に男性 のそれが延長 されるとともに、
女性 のそれが短縮 され る。生活時間 にお ける性別格差 は、 こうして縮小す る⑩。余暇活動 は、 それ
に費 やす時間 の延長 とともに、 テ レビの視聴 などいかに も受動的 な内容 か ら、す ぐれて積極的 な内

容へ と新 しい展開を見せる。著書の副題を「 アメ リカ人 による時間利用の意外 な方法」 とつ けたの
も、常識的な理解に反 して新 しく積極的な展開を見せる余暇享受の実情 に着目しているか らである。

3.JB.シ

ョアー の反批判

」B.シ ョアーは、生活時間研究者による批判 に対 して、 6つ の論点 にわたる反批判を加える。
まず、生活時間研究者 は、景気の変動 に伴 う労働時間の変化を考慮 していない。」 P.ロ ビンソ
ン他 の研究対象である 1965‑95年 に即 していえば、65年 と85年 は好況期である。 これとは反対
に、75年 は不況期、92‑95年 は不況か らの脱出期である。労働時間 は、 それが生産活動 の変数で
あることを思 い起 こすならば、景気の変動 に伴 う労働時間の変化を抜きに論ず るわけにいかない。

1965‑95年 の 30年 間における労働時間の推移 を論ず る以上、景気の変動 とのかかわ りを視野の外
に置 く研究 には、問題が多 い

CD。

比較す るわけにいかない年次を扱 っているとい うことである。 ち

なみにこの論点 は、 1965年 と81年 とは景気 の変動 に照 らして比較できない、 と91年 の著書でも
既 に指摘 されている⑫
。2000年 の論文では、 この批判を継承 しなが ら比較の時期を生活時間研究者
による業績の展開に即 して 95年 まで拡げた、 と理解す ることができよう。
第 2に 、 よ り重要 なこととして生活 時間調査 は、就業者中の不完全就業者 とその増加 に も無頓着
である∞。失業や不完全就業 が増 えるにつれて、社会全体 としての労働時間 はおのず と短 くなる こ
とか ら、 これに伴 って 自由時間 も延長 され る。 ちなみに不完全就業率 は、 1969‑89年 の間 に 7.16

%か ら13.9%へ と上昇す る。平均労働時間は、不完全就業者を含 めて計算す ると 1312時 間 (69年 )
か ら 1066時 間 (89年 )へ と、 246時 間 の減少 である。 フル タイ ム労働者 のオ ーバ ー ヮー クと不完
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全就業者 の過少労働 とは、 そ もそ も区別 されなければな らな い。 この論点 も、 1965‑81年 におけ
mと して、引 き合 いに出す年次 こそ異 なるものの、既
る「 不完全就業増加傾向 を補正 して いない」
に 91年 の著書 で指摘 されたことである。
第 3に 、生活時間調査 の今 ひとつの問題 として、 きわめて多忙 な女性 は、調 査 の依頼 がなされて
⑮
も多忙 なるがゆえにこれを辞退す ることで ある 。結果 として調査対象 の偏 りが生 まれ る。 この間
題 は、最 も多忙な教員 が調査 の依頼 を断 って これに参加 しない とい う良 く知 られた事例 か らも、 う
かが うことがで きる。
mょ ぅに年間労働週
第 4に 、年間労働時間延長 の 3分 の 2は 、91年 の著書 に表 を添 えて説明 した
の延長 に起因す る。生活時間調査 は、 ある特定 の週 にかかわる調査 であり、 これを元 に年間労働時
間 を推計す る こともある。 しか し、計算 に用 い られる年間労働週 が実際 のそれであるかどうかは、
これ も 91年 の著書 に触 れたように不明であるm。 労働週 に関す る調査項 目は、連邦統計局 や連邦労
働統計局 の世帯調査 に含 まれるものの、生活時間調査 には含 まれないか らである。
第 5に 、 アメ リカの生活時間調査 が独 自に抱 え る問題 について も、調査結果 の信頼性 にかかわ つ
て指摘 しなければな らない。 それは、中央政府 や国立 の研究機関 あるい は代表的 な放送機関が行 う
生活時間調査 は、 アメ リカに存在 しない とい うこの国 に特有 の事情 である。 ヨーロ ッパ では、個 々
の研究機関が手 がける生活時間調査 ももとよ りある。 これと並 んで、中央政府 や国立 の研究機関 な
どが、文字通 り全国規模 で実施す る調査 も、回数 を重ねて い る。 しか し、 アメ リカの事情 は、 ヨー
ロ ッパ諸国 とは異 なる。 アメ リカの生活時間調査 は、上 に述べ た事情 か ら調査対象 の少 なさと地域
的 な偏 りとを避 けるわけにいかない。 こうした調査結果 を拠 り所 にアメ リカにお ける生活時間 の一
般的 な傾向 を論ず る ことには、 おのず と無理 を伴 う。 ちなみに JP。 ロ ビンソン他 の生活時間調査
は、 ミシガ ン大学 (University of Michigan)と メ リー ラ ン ド大学 (University of Marykland)
とでそれぞれに行われ、 その標本数 は、調査年次 の順 に 1244(1965年 )、 2406(75年 )、 5358(85
①
年)、 9386(92‑94年 )及 び 1200(95年 )で ある 。調査 の信頼性 は、 これに1比 べ ると連邦政府機
関 の手 がける労働時間調査 について明 らかに高 い。
パ
最後 に、労働時間 の過大 な報告 は、 ラ ンダムに見 られはす るものの、 ひとつの ターンとしてお
こなわれるとは理解 しがたい%こ れは、」A.ジ ャコブ (JA.Jacobs)が 、
『 マ ンス リー・ レイバー・
レヴュー』 (Monthly Labor Reviei,MLR,December 1998,pp.42‑53)誌

に寄 せた論文「労働

における時間 を測定す る」 に詳 しく述 べ られている論点 で もある。
以上 のよ うに考 えるとアメ リカ人 は、以前 に較 べて長 い 自由時間 を享受 して いるとする生活時間
研究 の結論 には、同意 しがたい。世帯調査 を拠 り所 にする推計作業 こそ正当な手法 であ り、 それに
よ って示 される年間労働時間の延長 が、実際 の姿 である。
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4.論 争 に学 ぶ こ と
国際的 な広 が りを持 ちなが ら今 日まで続 く批判 と反批判 か ら、何を どのよ うに学 び取 ることがで
きるであろうか。
まず、生活時間調査を拠 り所 にする批判 は、明 らかに限界 を持 つ よ うに思われる。」 B.シ ョアー
が拠 り所 にする連邦政府 の労働時間調査 は、回答者 による労働時間 の過大な報告 を避 けるわけにい
かないことか ら、結果 として年間労働時間 に関す る推計値が正確 さを欠 く、 と指弾 される。 しか し、
労働時間が実 際 よ りも長 く報告 されると仮定 した場合 でさえ、 この過大な報告が、時代 とと もに広
が りを見せ るとい う論証 な しには、 この指弾 も、 」 B.シ ョアー批判 としての意 味 を持 たない。 な
ん となれば 」 B.シ ョアーは、 1969年 以降 にお ける年間労働時間 の延長 について実証 しているか ら
であ る。」 P。 ロ ビンソン他 の著書や論文 にこの論点 へ の言及 を見 ることは、残念 なが ら出来 ない。
ひるがえ って JP。 ロ ビンソン他 は、JB.シ ョアーが 1991年 に刊行 の著書以来提起 した論点 の
多 くに答 えて いない。 たとえば年間労働週 の推移、不完全就業者 とその増加 など経済学研究 におい
てはご く当然 の論点、 ヨーロ ッパ の生活 時間調査 にも視野を広 げた上で描 き出 したアメ リカにおけ
る生活時間調査 の限界 などについて、」 P。 ロ ビンソン他 は口を閉 ざす。労働時間 の推移 は、労働
市場 のそれに連動す るだ けに、 また、生活時間調査 の標本数 の少 なさや地域的 な偏 りは、調査結果
の信頼性を損なうだけに、 これ らの論点 に対す る反論 のなさは、重大 である。
ところで、 」 B.シ ョアーの示 した年間労働時間 の延長 とい う結論 は、改 めてい うまで もな くア
メ リカを対象 にする実証的かつ理論的 な研究 の成果 である。 では、労働時間 の延長 は、 アメ リカ
以
外 の国 々において も確かめることが 出来 るであろ うか。 それ と も、確 かめ られず に労働時間 は短縮
傾向を辿 っているで あろうか。
この問題 を考 える際 に参考 になるの は、年間実労働 時間 に関す る厚生労働省労働基準局

賃金時間

課 の推計作業 である。 これに従 えば、 イギ リスをは じめ旧西 ドイツ地域及びフラ ンスでは、年間総
実労働時間 の短縮 を確 かめることが 出来 るの。 しか し、 この推計結果 は、刊行物 にそれ として明示
されるよ うに原則 として製造業生産労働者 のそれで ある。 このことに注意 した上で、諸外国 の実情
に触れてみたい。
フ ラ ンスで は、 工場労働者 (Ouvriers)や 職員 (Employes)の 労働時間は、最近 20年 ほどの
間 に明 らか な短 縮傾 向 にあ る。 工 場 労働者 の週 労働 時間 は、 国立統計経 済 研究所 (Institut
National de la Statitisque et des Etudes Economiques,INSEE)『 就業調査』 によれば、 ミッ
テラン大統領 の 1982年 にお ける 39時 間化、 と りわけ最近 のオブ リー法 (Loi Aubry)に よって 1

981‑2002年 の期間 に 4時 間
5。

(男 性)か

ら 7.2時 間 (女 性)の 短縮 である (表

それ も、6.8時 間 (男 性)か ら6.1時 間 (女 性)の いずれ も短縮である。
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表

1

フランスにおける性別職業階層別週平均労働時間の推移 (1981‑2002年 )
(単 位

労働者lAl

職

員IBl

性

女

性

男

lAl

0

39.3

38.2

幹部技師等lCl

;%)

lCl

1981生 F

42.0

43.4

1982 CF

40。

2

40.8

43.5

36.9

36.0

35。

1991生 F

39.6

40.0

43.0

34.9

34.9

34.7

1992生F

39.5

39.7

42.8

34.7

34.5

34.5

20014F

37.5

37.3

41.9

32.4

32.7

35.2

2002生 F

36.6

36.6

42.0

32.1

32.1

35。

9

9

sur l'empbi,6dition 1981,pp.110‐ 111,6dition 1982,pp.60‐ 61,6dition 1991,
乍成。
pp.176¨ 177, 6dition 1992, pp.88‐ 89, 6dition 2001, pp.96‐ 97, 6dition 2002, pp。 96‐ 97く 長リイ
してい
(注 )(D 幹部技師等 の調査票 は、 1981‑82年 にかけて変更 されているために、 ここでは計数を掲載

(資 料)INSEE,Enquete

ない。
短縮 の要 因 の ひ とつ は、 パ ー トタイ ム比率 の上昇 で あ る。 この比率 は、国立統計経済研究所『 就
のそ れ
業調査』 の関係項 目が 1981‑82年 にか けて変更 され た ことか ら、 ここで は、 1982‑2002年
に絞 らざ るを得 な い。 これ に従 え ば パ ー トタイ ム比 率 は、 工 場労 働 者 につ いて
(男 性 )も しくは

1。

4%か ら 2%
4。

14.2%か ら 25.6%(女 性 )、 同 じ く職 員 につ いて 2.9%か ら 7.9%(男 性 )あ る

い は 19.0%か ら 34.5%(女 性 )へ の いず れ も上昇 で あ る。 この上昇 は、 見 られ るよ うに性 別 を問
わな い。 上昇 は、 と りわ け女性 のそ れ に顕著 で あ る。 こ う して

パ ー トタイ ム比率 の上昇 が、 工 場労

の
働者 と職員 の週平均労働時間 の短縮 に寄与 した ことは、否定 で きない。 しか し、労働時間 短縮要
ー
因を これのみに帰着 させるとすれば、それは正確さを欠 く。 フル タイマーの週労働時間 は、 オブリ
法 を前後 しては っきりと短縮 され る。 すなわ ち、 フル タイマーの週労働時間 を先 の『 就業調査』 に
ー
従 って一覧す ると、週 39‑40時 間 あるいは週 41時 間以上働 くフル タイマーが、 オブリ 法 を前後
す る 1999‑2002年 にかけては つきりと減少 し、 これに変 わ って週 34時 間以下 あるい は週 35‑38
時間働 くフル タイマーが、顕著 な増加 を示 す (表

2)。

これは、見 られるように工場労働者 と職員

双方 に共通す る現象 である。
しか し、幹部 (Cadres)や 技師 (Ing6nieurs)層 の週労働時間 は、前 出の表 1を 見 る限 りで も
判然 としない。 この階層 に属す る男性 の週労働時間が停滞傾向 を示す とともに、女性

のそれは、92

年以降 に延長 の傾向 を示 し、 2002年 の週労働時間 は、 オブ リー法 による改革 に もかかわわ らず、
ちょうど 20年 前 の 82年 水準 と同 じである。
幹部 と技師層 のパ ー トタイム比率 は、 1982‑20o2年 の期間 に 2.0%か ら 3.3%(男 性)も しくは
15.7%か ら 16.3%(女 性)へ の上昇 である。 この職業階層 の週労働時間 は、 この限 りで言 えば僅
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表

2

フラ ンスにお けるフル タイ ムエ 場 労働者及 び職員 の週労働 時間別推移 (1999‑2002年 )

数 (男 女計、人 )

実

19994F

比

2002生 F

率 (%)

1999生 F

2002生 F

2.4

工場労働者

34時 間以下 (A)

95531

131041

1.9

35‑38時 間 (B)
39‑40時 間 (C)

609968

3490261

12.0

65。

3885851

1355471

76.2

25.3

41時 間以上 (D)

505887

378964

9.9

7.1

5097237

5355737

100.0

100.0

(A)

132367

158190

3.2

3.5

(B)

686385

2991339

16.5

65.6

(C)

2835529

975882

68.2

21.4

(I))

503082

434431

12.1

9,6

(E)

4157363

4559842

100.0

100.0

/1ヽ

職

「 (E)
計

2

員

(資 料)表 1に 同 じ。6di■ o■

1999,p.95,6dition 2002,p.95よ り作成。

か とはいえ低下 を示 してい ると考 えてよさそ うである。 しか し、前出の表 1に 示 されるよ うに実際
の事態 は、必ず しもそ うではない。 そ こで、 フル タイムで働 く幹部 と技師層 の週労働時間 の推移を
オブ リー法 に前後す る時期 について取 り上げてみよ う (表

3)。

週 35‑38時 間働 くフル タイマーは、

確 かに増 えている。 しか し、週 41時 間 を越す フル タイマーの増加 が顕著 である。 この層 は、 オブ
リー法 による改革 の以前 とま った く同 じように最大 の員数 を数 える。 オブ リー法 による改革 の効果
は、少 な くとも幹部 と技師層 に関す る限 り工場労働者や職員 へ の時間短縮効果 とは異 なるといわな
ければな らない。
オ ブ リー法 による 35時 間化 が、週労働時間 の短縮 による自由時間 の延長 と期間 の定 めのな い労
働 契 約 を主 に す る雇 用 創 出 を もた ら した こ とは、 フ ラ ンス民 主 労 働 同盟 (Conf6d6ration
表 3 フランスにお けるフルタイム幹部・ 技師層の週労働時間別推移 (1999‑2002年 )
実

数 (男 女計、人)

20024F

比

率 (%)

19994F

20024F

249887

12.0

9.8

709327

8。

1

27.9

745421

543320

34.5

21.3

41時 間以上

980396

1044093

45。

4

41.0

計

2160423

2546627

100.0

100.0

1999生 F

34時 間以下

260070

35‑38時 間

174536

39‑40時 間

(資 料)INSEE,表 1に 同 じ。

五 on 1999,p.95,6dition 2002,p.95よ り作成。
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Francaise D6mogratique du Travail,CFDT)に よ る調 表 4

フランスにおける幹部・ 技師等

°
査 の語 る と ころで あ る 。 しか し、 これ は、 工 場 労働者 や

の月間労働時間分布

170‑179時 間
180‑189時 間

増加 を感 じ取 っている (51%)。 その 4人 に 3人 近 く (72

240時 間以上

%)は 、事業所 における月間労働時間だけで も 169時 間を

計

越す囲。 これに自宅 での仕事 や 出張 に伴 う移動 の時間 を加

０
０

220‑239時 間

７

らきわめて長 い。半数 を超す幹部 や技師層 が、労働時間 の

９

200‑219時 間

２
２

190‑199時 間

は、組合 の別 の調査 によると仕事量 の増加 と責任 の拡大 か

６
︲

量 の増加 にある
・ 。 さ らに、 この職業階層 の月間労働時間

７
１

ず 最近 2‑3年 の間 に延長 され、 その最大 の要因 は仕事

160‑169時 間

０
２

による調査 によれば、 オブ リー法 による改革 にもかかわ ら

150‑159時 間

７

(Union cOnf6d6rale des lng6nieurs et Cadres, UCIC)

100‑149時 間

比率 (%)
０

の週労働 時間 は、 この全 国組 合傘下 の技 師・ 幹部組合

月間労働時間

２

職員 などの賃金生活者 に関す る影響 である。幹部 や技師層

(資 料 )CFDT‐ FEFE,Le

■ avail

en

questions, r6sultants de r enqu6

え ると、月 に 169時 間 を越 えて働 く幹部 や技 師層 は、 91

te 16d6rale auprё s de personnels

%に 上 る。月 に 190時 間 を越えて働 く者 は、 2人 に 1人 を

Cadres, CFDT‐ FEFE, 2002, p.4

上回る (54%、 表 4)。 ちなみに 自宅 に仕事 を持 ち帰 らな

よ り借用。

い者 は、僅 かに 4人 に 1人 程度 である (26%)。
フラ ンス民主労働同盟傘下 の幹部・ 技師組合 は、独 自の調査 を拠 り所 に幹部 と技師等 の 1999年
の年間労働時間 を 2164時 間、 これに、 自宅 にお ける仕事 や仕事 にかかわ る教育訓練 な どの時間

439時 間 (1週 平均 9時 間 45分 、年間約 45週 )を 加 えると、年間労働時間 は 2606時 間 に上 ると
公表 したことがある。 この 2606時 間 とい ういかに も長 い年間労働時間 は、 この職業階層 にかかわ
い
るオ ブ リー法 の効果 を考 える時、 どの程度短縮 されたのかはなはだ疑間である 。
オブ リー法 による労働時間の短縮 は、既 に しば しば紹介 されて きたように短縮 の形態を法律 で一
律 に定 めることな く、労使 の交渉 に委 ね られ る。幹部や技師層 を対象 にす る労働時間の短縮 は、 ほ
か の賃金生活者 の場合 に多 い週労働時間 の短縮、 たとえば週4日 勤務 へ の移行 による週35時 間化 と
い う方法 によるわけで はない。週労働時間 の短縮以外 の方法、 す なわち年次有給休暇付与 日数 の延
長 とい う手段 を主 力 にす る。企業 の レベル における交渉 の結果、 この手段 を取 り決 めた協約 は、
80%を 越すい。平均 す ると年間 12日 の有給休暇 日数 の延長 である。幹部 や技師層 の労働時間 が、
オブ リー法 の制定以前 にお いて先 の『 就業調査』 によ つて さえ週 40時 間 を優 に超 えて いた ことを
考 えれば、週 35時 間化 とい う目標 とはほど遠 い協定 の内容 である。
こうしたことか ら労働時間 に関す る企業協定 と新規雇用 の創出 との関連 は、幹部 と技師層 に関す
る限 りいかに も希薄 である。 ほとん どの企業協定 は、幹部 や技師層 にかかわる雇用創出を取 り決 め
―‑10‑―
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表

5

ヨー ロ ッパ 連合加盟 国 にお けるフ ル タイマ …の性別職業階層別週 労働 時間
(単 位 ;時 間)
性

男

幹部技師等lAl 鎖 錐 濫

ギ

ッ

44.9
45。

4

0.7

4019

39.8

5.2

41.3

35。

7

5.6

3.2

42.1

39.8

2.3

6.5

42.6

36.6

6.0

1.9

41.8

38.3

3.5

3.4

42.2

38.8

3.4

4.5

40.3

3610

4.3

7

42.2

39.0

3.2

lCl
1。

1

５

０
４

lBl

９

８
３

デ ン マ ー ク

lAl

７

イ

４
．

ド

ー

差lCl

格
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(注 )(1)幹 部・ 技師等 は、国際職業分類番号 b8の それである。

ていない (86%)。 こうしたこともあ って幹部や技師層 の半数 は、2000=2001年 にか けて仕事 の負
担 が増 えた と答 えている (50%、 ほかに「 仕事 の減少」 8%、 「 変化 な し」 41%)。 過重 な仕事
(une surcharge dё travail)の 主 な要因 として幹部や技師層が指摘す るの は「 人員 の不足」
、 これ

である (42%、 他 に「 専門的手段 の不足」30%、 「 権限 の不足」29%、 「 物的 な手段 の不足」20%、
複数回答)。
幹部 や技師層 の長 い労働時間 は、 ひと リフランスだけの現象 ではない。 それは、 ヨーロ ッパ連合

(Europem Union,EU)の 『 労働力調査』 の示す ところによれば、 ヨー ロ ッパ連合加盟 15カ 国
に広 く確 かめ られ る (表

5)。

この職業階層 の長 い労働時間 は、表 に見 るよ うにとりわけデ ンマー

ク、 フランス及 びイギ リスに顕著 である。 この背景 には、以下 のよ うな事情がある。すなわち、労
働時間 に関す る ヨーロ ッパ連合 の 93年 指令 は、週最高 48時 間 をは じめ休息、週体 に関す る条項 の
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適用除外 を幹部 や技師層 などに限 って認 めていること、 これである。 ヨーロ ッパ労働組合会議

(European Trade Union Congress,ETUC)傘 下 の関係組合 は、 こうした状況 を受 けて「 幹部
な らびに技師 の労働時間 と仕事 の負担 に関す る第 1回 ヨーロ ッパ シンポジュウム」 を 1997年 12月
に開催す るとともに、 2年 後 の 99年 12月 に開かれた同名 の第 2回 シンポジュウムにおける討論 も
囲
踏 まえて、先 の指令 の改正要求 を定式化す る 。
フランスに類似 の状況 は、 イギ リス政府 の調査研究資料 か らも確 かめることができる。長時間労
働 は、 これによると週 48時 間を越す労働時間 と定義 される%長 時間労働 に携わ る従業員 は、1988‑

98年 の最近 10年 間 に増加 を記録す る。 ちなみに この 10年 は、週平均労働時間 が、性別 のいかん
を問わず 42.2時 間か ら 39.3時 間 (男 性)へ 、37.4時 間か ら36.8時 間 (女 性)へ と一様 に低下 した
時期 である。長時間労働者 の増加 は、主 として所定外労働時間、 それ も賃金支払 いの対象 である所
定外 とその対象 にな らな い所定外双方 (overtime both paid and unpdd)の 増加 に起因す る。
女性 における不払 い労働時間の 目立 った増加 は、管理 的・ 専門的職業 に従事す る女性 の増大 の反映
である。 また、子供 を持つ男性 の 3人 に 1人 以上 は、 1998年 に週 50時 間以上 の労働時間 を記録す
る。 この割合 は、 10年 前 に比べ ると 6%の 上昇 である。
イギ リス労働組合会議 (Trade UniOn Congress,TUC)の 役員 は、 国家統計局 (Office of

National Statisitics,ONS)の 調査結果 (2002年 8月 )を 援用 しなが ら、
「 私 たちは、今『 過労
や ス トレスに溢 れ るイギ リス』 (Buren̲out Britain)に 暮 らして い る。 なん となれば男性 の 6人
・ と述 べ
に 1人 は週 48時 間以上、同 じく 10人 に 1人 は週 55時 間以上 にわた つて働 くか らである」
た こ とが あ る。 類 似 の 指 摘 は、 2003年 7月 に 開 か れ た イ ギ リス 医 師会 (British Medical

Association,BMA)の 年次総会 において も報告 されて い る。 これによれば、病院 の上級幹部 と研
修医 の半数以上 は週 50時 間以上、同 じく 4人 に 1人 近 くは週 70時 間以上 にわた って働 く。
平均労働時間 の短縮 が進展す るにもかかわ らず、高 い職業階層 に属す る人 々における労働時間 の
延長 が確 かめ られ、社会問題 として語 られるので ある。先 に見 たフラ ンス と軌 を一 にする動 きであ
る。
労働時間 の延長 は、 ヨーロ ッパ か ら遠 く離 れたオース トラリアにおける最近 の状況 で もある。
この国 は、他 の国 々 と同 じように 1日 8時 間週 48時 間、次 いで 1日 8時 間週 40時 間 に向 けた労
働組合 の運動 を通 して労働時間の短縮を実現 して きた。運動 が功 を奏 した ことか ら、 オース トラリ
アは、 1856年 か ら1947年 まで世界 の中で も労働時間 の短 い国 としての地位を築 いてきた。 さらに、
1970年 代後半 の運動 もあ って、 1983年 には、週 38時 間制 の実施 を見 たところである。 しか し、平
均労働時間 は、 この 83年 以降 に徐 々に延長 されて きた。今 日では、 フル タイ ムで働 く人 の 3人 に

1人 は週 48時 間以上、同 じくこれ らの人 々の 3人 に 1人 は、週 60時 間以上 の労働時間 を記録す
る 。 長 時 間 労 働 の 人 々 の 増 加 で あ る。 こ う して オ ー ス トラ リア は、 経 済 協 力 開発 機 構
・
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(Organization of Economic Cooperation and Development,OECD)加

盟国 の中で も長時間労

働者比率 の最 も高 い部類 の国 に属す る。
オース トラリアにお ける長 時間労働 は、増加す る自殺 の動向 と無関係ではない。数多 い 自殺 の 3
件 に 1件 近 くは、専門研究者 によると労働災害 や仕事 にかかわ る精神疾患 に起因す るといわれ る田。
仕事 と自殺 との関連 に正 当 な注意 が払われ、職場 の安全衛生政策 も、 こうした視点 か ら見直 さなけ
ればな らない という指摘 が、専門研究者 によ ってなされる昨今 である。
」 B.シ ョアーによる提起 は、言 うまで もな くアメ リカの土壌 に即 しては ぐくまれた成果である。
しか し、上 の よ うに振 り返 るとその提起 は、 アメ リカの実情 に鋭 く切 り込む ことを通 して他 の国 々
の抱 える問題 をも実 に的確、 かつ先駆的 に言 い当てているよ うにも思われる。JB.シ ョアーの提
起 した現実 と唯一異 なることが あるとすれば、 ヨーロ ッパ諸国やオ‐ス トラリアにお ける問題 とは、
相対的 に高 い職業階層 の長 い労働時間である、 とい うことである。 しか し、 これ も、」 B。 シ ョアー
の指摘 した不完全就業者 とその比率 の増加 とい う事態 と重ね合 わせて考 えなければな らない。 アメ
リカの不完全就業者 は、概 して低 い職業階層 に多 い。 その労働時間は、パ ー トタイムのそれに代表
されるよ うにフル タイマーの労働時間 に比 べ ると明 らかに短 い。 アメ リカにお ける労働 時間 の延長
は、 このよ うに考 えると」 B.シ ョアーが直接 には言及 して いない とはいえ、相対的 に高 い職業階
層 の人 々に傾斜 して確 かめることが 出来 る、 と解釈 して もよさそうである。 ヨーロ ッパ諸国 とオー
ス トラ リアにおける高 い職業階層 の労働時間 の延長 と、内容 の上で重な り合 うのである。
アメ リカ以外 の専門研究者などが、労働時間 の延長傾向を検討するに当た って、パ ー トタイマー
に代表 される不完全就業者 とその増加 に特別 の関心 を払 い、 フル タイ ムの労働時間 とパ ー トタイム
のそれ とを注意深 く峻別 しなが ら分析 を進めるの もm、 偶然 ではない。両者 を合 わせた平均的 な計
数 とその推移 にとどまる限 り、 フル タイムにお ける労働時間 の長期化 という流れを見落 とすか らで
ある。 これ らの専門研究者 が、不完全就業 と労働時間 に論及す る時 に特段 」 B.シ ョアー とその業
績 に言及す るわけではない。 しか し、 アメ リカ以外 の専門研究者 の姿 は、既 に理解 をいただけるよ
うに JB。 シ ョアーの姿 その ものである。
」 B.シ ョアーヘ の批判 と反批判 を巡 って今 日まで続 く議論 に学 ぶ ことは、以上 に尽 きるわけで
はない。 2つ のことを簡単 にで も述 べておきたい。

JB.シ

ョアーが景気 の変動 と労働時間 との関係 について繰 り返 し述 べ たたことは、既 に紹介 し

た。 この指摘 は、国境 を超 えて学 び取 られて しか るべ き論点 のひとつで ある。 日本 の生活時間調査
は、 アメ リカとは事情 を異 にする。幸 い にも総務省 と日本放送協会

(NHK)と

が、 それぞれ独 自

に全国規模 の調査 を重ねている。 この調査結果 は、」 B.シ ョアーの指摘す るよ うに景気 の変動 と
のかかわ りを十二分 に意識 しなが ら読 み込 まれて しか るべ きであろう。本稿 に扱 って きた批判 と反
批判 とを振 り返 るとき、忘れるわけにいかない論点 のひとつである。
―‑13‑―
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」 P。 ロ ビンソン他 による批半1に 理 のないことは、既 に述 べて きたところである。 しか し、JP。
ロ ビンソン他 の著書 か ら学 び取 ることがいささか もない とい うことではない。 それは、生活時間 の
日米比較 にかかわる。JP.ロ ビンソン他 は、 この作業 の中で以下 のよ うに指摘す る。 すなわち、
日本人 はアメ リカ人 よ りも長 く働 き、 日本 における家事・ 育児時間 の性別格差 は法外 に大 きい、 と
い う指摘 である口。 これは、格別 に新 しい指摘 ではない とはいえ、 日本 における生活時間 の特徴 を
国際比較 の中で正確 に言 い当てた分析 のひとつ として、心 に留 めておかな ければな らない。

おわ りに

」 B。 シ ョアニの提起 を巡 る論争 か ら学 び取 ることは、少 な くない。
筆者 は、社会政策学会 1987年 春季大会 の共通論題 に沿 って「 フラ ンスにおける労働時間 の『 弾
力化』」 と題す る報告 を行 い、 この報告 と会場 か らの示唆 を踏 まえて同名 の論文 を公表 した ことが
あるm。 筆者 は、 これ以来 フラ ンスの幹部 や技師 の労働時間 を主たる対象 に、 ささやかなが ら自 ら
の考 えを開陳 して きたところである∽。 これ らの作業 を通 して得 た知見、す なわち、高 い職業階層
における労働時間 の延長傾向 とい う事態 は、今 日と将来 の問題 であり続 けるので はないか とい う認
識 を、改 めて主張 したい と思 う。 フラ ンスをは じめとする ヨーロ ッパ の国 々を労働時間 の短縮 が進
展す る諸国 として論ず る向 きのいかに も強 く、 アメ リカの動向 と峻別 してかかろうとす る日本 にあ っ
て、 ここで も臆す る ことな く述 べ た いと思 う。 こうした研究姿勢 は、」 B。 シ ョアーの先駆的 な提
起 に応える道ではないよ うに思 う。高 い職業階層 における労働時間 の延長 とい う認識 とこれに沿 う
作業 こそこ JB.シ ョアーの提起 にささやかではあれ主体的 に応える道ではな いか と思 う。筆者 の
研究課題 のひとつ として、 これか らも引 き続 き発言を して い きたい と思 うところである。
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