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要約 

 まず現状の日本の労働市場がどのような特徴あるかについて分析を進めていく。戦後、日

本では企業は自社の資本蓄積のため積極的に不安定雇用を利用してきた。このような背景の

ため、歴史的に日本の労働市場には正規労働者と非正規労働者という階層構造が存在するよ

うになった。その中で、近年の景気停滞や企業の国際競争力強化のために非正規労働者が重

用されるようになっている。これは、正規労働者と非正規労働者の特徴の違いによるもので

あり、その二者の特徴とは、賃金・福利厚生や雇用の安定性において非正規労働者よりも正

規労働者の方が高いということである。前者の特徴は正規労働者が離職しづらいということ

につながり、また後者の特徴は企業が正規労働者を解雇しづらいということにつながる。 
  このような正規労働者の現状を考察すると、解雇条件が厳しいことは解雇の取引コストが
高まるということを意味し、また賃金・福利厚生制度の充実は離職時の逸失利益が高いため

離職の機会コストが増加することを意味する、ということが分かる。取引コストが高い場合、

企業は自社内に余剰人員を抱えたとしても排出に費用が大きくかかるため、余剰人員を留保

すると考えられる。そして、機会コストが高い場合には、労働者は転職すると損をしてしま

うため満足いく転職ができなくなり厚生水準が低下することになってしまう。私たちはこの

ような状況を転職市場が硬直化していると定義する。そして、転職市場が硬直化しているこ

との問題点は、取引コストが高まることにより企業間で労働者の効率的移動が行われず、労

働市場の資源配分が効率的に行われなくなってしまいマクロ的な経済成長を阻害してしま

うということである。 
  このような状況を打破するため、取引コストの低下を目指した政策を考えて行く。ここで、
我々が考えたのは、解雇条件緩和もしくは企業による転職促進である。だが、雇用条件緩和

の場合、現状から考えられることでは企業内でのみ自らの専門性を発揮できる中高年労働者

から積極的に解雇されることになってしまう。だが、その場合彼らの専門性を活かすことが

出来なくなってしまうため解雇条件緩和は経済学的社会的に望ましくない。解雇条件緩和

or 転職促進という転職者と企業のディシジョンツリーにおいて支配戦略は両者とも常に転
職促進となるので、理論的には転職促進が望ましいことが分かる。更に、人員削減された場

合残された労働者は労働時間の増加や士気の低下などの影響を受けることになる。これは、

もし解雇条件緩和だけであれば解決する可能性は低いが、転職促進であれば新たな入職を増

加させる可能性があるため解決する可能性は高いといえる。少なくとも、そのような影響は

現状よりは減少させられると思われる。 
  以上のように私たちは問題解決策として、企業による転職促進を考えて行く。私たちの考
える企業による転職促進とは、転職者放出企業が売り手企業となり、求人企業が買い手企業

となって転職者をオークションによって取引するというモデルである。このモデルが既存の

転職経路よりも優れているかについて考察していく。 
  既存の転職経路の中で、特にマッチング効率が高いものは「民営職業紹介」「縁故」「前の
会社」の３つであった。この３つの転職経路は特徴は二つの観点から分類できる。それは、

「市場がオープンである」と「情報仲介機能の信頼性が高い」ということである。「民営職業

紹介」は「市場がオープンである」が、「情報仲介機能の信頼性は低い」。一方で、「縁故」

「前の会社」は「市場がクローズである」が、「情報仲介機能の信頼性は高い」といえる。だ
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が、「オークション転職モデル」では「市場がオープンである」と「情報仲介機能の信頼性

は低い」は満たされると考えられる。なぜなら、前者においてはオークションによって取引

を行うという方法で転職市場に参加しているからであり、後者においては売り手企業が転職

者のマッチングが成功するように情報のバックアップをするからである。この企業の行動の

根拠は、売り手企業は取引が成立すれば利益を得ることができるので情報のバックアップを

行うインセンティブは存在するということである。このような理由により、私たちの考える

「オークション転職モデル」を転職希望者が利用すれば、現状よりも更なる転職促進が可能

となると考える。 
  では、この「オークション転職モデル」を転職者、売り手企業、買い手企業の三者が利用
するようになるにはどのような条件となるか、三者の立場における既存と新たなモデルを使

うときの効用比較により考える。そして、その条件とは具体的には情報仲介機能を高めるこ

と、市場をよりオープンにすること、導入時のリスクヘッジである。 
  そして、そのような条件を現状に則して「オークション転職モデル」を実施するには、新
たなオークション転職市場の創出、新たな転職市場の広告、転職者の試用期間や評価制度の

導入、地方自治体によるパイロット政策、オークションプレーヤーに対する意識調査のよう

な政策が考えられる。 
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はじめに 

バブル崩壊以後、我が国では、景気の長期低迷、IT化･グローバル化に伴う競争激化、女
性の社会進出や少子高齢化の進展など、労働市場を取り巻く環境が大きく変化し続けてき

た。そのような中、我が国では労働基準の規制緩和や雇用の弾力化が促進されてきた。企業

はそれぞれの戦略に応じて、積極的に「派遣･契約社員」「パート･アルバイト」などの非正

雇用労働者を活用しており、人件費を抑えながら、いかに自らの製品に付加価値を与るかを

模索している。バブル崩壊以後も、基本的には伝統的な終身雇用を守り続けてきた日本の大

企業であったが、近年の株式市場の発達や国際競争激化に伴う合理化要求、女性の社会進出

などを象徴とした労働供給側のニーズの変化などに対応して、必ずしも従来の枠組みには捕

らわれないような正規雇用の在り方が生まれてきている。 
2001 年の IT バブル崩壊後、我が国の経済は緩やかながらも成長を続けており、団塊世
代の大量退職を控え、ここ数年間、企業は活発に新規採用を行っている。しかし、労働分配

率が低く推移していることからも分かるように、依然として日本企業が強い競争圧力に晒さ

れていることに変わりはなく、労働市場の規制緩和や雇用の弾力化に関する議論は尽きるこ

とがない。現に、今年度の国会では労働関係６法案が審議されるはずであった。政府は、労

働市場の規制緩和や雇用の弾力化を促す一方で、未熟練労働者や失業者の「再チャレンジ」

を促して、複雑に絡み合う利害関係を調整しようと腐心している。 
私は近年の雇用の在り方に対する活発な議論の高まりは、伝統的な日本の雇用形態や組織

観が、グローバル化を迎える中で、他の国々の雇用形態や組織観と対立し、相互に影響を与

え合う過程であると見ている。雇用形態や組織観の変革は、ライフスタイルの変革に繋がっ

ている。現在岐路に立たされている日本の労働市場において、人々に多様な選択肢を提供す

ることは、彼らに様々なライフスタイルを選ぶ自由を保障する上で重要なことだ。 
我々はこの論文で、新たな人材紹介事業として「労働者オークション」を提案する。この

制度は、潜在的には有益な情報仲介機能を有していると考えられる「労働者が現在勤める企

業」に金銭的なインセンティブを与えてやることで、その情報仲介機能を存分に活用し、広

範な市場を介して「現在の勤め先企業」に労働者の転職先を斡旋してもらうというものであ

る。 
各章の構成は、第一章で日本の労働市場が置かれている現状と、正規･非正規労働者の特

徴をそれぞれ概観し、第二章で正規雇用部門の労働市場に存在する種々の摩擦が、経済全体

の効率性や世代間の公平性を損ないうること指摘する。第三章では、正規部門労働市場の摩

擦を解消する方法として、単に解雇を促すだけの流動化政策が望ましくないということをゲ

ーム理論を用いて示し、その上で既存の転職市場を概観する。第四章では、新たな転職市場

と既存の転職市場の比較をする。最後に第五章では、新たな転職市場の実行に向けた具体的

な政策について述べる。 
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第1章 日本の労働市場における 
現状分析 

第1節 雇用形態の分類 
 
総務省統計局の「労働力調査」においては、雇用形態は勤め先での呼称に応じて６種類に

区分されている。すなわち「正規の職員・従業員」、「パート」、「アルバイト」、「労働者派遣

事業所の派遣社員」、「契約社員」、「その他」である。この論文では、我々もこの定義に従い

「正規の職員・従業員」を「正規雇用労働者」、他の区分における労働者を「非正規雇用労働

者」と呼ぶ。参考として独立行政法人労働政策研修機構が行う労働力の分類方法を紹介する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００７発表論文  1st ‐2nd Dec.2007 

 8

このような定義の基に総務省統計局の「労働力調査」および「労働力特別調査」を見ると、

非正規雇用者数は１９９３年の９８６万人から２００４年には１５５５万人へと５６９万

人増加したことが確認できる。すなわち、正規雇用労働者（以下、正規労働者）よりも扱い

やすい非正雇用労働者（以下、非正規労働者）という労働力の活用が促されてきたことが理

解できる。このことは、非正社員の人件費が安いことに加え、次節で示すように、正規労働

者を取り巻く解雇条件の厳しさによるところが大きい。 
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第2節 正規雇用労働者と非正規雇用労働者を 
取り巻く変遷 

 
戦後、１９５０年代から６０年代にかけて「労働市場の二重構造」が顕在化してくる。労

働市場の二重構造とは企業が資本蓄積のために社外工制度を利用して不完全就業者を雇用

することである。つまり、雇用条件を階層化することで企業は景気調整弁として不安定雇用

を利用したのである。そのため、６０年代以降に高度成長を遂げることなった。更には、７

０年代を過ぎると不安定雇用を単なる景気調整弁の役割だけではなく、高蓄積手段として企

業は積極的に利用するようになり、企業の基幹部分にまで浸透するようになった。そのため、

不完全就業者とは本来社外工を指す言葉であったが、それが様々な業態に及んだため非正規

労働者のことを指すようになり、非正規労働者とは不安定雇用のことを意味するようになっ

た。８０年代以降では、ロボットやコンピュータなどの構造変化や不況に対応するため企業

は減量経営戦略をとる必要に迫られたため戦略的部門のような労働力のコアにあたる正規

労働者について雇用をしぼった。そのため非正規労働者の拡大が一層進み正規労働者の周辺

にパートタイマーや派遣労働者、請負企業労働者が配置され労働需要の変動に容易に対応す

る体制が気づかれた。 

 以上が現在までの正規労働者と非正規労働者の変遷である。上記によると今日の非正規労

働者は不安定雇用であるということがいえる。ここでいう不安定雇用とは、雇用のジャスト

インタイム・システムを目指すために失業的要素を常に含んでいるということと、人件費抑

制のために賃金が低いということである。そのため、結果的に正社員とは解雇されるリスク

が比較的少なく、賃金が非正社員に比べて高い労働者といえる。これらは「雇用の弾力化と

労働者派遣・職業紹介事業(伍賀一道著)」によるものである。それでは正規労働者と非正規
労働者の間ではどのような違いがあるのかについて分析を進めていく。 

第3節 労働市場における正規雇用労働者と  
非正規雇用労働者の差異 

 
雇用条件に関する差異 

正規労働者と非正規労働者を比較すると、解雇条件に関して違いがあることがわかる。正

規労働者については厳格な解雇条件が存在する。解雇条件には判例法理が適用されており、

その判例の中で４つの要件を満たすことが必要となってきた。すなわち、①企業経営上、人

員整理を必要とするやむを得ない状況にあること、②希望退職を募集する、配置転換をする

等、解雇を回避する努力をすること、③解雇の人選は、公平で合理的に行われること、④労

働者や労働組合へ、整理解雇についての経緯等を十分に説明することである。この４点のう

ち１つでも条件が満たされなければ、整理解雇の有効性が失われてしまう。この様に、正規

労働者の解雇には様々な障害が存在していた。 
２００４年の労働基準法の改正により、労働基準法第１８条の２「解雇は、客観的に合理

的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものと

して、無効とする」という条文が明記され、就業規則必要的記載事項に「解雇事由」を含め

ることとなった。この規定によって、もはや日本においては使用者の解雇自由の原則は更に

後景に退き、使用者の解雇権行使には、客観的合理的理由が必要であるという一般的規制が

確立されたため、企業側にとっては正規労働者の解雇がより厳格化されることとなった。 
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他方、非正規労働者に関しては、使用者はより容易に人員の調整を行うことができる。非

正規労働者の雇用は有期契約であることがしばしばあり、使用者は雇用契約の更新を行わな

いことで実質的にその労働者を解雇することが可能となっている。 
 

給与・福利厚生に関する差異 
また、正規労働者と非正規労働者の間では給与・福利厚生に関しても違いがある。平成

18 年度「賃金構造基本統計調査」のデータから、賃金を上昇させる要因として労働者の年
齢および勤続年数を挙げることができる。 
グラフ１～６は、項目別に｢ある世代において、勤続年数が何年であるものが何人いるか｣

を表している。例えば、グラフ１では、１年と書かれたピンクの曲線は１７歳以下で勤続年

数が１～２年の者、１８～１９歳で勤続年数が１～２年の者というようにそれぞれの年齢に

応じた賃金を示している。また、勤続年数が３年以上のグラフのスタート地点が途中からで

あるのは、平成１８年度においてはそれより年齢の低い若者のデータがないことを意味して

いる。 
グラフ１と２は、正規労働者の年齢別・勤続年数別賃金と非正規労働者のそれとを比較し

たものである。非正規労働者の賃金は勤続年数９年以下では年齢が要因になっているが、１

０年以上では勤続年数も要因となって値が分かれている。一方で、正規労働者については、

賃金の変動は年齢だけではなく、勤続年数によって大きく分かれていくことが理解できる。 
こうした事実は、さらにグラフ３とグラフ４によっても理解できる。グラフ３とグラフ４

は、正規労働者の年間賞与その他特別給付額と非正規労働者のそれとを比較している。両者

を詳しく見ていくと、非正規労働者では６５歳以上を除けば、勤続年数９年以下では曲線は

ほぼ水平で、年齢ではなく勤続年数が寄与していることが分かる。一方で、正規労働者につ

いては、年齢というよりは長期勤続をすればするほどもらえる額が増えていくことが理解さ

れる。 
加えて、グラフ５～６は正規労働者の年齢別・勤続年数別労働者数と非正規労働者のそれ

とを比較している。両者を比べると、まず正規労働者の勤続年数の方が圧倒的に長いことが

分かる。更に、正規労働者では、それぞれの勤続年数のラインでピークとなる年齢が、ほぼ

学卒後からの経過年数に等しいことが分かる。つまり、正規労働者では、学卒後就職した後、

そのまま同一の企業に継続勤務する者の割合が高いということが分かる。 
以上をまとめると次のようなことが言える。すなわち、正規労働者については長期勤続す

ればするほど賃金が増加することとなる。一方、非正規労働者についても勤続年数に応じた

賃金の増加は確認できるが、正規労働者の賃金増加率と比べるとはるかに低い。このことか

ら、非正規労働者と比較した際に、正規労働者の方が離職に対するインセンティブが低くな

るであろうと考えることができる。実際に、正規労働者の方が一つの企業に長期勤続する者

の割合が高い。 
また、福利厚生制度について付言すれば、平成６年版「労働経済の分析」によると、勤続

年数や年齢が福利厚生制度を受ける上での資格要件となっている場合も多く、長期勤続して

いる者に有利で、転職者には不利な面があることが指摘されている。また、正規労働者と比

べて、非正規社員は福利厚生制度の対象とされない場合が多いということが示されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００７発表論文  1st ‐2nd Dec.2007 

 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００７発表論文  1st ‐2nd Dec.2007 

 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００７発表論文  1st ‐2nd Dec.2007 

 13 

就業機会に関する分析 
最後に、正規雇用労働者としての中途入職について概観する。「総務省統計局 労働力調査」

によれば、転職者数と転職希望者数の割合、すなわち転職成功率は 50～60％の間で推移してい
る。ちなみにベンチマークとして大卒の就職率を考えると、下の表３から分かる通り転職入職率

は圧倒的に低いといえる。これは景気などの要因を考慮したとしても依然低い水準にあるといえ

る。 
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このように中途入職率が低く抑えられている背景としても「年功序列的な給与体系」を挙げる

ことができる。給与の年功制の裏には、企業側の労働者に対する長期勤続への期待が存在し、日

本において一部の大企業が行う新規採用は「大学卒業直後の若手求職者」（いわゆる「新卒者」）

に対するものへ集中している。この「新卒採用主義」とも呼べるような大企業の雇用慣行が、中

途入職を希望する者に対しては「満足のいく職場」へのアクセスを限定し、結果として低い「転

職成功率」を招いている。 
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第2章 労働市場の硬直性が   
もたらす問題点 

第1節 労働市場の硬直性 
 
前章の分析から、正規労働者の解雇が非正規労働者の解雇と比べて困難であり、年功序列

的な給与体系によって正規労働者の転職インセンティブが阻害されているという現状が見

えてきた。 
「解雇条件の厳格化」は企業側からすれば労働者を解雇する際に生じる取引コストの増加

を意味し、「(福利厚生や社会保障･退職金も含めた)給与の年功序列制」は労働者側からすれ
ば転職を行う際に生じる機会コストになると理解できる。また、一部の大企業による「新卒

採用主義」は、労働者側からすれば学卒直後以外の期間に求職活動を行うことの機会コスト

を増加させる。このことは異時点間における労働者の自由な就業期間の選択を阻害し、労働

者の厚生水準を引き下げる恐れがある。 
以上のように日本の労働市場においては、解雇・再入職・就業期間の選択などを行う際に

障害となりうるような種々の制度が存在する。このように労働者の適切な移動を妨げるよう

な種々の要因が労働市場における摩擦（取引コスト・機会コスト）の高まりであると我々は

解釈し、そのような摩擦を取り除くことが労働市場の効率性ひいては国民の厚生水準を引き

上げるような役割を持つと考える。このように労働力の迅速で適切な再配置を妨げるような

取引コストや機会コストの高まりを我々は「労働市場の硬直化」として定義する。 

第2節 市場の硬直性と生産の効率性 
 
この節ではまず、労働市場の硬直化が資源配分の効率性の観点からいかに問題となるかを

簡単な経済モデルを用いて示す。 
この経済には二つの企業、企業１と企業２とが存在し、それぞれ同一の生産関数 f を有

するものとする。生産関数は収穫逓減を仮定し、単純化のために投入される生産要素は労働

力だけであるとする。また、経済全体に存在する労働力は外生的に与えられ 0L と表わす。
また、企業１が当初有している労働力を 1L  企業２が有している労働力を 2L とし、

210 LLL  , 21 LL  という関係式が成立している。また、それぞれの企業が生産する財
は同一で、価格は Pとする。 
当初、収穫逓減の仮定より、それぞれの企業における労働者の限界生産性価値の間には 

21 LfpLfp  …①  なる関係式が成り立っている。ここで、個々の労働者の

質の違いを考慮せず、労働者の移動に関して費用が発生しないと仮定すれば、人員を過剰に
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保有している企業１から企業２に向かって人材が移動するはずである（ここで、競争市場に

おいては労働力１単位あたりの名目賃金wはその限界生産性価値 Lfp に等しくなると

いうことに注意しよう）このような労働者の移動は①式が満たされる限り継続し、最終的に

両者の企業に勤める労働者の賃金（限界生産性価値）および雇用者数は等しくなる。労働者

の移動が①式を満たすものであれば、人員の過剰な保有によって相対的に生産性の低いセク

ターであった企業１から、相対的に生産性の高いセクターである企業２に向けて人材が移動

するのであって、経済全体の総生産量もこれに伴い改善する。 
 
 
 
しかし、もし市場に摩擦が存在して、労働者の解雇や再入職に関して取引費用が掛かると

した場合には、どのような違いが発生してくるであろう。ここでは労働者が企業１を辞め企

業２に再就職する際に、労働者に対して転職に伴うコスト が発生するようなケースを考え

る。ここでコスト は、転職先を探す手続きに伴うコストや、一度職を辞めてしまうことに

よって減価する企業年金の割引現在価値であると考えていただいてよい。この場合、それぞ

れの企業の限界生産性価値の間には 21 LfpLfp  なる関係式が成立する。こ
れは、転職コスト という摩擦が存在する分、企業１に勤める労働者は相対的に低い賃金

1Lfp に甘んじてしまうということを意味する。 
 
このように生産の効率性および経済全体の厚生水準の向上という観点から、転職に伴う取

引コストを低下させることが望ましいということが分かった。 
続いて、解雇に伴う取引コストについても言及する。解雇に伴う取引コストとしては、例

えば、企業が労働者を解雇する際に、労働者に訴訟を起こされてしまうリスクなどを挙げる

ことができる。 
解雇コストの高まりは、企業内部の相対的に生産性の低い人材を外部の生産性の高い人材

と入れ替えることのコストを上昇させてしまう。その結果、相対的に生産性の低い人材であ

るにも関わらず、企業はその人材を内部で雇い続けなくてはならず、外部の生産性の高い労

働者が就業の機会を奪われるといった事態が発生しうる。 
玄田 2001｢仕事のなかの曖昧な不安｣では、従業員 500人以上の企業を対象とした 97年
度版｢雇用動向調査｣のデータを用いて「従業員全体に占める 45歳以上の従業員の比率」を
説明変数とした実証分析を行っている。そこでの結論としては、｢45 歳以上比率｣が１%上
昇すると、高卒・大卒文系・大卒理系に対する企業の求人予定数はそれぞれ 1.8%、3.0%、
2.0% 有意に減少するというものである。また、被説明変数を｢フルタイム労働者の離職が
従業員全体に占める割合｣としたところ統計的に有意な結果は得られなかった。以上のこと

から、大規模な事業所において、高齢化の進展、および既存社員の調整コストの高まりが、

結果的に新卒採用者数の抑制につながっているとしている。 
年功序列的な賃金体系の背景に、必ずしも勤続年数に比例した生産性の向上が見られない

ことは種々の実証研究により指摘されている（Medoff and Abraham 1980, Kotlikoff and 
Gokhale 1992）。玄田 2001における分析結果から見えてくることは「大企業は中高年とな
った正社員に対して、その生産性には必ずしも見合わないような高い賃金を与えつつも、そ

の代償として比較的安い賃金で雇えるはずの若手社員の採用を抑制することがある」という

実態である。 
 
 
 
 
 

22
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第3節 安易な流動化政策の危うさ 
 
―――解雇に際してコストが掛かるせいで、企業内に生産性の低い労働者が留保され、企

業外にいる有能な労働者の(中途入職も含めた)就業機会までも奪われてしまう―――しか
し、だからといって正社員の解雇条件を緩めれば、それで全てが解決するという訳ではない。 
法律によって正社員(特に中高年)の雇用関係が堅く守られている背景として、一つ挙げら
れるのは、｢一度失業してしまった中高年は若年者にも増して新たな就業機会を得ることが

難しい｣ということである。 
確かに、中高年の労働者には、それ以前の職場で培ってきた経験や技術、組織内外におけ

る強い人的ネットワークがあるかもしれない。しかし、新たな技術や環境に順応する能力は

一般に中高年の労働者の方が低いといえるし、体力的にも中高年には衰えがある。実際に、

非正規部門の職には他の労働者でも比較的代替が容易な肉体労働が多い。正規部門への再入

職経路を閉ざされてしまった中高年が、非正規部門で生計を立てて、家族を養おうとするの

は容易なことではない。2007年に行われた雇用対策法の改正により募集・採用時における
年齢制限が禁止されたが、依然として年齢が採用決定時の重要な要素になっていることは明

らかである。 
単に「正社員の解雇条件を緩和する｣といった政策を行うだけでは、徒に中高年の失業率

を引き上げ、彼らの家庭生活を崩壊させるような結果を招きかねない。大切なことは、単に

解雇を行い易くするだけではなく、労働者が解雇された後の受け皿となるような就業機会を

も用意することである。労働者の企業からの退出だけはなく再流入をも促す。それが適正な

労働市場の「流動化政策」であると我々は考える。 
 
正規労働者として一つの企業に長期勤続してきた中高年には多くの経験がある。正規労働

者の福利厚生制度が充実しているのも、背景には「労働者に長期勤続してもらい、長期的な

視野に立って多くの教育投資を施したい」という企業側の狙いがある。人的なネットワーク

から組織内部における特殊な知識にいたるまで、一つの組織に長期勤続する正規労働者は

様々な技能を修得し、ある種の専門性を有するようになる。 
しかし、そのような「専門性」が他の組織においても通用するものであるという保障は全

くない。それまでに構築した人的ネットワーク（人間関係）などは組織が変わってしまえば

直接的な意味を持たなくなってしまうかもしれないし、ある業種のみに特殊な技能や知識な

どはいくらでも存在する。また先ほども指摘したように、中高年の労働者は一般に学習能力

が低く、体力も低い。そのため、現在の組織を解雇され、自らの専門性を生かすことができ

なくなってしまった中高年はしばしば苦境に立たされる。また、彼らの持つ専門性（人的資

本）が活用されないことは経済全体から見てもロスである。 
このような状況を鑑みると、多くの経験を持った中高年正規労働者を、いかに新たな職へ

とマッチングさせるかが重要な意味を持つことが分かる。それは、彼らの持つ人的資本を有

効活用し、彼ら自身の厚生水準を高めるという意味を持つだけではない。中高年労働者が新

たな職を見つけ易くなると、労働市場全体として人材の出入りが活発になり、それまで満足

のいく職を得ることができなかった中途入職希望者や若手の求職者にも就業機会が広がる。 
適切な労働市場が持つ機能として望まれるのは、単純に解雇に際しての摩擦が低いという

ことではなく、求職中者を新たな職に迅速かつ適切にマッチングさせるような情報仲介機能

なのである。 
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第3章 転職経路の分析 

第1節      解雇ｖｓ転職支援          
 労働者と企業のゲームの表現 

 
前節では、正社員の転職市場が硬直的であることの問題点を示した。それでは、これに対

してどのような解決策が考えられるであろうか。特に、労働者と企業の両者が win-win の
関係となる解決策とはどのようなものであろうか。その時の条件とは何であろうか。我々は、

労働市場が硬直的であることに対する解決策として、①解雇条件を緩和する、②転職を促進

するという２通りの方法を考えた。以下では、まず企業と離職する労働者の利得をゲームツ

リーによる展開型表現で表して考察していく。次に、企業に残された労働者に関して考察し

ていく。 
 

ゲームの展開型表現 
ⅰ）企業と離職する労働者 
 ここでは、企業と労働者の選択によって異なる利得を考えていく。なお、簡略化のために

双方の利得は金銭のみで表し、労働者の場合は賃金、企業の場合は支払う額とする。 
 セットアップとして、企業と労働者による以下の逐次決定ゲームを考える。 
まず、企業が放出したいと考える労働者がいると想定する。このとき、企業は{解雇通告、
転職促進}の戦略から１つを選ぶ。その次に、企業による戦略を知らされた上で労働者は{受
入れ、拒否}の戦略から１つを選ぶ。最後に、労働者の決定を受けて企業は戦略を決定する。
ただし、労働者が企業による{解雇通告、転職促進}の戦略に対して{受入れ}を選択した場合
はゲームが終了し、労働者が{拒否}を選択した場合には企業は{解雇する、解雇しない}の戦
略から１つを決定する。 
 次に、労働者の利得関数について考える。労働者の賃金は、{Ｗ０、ＷＨ、ＷＬ}の３パター
ンとし、転職せずに現状の賃金であればＷ０、転職をして現状より高い賃金であればＷＨ、

転職をして現状より低い賃金であればＷＬであるとする。労働者が転職をする場合、解雇に

よって再就職するときにＷＨとなる確率をｑとし、企業による転職促進で再就職するときに

ＷＨとなる確率をｐとする。よって、労働者の利得関数は、{Ｗ０、qＷＨ+(1－q)ＷＬ、pＷＨ+(1
－p)ＷＬ}のいずれかとなる。 
 次に、企業の利得関数について考える。企業の支払う額は、{解雇通告の受入れ、解雇、
解雇しない、転職促進の受入れ}の４パターンによって異なるとする。解雇通告を労働者が
受け入れる場合には、企業は勧告だけで労働者を放出できるので支払う額は０であるとす

る。企業が解雇をする場合には、企業は手切れ金と解雇に伴う調整コストを支払うので、支

払う額は－Ｓ－φであるとする。ただし、Ｓは解雇する場合の手切れ金、φは解雇に伴う調

整コストである。企業が解雇をしない場合には、放出したい労働者の生産量から賃金を差し
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引いた額がコストとなるので、支払う額はＹ0－Ｗ0であるとする。ただし、Ｙ0はゲームに

参加している労働者の生産量であり、企業はその労働者を放出したいと考えているのでＹ0

－Ｗ0＜０であるとする。企業が労働者の転職を促進する場合には、転職をバックアップす

るコストがかかる。さらに、バックアップをしやすい労働者とバックアップが難しい労働者

が存在すると考えられる。例えば、職歴も示しやすく、他の会社でも発揮できる能力がある

労働者であればバックアップしやすいが、そうでなければバックアップは難しい。そのため、

前者の場合には企業が有利な情報を作成するコストは低くなり、後者の場合は情報を作成す

るコストは非常に高くなる。このため、前者のコストを－Ｆ、後者のコストを－Ｆ´とし、

－Ｆ＞－Ｆ´とする。以上のことから、企業の利得関数は、{０、－Ｓ－φ、Ｙ0－Ｗ0、－

Ｆ}の４パターンとなる。 
 セットアップをまとめると、労働者と企業による２人戦略型ゲームは表２で定義される。

また、ゲームツリーを用いた展開型表現は図９で表される。 
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ゲームの分析 

そこで、次に①解雇条件を緩和する、②転職を促進する、の２通りに場合わけをして、労

働者と企業の利得の変化について考えていく。 
 
①解雇条件を緩和する 
解雇条件を緩和するということは、企業の手切れ金あるいは調整コストを引き下げること

を意味している。そのため、{解雇する}という選択をした企業のコスト{－Ｓ－φ}が{－Ｓ´
－φ´}へと下がる。この場合にも{－Ｓ´－φ´}＜０であることに変わりはないが、解雇を
するコスト自体が下がるため、－Ｓ－φ＜Ｙ0－Ｗ0＜－Ｓ´－φ´となれば、{解雇しない}
を選択した企業も解雇条件の緩和は望ましくなる。 
一方で、労働者は解雇条件を緩和されても転職をする際にはプラスとなる要素はないの

で、期待賃金は変化しない。あるいは、解雇されたというレッテルによって期待賃金は下が

るかもしれない。「労働市場設計の経済分析」の研究では、実証分析によって非自発的な理

由による転職は離職期間の長期化と賃金上昇率の低下に優位に影響していることが示され

ている。解雇条件の緩和という非自発的な離職はこのことと整合的であるため、賃金の低下

を招くことも大いに考えられる。ただし、ここでは簡略化のため、解雇をされても転職後の

期待賃金は離職以前と同じであるとする。 
 
②転職を促進する 
転職支援を利用できる労働者の場合、セットアップで述べたように、能力があることを企

業に十分保証されている。さらに、企業はそのことを保証するだけではなく、転職先が見つ

かるようにバックアップまでする。そのため、転職支援を利用する労働者の場合、転職後に

賃金が高まる確率は解雇条件の緩和のときに比べて高くなるので、セットアップの表現を用

いればｐ＞ｑとなる。また、転職支援の制度が非常に上手く行けば期待賃金も十分高くなる

ので、現状の賃金Ｗ０よりも高くなる。 
以上の①と②を比べると、労働者にとっては pＷＨ+(1－p)ＷＬ＞qＷＨ+(1－q)ＷＬ、pＷＨ+(1

－p)ＷＬ＞Ｗ０となるため転職の支援のほうが望ましい。一方で、企業にとっては解雇条件

の緩和によるコスト－Ｓ´－φ´と転職の緩和によるコスト－Ｆと－Ｆ´の比較によって

決まる。先に述べたように、バックアップしにくい労働者のコストは非常に高いため、－Ｆ

´＜－Ｓ´－φ´であると考えられる。そこで、－Ｆと－Ｓ´－φ´の比較が重要となるが、

労働者にとっては転職の支援のほうが望ましいため、労働者と企業の両者が win-winの関
係になるためには、－Ｓ´－φ´＜－Ｆ、すなわちＦ＜Ｓ´＋φ´となる必要がある。すな

わち、転職支援のバックアップのコストが解雇条件の緩和後のコストより低いことが条件と

なる。 
これらをまとめると、労働者と企業の両者が win-winになるには、「他の会社で能力を発
揮できる労働者に対し、企業がバックアップをする」という転職の支援をすることが望まし

く、このときの転職後の期待賃金を十分に上げること、転職支援のバックアップコストが解

雇条件の緩和後のコストよりも低いことが挙げられる。 
 

企業に残された労働者に与える影響 
ⅱ）企業に残された労働者 
企業に残された労働者には、どのような影響が与えられるのであろうか。自発的にせよ、

非自発的にせよ、労働者が転職することは所与であるとし、その上で企業に残された労働者

について考えることとする。以下のグラフは、人員削減に伴う(または予想される)影響につ

いてまとめたものである。このうち企業に残された労働者に関して特に注目すべきは、「従

業員の士気の低下」が過半数、「従業員の労働時間の増加」が 4割以上という結果である。
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このため、企業に残された労働者については、マイナスの影響があると考えられる。もっと

も、解雇条件を緩和した場合に、自己都合離職の増加が増えるであろうと回答した企業が約

２０％いるため、士気の低下を前に自発的な離職をする労働者が増える場合も考えられる。

しかしながら、ここでいう自己都合離職の増加とは、解雇条件が緩和されないままであれば

現在の職業にとどまろうとした労働者が、企業に解雇されるという不安を恐れ、取引コスト

を自ら支払ってまで転職をしようということと思われる。そのため、解雇条件の緩和による

自発的離職とは、労働者にとってポジティブな意味とはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
一方で、企業が転職を支援する場合には、企業に残された労働者にはプラスの影響がある

と考えられる。なぜならば、解雇による不安が解消されるため、従業員の士気の低下がそこ

まで懸念されなくなると考えられるからである。 
もっとも、人員削減による従業員の労働時間の増加は転職支援の制度によっても改善され

ないと思われるかもしれない。しかしながら、人員を削減するという状況は先のセットアッ

プで示したＹ0－Ｗ0の値がマイナスであることとが寄与していると考えられる。そのため、

Ｙ0－Ｗ0の値を正にする労働者が存在すればこのような状況を改善できる。それでは、解雇

条件の緩和と転職支援の場合には、新たに雇う労働者がＹ0－Ｗ0の値を正にする確立はどの

ように異なるのであろうか。 
解雇条件の緩和の場合、Ｙ0－Ｗ0の値を正にする確立は現状と変わらないと考えられる。

新しく雇入れる労働者は新卒か転職の２通りが考えられるが、新卒を即戦力として期待する

ことは難しく、ノウハウを培った転職者のほうが望ましいと思われる。しかしながら、先に

示したように正社員の転職市場は硬直化しており、転職率も大幅に低く、このような状況を

変えずに解雇条件の緩和をしても確立は改善されないのである。 
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 一方で、企業が能力のある労働者の転職支援を支援するという状況が存在すれば、新たに

その労働者を雇入れる企業にとってＹ0－Ｗ0の値を正にする確立は高くなる。このため、長

期的に見れば人員削減を補うことの出来る可能性は高くなる。 
 よって、企業に残された労働者についても、労働時間の増加という可能性は払拭できな

いものの、転職の支援のほうが望ましいといえる。 
 

第2節 既存の転職経路に関する分析 
 

マッチング効率と利用者属性 
前節では、転職市場の硬直化を緩和させるためには、解雇条件を緩めず、自発的な転職を

促すことが望ましいことを示した。この節では、自発的な転職者の増加を考えるために、初

めに既存の転職市場の現状について見ていくこととする。 
労働者の視点に立った先行研究として、ここでは「労働市場設計の経済分析」(樋口美雄・
児玉俊洋・阿部正浩編著)を参考にする。 
 この本では職業紹介経路のマッチング効率について分析を進めている。ここで言うマッチ

ング効率の指標とは、求職者と求人企業のマッチングが一定期間に成功する確率、転職入職

者の離職期間、転職前後の賃金変化率、転職の満足度である。なお、職業紹介経路には入職

経路と求職経路の２種類があり、前者は現職に転職した際利用した職業紹介経路のため通常

は１つ、後者は転職時に利用した職業紹介経路のため複数考えられる。 
 上記のマッチング効率を考える上で、この本では６つの職業紹介経路を取り上げている。

すなわち、公共職業安定所、縁故、広告、前の会社、民営職業紹介、そして学校である。表

３によれば、わが国では、主要な入職経路は利用者順に、広告、公共職業安定所、縁故、前

の会社が多い。 
 
 
 

表３ 
 １９９１年 １９９５年 ２０００年 
 実数(構成比) 実数(構成比) 実数(構成比) 
公共職業安定所 549,179 (16.0) 628,780 (22.1) 937,688  (26.5) 
学校 39,576  (1.2) 32,149  (1.1) 34,016   (1.0) 
前の会社 135,009  (3.9) 142,587  (5.0) 205,312   (5.8) 
縁故 1,224,867 (35.8) 860,948 (30.3) 883,499  (25.0) 
広告 1,193,865 (34.9) 876,845 (30.8) 1,119,035  (31.6) 
その他 282,512  (8.2) 304,639 (10.7) 322,894  (9.1) 
民営職業紹介所   34,397  (1.0) 
合計 3,425,008  (100.0) 2,845,947  (100.0) 3,536,840 (100.0) 

「労働市場設計の経済分析」より作成 
 
 
また、厚生労働省『雇用動向調査』によれば、これら６つの職業紹介経路の利用者属性は

次の表４で与えられる。 
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表４ 
公共職業安定所 短大・高専卒、中学・高卒が多い。また、事務事業従事者、生産工程・

労務作業者が多い。離職期間が長い人が多い。相対的に不利・早期の再

就職が困難な離職者である。 
縁故 どの年齢層、どの職業にも満遍なく多く、中学・高校卒の利用者が多い。 
広告 若年者ほど多い。管理的職業以外の職業に多い。パートタイムが多い。

大都市圏に多い。 
前の会社 ５５歳以上、管理的職業従事者が多い。 
民営職業紹介 大卒以上、管理的職業従事者、専門・技術的従事者などが多い。労働市

場で有利な人が多い。 
学校 若年層、短大・高専卒、専門・技術的職業従事者が多い。 

「労働市場設計の経済分析」よりまとめて作成 
 

これらのデータをもとに、入職経路・転職経路に関して、マッチング効率、入職経路と転

職後の満足度、求職経路と満足度について分析をしている。 
入職経路によるマッチング効率は、被説明変数を〔離職期間、賃金変化率の対数〕とし、

公共職業安定所を基準に回帰分析を進めている。その結果、入職経路別では以下のような結

果が得られた。 
 
・ 離職期間はすべて有意にマイナスで、公共職業安定所よりも他の入職経路を利用した転
職のほうが早く再就職できる。 
・ 賃金変化率は前の会社以外すべてプラスで有意で、公共職業安定所よりも他の入職経路

のほうが賃金上昇率は高い。 
・ ｢縁故｣、｢広告｣は離職期間がやや短い。前の会社は、転職後賃金の低下幅が大きく、代

わりに離職期間が短い。ただし、年齢要因を加味すると因果は軽微である。 
・ 民営職業紹介は、マッチング効率が高い。 
 
また、この本では、先の分析結果において縁故・前の会社・民営職業紹介の３つの転職経路

のマッチング効率が高く、公共職業安定所のマッチング効率が低い理由として情報仲介機能

の有無を上げている。 
 

既存の転職経路の比較と我々の政策案 
 以上の先行研究から、情報仲介機能がある転職経路の方が、賃金上昇率や離職期間から考

えたマッチング効率は高くなることが分かった。先に述べたように、入職経路の中で情報仲

介機能を持つものとしては縁故、前の会社、民営職業紹介があげられる。情報仲介機能とは、

労働者の市場価値を正確に測定し、労働者と企業の情報の非対称性を緩和させるものである

といえる。そこで、これら３つの転職経路において情報仲介機能がどのように働くかをより

詳しく考えていく。 
 第一に、縁故という入職経路では、利用者のマッチング効率は離職期間、賃金変化、転職

後の満足度のいずれの観点からも高いことが分かる。縁故は求職者と求人企業の双方の情報

を十分にもっている場合が多い。そのため、双方に対して信頼を高め情報の非対称性を埋め

る機能をしている。だが、縁故は職業紹介機関に比べてインフォーマルで閉鎖的である職業

紹介経路であるという欠点があると思われる。そのインフォーマルで閉鎖的な性質のため、

必ずしも労働者の市場価値が正確に判断されていない可能性がある。また、企業側の選択肢

に関しても豊富であるとは言い難い。 
 第二に、前の会社という入職経路では縁故と同様に情報仲介機能が高いといえる。また、

表１より約５％ではあるが職業紹介経路に占める割合も比較的高いものであるといえる。だ
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が、これは縁故と同様インフォーマルな職業紹介経路であるといえる上に、利用者は５５歳

以上の管理職従事者などに限定されている。さらに、前の会社による職業紹介では移動は関

連企業へのものに限られる場合も多く、資源配分上適切な再配置とはいえない可能性があ

る。 
 第三に、現状では民営職業紹介事業のマッチング効率は高いといえる。民営職業紹介企業

では多数の顧客に関する情報が体系的に管理されており、そこに勤める仲介エージェントは

様々な人材のマッチングを日常的に行う中で、豊富な経験を積み、マッチングのノウハウを

形成していく。しかし、仲介エージェントは必ずしも労働者と日常的に接するような立場に

はおらず、そのような意味で縁故や前の会社と比べた場合に労働者の適性や希望、経験など

について十分な情報を得ることができるのか疑問が残るところである。 
以上、縁故、前の会社、民営職業紹介という３つの転職経路について考察してきたが、結論

としては、市場がオープンであり、かつ最も信頼に足る情報仲介機能を有している転職経路

は存在してないということである。ここでは、こうした条件を克服する転職市場とは何かに

ついて模索していく。 
ここで、我々が提示する政策案が「労働者オークション」である。そこで、以下ではなぜ

オークション制度を用いるかについて言及する。それでは、現実的にオークションとはどの

ような形で存在しているのだろうか。我々がまず思い浮かべるものとしては、入札制度が上

げられる。入札制度の場合、政府はある事業を行う際の公共調達において、同業他社を競わ

せて希望入札の価格が最も低い企業に受注を決定する。次に思い浮かべるものとしては、一

般的なインターネットオークションがあげられる。インターネットオークションの場合、売

り手が情報を提示して、それを元に買い手が落札をめざす。このように、現実としてオーク

ション制度は幅広く使われている。その中で重要なことは、オークション制度における価格

設定は、買い手と売り手がｎ対ｎの関係で価格が決定するのではなく、買い手と売り手がｎ

対１の関係で価格が決定することである。この条件は、まさに我々が考えてきた市場の条件

に他ならないのである。 
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第4章 労働市場の理論分析 

第1節 転職市場に関するセットアップ 
 
１．プレーヤーの設定 
我々は、前節でオークションを利用した新たな職業紹介経路が有効であることを示した。

ここでは、より詳細に、オークションという職業紹介経路を利用するに当たって労働者を放

出したい企業、労働者、そして新たな雇入れ企業の３者全てにとってオークションが望まし

くなるための条件を考えていく。なお、分析に当たっては確率と金銭のみで考えることとす

る。 
まず、転職をする際のプレーヤーについて設定を行う。既存の転職経路としては、情報仲

介機能を有する「縁故」、「前の会社」、「民営職業紹介」の３つを想定する。これら３つの職

業紹介経路では、プレーヤーは労働者、求人企業、そして情報を仲介する者の３者が存在す

る。簡略化のため、以下では労働者を L、求人企業を B、そして情報を仲介する者を A と
表すこととする。これらのシステムでは、転職をしたい Lと求人をしている Bを Aがマッ
チングさせ、Aは成功できれば Lと Bからマージンを徴収するという形となっている。 
 新たな転職市場では、プレーヤーは Lと Bに加えて、Lをバックアップする放出企業が
存在するので、以下ではこれを S と表すこととする。なお、ここでの S は情報仲介機能を
有することから Aに相当する。オークションでは、Sの紹介により Lと Bのマッチングが
行われ、Lを S と B の間で取引することとなる。そして、オークションの結果によって L
の転職する企業が決まることとなる。 
ここでのオークションの形態は、入札価格を最も高く表示した B を１番目、次に最も高
く表示した Bを２番目、というように決定し、順に Lと Bがマッチングを試みることとす
る。ただし、オークションの結果、S と取引することを決定した Bと、Lの希望する B が
異なる時、L は一定額の金銭を S に『オプション料』として支払うことで自らの意思決定
を S の意思決定よりも優先させることが出来るとする。これにより、L がオプションの権
利を行使する場合は、Sは Lの指名する Bと取引を行う。同時に、この時 Sはオークショ
ンで一番高い評価額をつけた Bに Lを売ることができないため、『違約金』として一番高い
評価額をつけた Bにいくらかの金銭を支払うことにする。 
 
２．転職市場における金銭の設定 
これまで既存の職業紹介経路とオークションそれぞれのプレーヤーについて考えてきたが、

次にそれぞれのケースでプレーヤーにかかわる金銭について考えていくこととする。金銭

は、以下のように想定する。 
 
既存の転職経路： 

     「縁故」 
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L(=転職者)：Aを利用する費用…C１a 

 
B(＝求人企業)：Aを利用する費用…C２a 

       「前の会社」 
              L：Aを利用する費用…C１b 

  

             B：Aを利用する費用…C２b 

            「民営職業紹介」 
              L：Aを利用する費用…C１c 

  

   B：Aを利用する費用…C２c 
 
「新たな転職市場モデル」； 
  

L(転職者)： 
最終的に進路を決める企業に対する S と L の意思決定が異なる場合に、自らの意
思を優先させるため、Lが Sに支払うオプション料…C３  

 

B(買い手企業)： 
オークション参加費用…C４ 
Lが Sのオークションの決定どおり転職しない時に Sから‘受け取る’違約金…F 
オークション成立時、Sに支払う価格…P 
 

  S(売り手企業)： 
オークション参加費用…C５ 

       Lを斡旋し市場価値を表明するための費用…C６  

    Lが Sのオークションの決定どおり転職しない時に Bに‘支払う’違約金…F 
    オークション成立時、Bから受け取る価格…P 
     
ここで、Pが転職者の評価額であると考えると、C６の大きさは S が転職者を斡旋する意欲
を反映していると考えられる。ここで、C６を大きくすることが転職者の評価を上げること
に繋がると考えた場合、 
 
P＝P(C６)  
 
と C６を上昇させるにつれて Pは大きくなると想定することができる。ただし、転職者の評
価額には上限 Pmaxが存在し、Pを Pmaxに近づけようとすると投入する C６は徐々に大きく
なるため、この関数は Pに関して逓減的であると考える。以下は Pに関するグラフである。 
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また、新たな転職経路では、L と B の間で情報を集約するような情報仲介機関が考えら
れるが、それを使うコストはほぼゼロであると考える。 
 
３．マッチング確率の設定 
次に、マッチング確率は２つの市場ではどう違うのだろうか、マッチング確率とは、Lが
希望通り Bへと転職できる確率、Bが希望通りの Lを雇入れることのできる確率であると
する。マッチング確率は、『転職市場における参加者の数』、『転職経路の情報仲介機能の信

頼度』に対して正の反応を示す確率であるとする。 
そうすると、「縁故」と「前の会社」は『転職経路の情報仲介機能の信頼度』がともに同

等に強いと考えられまた、『転職市場における参加者の数』においても共に市場がクローズ

であるため両方とも少ないとも考えられるので、マッチング確率も同じであると考える。「民

営職業紹介」の場合、『転職市場における参加者の数』が多いが、『転職経路の情報仲介機能

の信頼度』は両者より劣るため、異なる確率であると考える。一方で、オークションの場合

は『転職市場における参加者の数』、『転職経路の情報仲介機能の信頼度』共に極めて高いの

で、前の２つよりも高い確率であるとする。 
以上をまとめると、次のようにマッチング確率は定義される。 

 
「縁故」、「前の会社」でのマッチング確率： 
 
   Lが希望通りの Bにマッチングする確率…p１ 

   Bが希望通りの Lにマッチングする確率…q1 

 
「民営職業紹介」でのマッチング確率： 
 

Lが希望通りの Bにマッチングする確率…p２ 

   Bが希望通りの Lにマッチングする確率…q２ 
 
「新たな転職市場モデル」でのマッチング確率： 
 
   Lが希望通りの Bにマッチングする確率…p３ 

   Bが希望通りの Lにマッチングする確率…q３ 
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ただし、 
p１＜p３  ，  p２＜p３ 

q１＜q３  ，  q２＜q３ 

 
「新たな転職市場モデル」において発生する状況に対する確率： 
 
オークションが成立しLが売れる確率…p２ (∵ LがBとマッチングする確率と同じである) 
Sと Lの意思決定が相違し C３と Fが発生する確率…qα 
 
とする。全て 0以上 1以下を満たすとする。また、マッチング確率を高めるためには｢市場
にいる参加者の数｣と｢情報仲介機能の信頼度｣の２つが重要であるが、プレーヤーが変える

ことのできるものは後者のみであるため、以下では｢市場にいる参加者の数｣を所与として考

える。ここで、C６の大きさは Sが転職者を斡旋する意欲を反映しており、C６を費やしてい
けばミスマッチも低くなり、マッチングする確率(p３，q３)も上昇すると考えると、 
 
p３＝f(C６) 
q３＝h(C６) 
 
と表すことができる。ただし、p３，q３に関しては確率を１に近づけるほど C６はより多くか
かると考えられるため、この関数は増加関数であり逓減的であるとする。両者のグラフは以

下のように与えられる。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
また、C６が高ければ、Lと Bの情報のミスマッチが低くなると考えられるため、オーク
ション後に Lと Bの意思決定が相違する確率(qα)が減ることなる。そのため、 
 
qα＝g(C６) 
 
と表すことができる。ただし、qαは C６に関しての減少関数であり、逓減的であるとする。
このグラフは、以下のように与えられる。 
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４．期待賃金の設定 
次に、マッチングが成功した際に転職者が得る期待賃金について考える。期待賃金は W
＝QWH＋(1－Q )WＬで表すことが出来る。WHは生産性の高い労働者が得ることのできる賃

金、WＬは生産性の低い労働者が得ることのできる賃金、Qは求人企業が転職者の生産性を
高いと判断する確率とする。Q は『転職経路の情報仲介機能の信頼度』に対して正の反応
を示すと考える。 
また、在職のままであれば期待賃金は W0であるとする。『転職経路の情報仲介機能の信

頼度』は、マッチング確率と同様に、縁故、前の会社、そしてオークションにおいては高い

ため、民営職業紹介よりも Q は高くなると考える。ただし、ここでは縁故と前の会社は同
じ確率で、オークションの確率は異なるとする。 
これらをまとめると、以下のように表すことができる。 
 
転職者が得る期待賃金： 

 
「縁故」「前の会社」の場合…W１＝Q１WH＋(1－Q１ ) WＬ 

  「民営職業紹介」の場合…W２＝Q２WH＋(1－Q２ ) WＬ 

  「新たな転職市場モデル」の場合…W３＝Q３WH＋(1－Q３ ) WＬ 

 
 

Q１＞Q２    Q３＞Q２ 

⇒W１＞W２   W３＞W２ 
 
更に、オークションにおける C６の大きさは Sが転職者を斡旋する意欲を反映しており、C
６が大きいほど Bが Lの市場価値が高いと判断する確率(Q)が高くなるとする。そのため、 
 

Q3＝Q(C6) 
⇒W3＝W(C６)   
 
という関数が成り立つ。ただし、当初 Qをあげる場合、C６はあまりかからないが、Qが 1
に近づくにつれて C６はより多くかかると考えられるため、この関数は Qに関して逓減的で
あるとする。そのため、W の関数は、Q3＝１に近づき W も WHに近づくにつれて、C６は
より多くかかると考えられる。よって、C６はWに関して逓減的であるとする。このグラフ
は以下のように与えられる。 
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最後に、求人企業が得る期待利益について考える。 
 
求人企業が得る期待利益： 
 
「縁故」、「前の会社」、「新たな転職市場モデル」の場合…M 
「民営職業紹介」の場合…M´ 
 
市場価値をより正確に反映している「縁故」、「前の会社」、「新たな転職市場モデル」の場合、

求人企業(＝B)が生産性の低い転職者を受け入れるというリスクが軽減されるため、転職者
が生み出す期待利益は「民営職業紹介」よりも大きいと考える。このことにより、 
 
M＞M´ 
 
となる。 
 

第2節 職業紹介経路に関する比較分析 
前節では、既存の転職経路と新しい転職経路の違いに対していくつかの設定を行ってき

た。そこで、この節では、L(転職者),B(求人企業又は買い手企業),S(売り手企業)の 3者の観
点から期待効用を計算し、既存の転職経路と新たな転職経路を比較してみる。その中で、新

たな転職経路が３者にとって望ましい条件とは何かについての分析を行っていく。ただし、

プレイヤーは全員リスク中立的であるとし、賃金所得や金銭利益により効用値を測るとす

る。 
 
１．売り手企業の比較分析 
売り手企業Sは既存の職業紹介の経路には介入してないのでNewのみについて検討してい
く。前節の設定を用いると、売り手企業の期待効用は以下のように表される。 
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(※)＞0のとき Sは、Newの転職経路を利用することとなる。 
  
ただし、売り手企業は労働者を放出する際の利得（P－C）を最大化しようとするため、
π＝Ｐ－Ｃを最大化するという制約条件がつく。ここで、設定より、Ｐ＝P(C６)、C= C５＋
δC６から、 
π´＝Ｐ´－Ｃ´＝P´(C６)－δ＝０ 
⇔P´(C６)＝δ 
すなわち、C６を１単位追加させて得られるＰの上昇幅と情報作成費用の係数δが等しくな
るように C６を設定することになる。このグラフは以下のように与えられる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
さらに、期待効用に関しては、期待効用の最大化問題により、 

 

∂Ue
ＳＮ／∂C６＝０ 

 
⇔∂{ p３P－C＋（１－p３）qα（C３－Ｆ）}／∂C６＝０ 
 
⇔p３´P＋p２P´－δ－(p３´qα＋p２qα´)(C３－Ｆ）＝０ 
 
⇔C３－Ｆ＝(p３´P＋p３P´－δ)／(p３´qα＋p３qα´) 
 
ただし、「´」がつく関数は C６で微分されていることとする。 
 
また、売り手企業の期待利得のうち、p３、P、C、qαは C６の関数であるため各々の値が決
定する。 
 
よって、利潤最大化条件から、C３－Ｆも内生的に決定されることが分かる。 
 
２．買い手企業の比較分析 
買い手企業 B は、既存の職業紹介経路と新たな転職経路の両方を比べて、期待効用の高い
方を選択する。マッチングが成功しなかった場合には新たに転職者を雇わないので、労働者

が増えることによる追加的な利益は発生せず、追加利益は 0 であるとする。また、求人企
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業の場合、転職者の在職時と離職時の区別は意味を成さないため区別して考えない。前節の

設定を用いると、買い手企業の期待効用は以下のように表される。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
このとき、既存の職業紹介経路とオークションを比較した時に、 
 
Ue
ＢＮ＞Ue

Ｂ１ 
Ue
ＢＮ＞Ue

Ｂ２ 
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Ue
ＢＮ＞Ue

Ｂ３ 
 
であるならば、買い手企業 B は New の転職経路を利用するはずである。このため、B が
Newの転職市場を利用する条件としては、 
 
UeBN－UeB1=(q3－q1)M+(1－q3)qαF－q３P－C4+C2a＞0 
 
UeBN－UeB2=(q3－q1)M+(1－q3)qαF－q３P－C4+C2b＞0 
 
UeBN－UeB3＝q3M－q2M’+(1－q3)qαF－q３P－C4+C2c＞0 
 

の時となる。 
 
ただし、売り手企業は C６を決定しているため、上の３つの不等式のうち、q3、qα、F、P
は決定されている。また、q1、C4、C2aは外生的なパラメータである。よって、企業はこれ

らを所与と見なした上で比較を行う。 
 
３．労働者の比較分析 
労働者に関しては、「前の会社」、「縁故」、「民営職業紹介」と「新たな転職経路」の期待効

用を比較する。ただし、「縁故」、「民営職業紹介」は離職時でも労働者は利用可能であるた

め、在職時と離職時を分けて考える。また、前の会社とオークションについては在職中にし

か利用できないとする。これらについて、労働者が得られる期待効用の値を考える。 
 先ほどの設定を用いると、期待効用は次のページのように表すことができる。 
このとき既存の職業紹介経路とオークションを比較した時、 
 
Ue
ＬN＞Ue

Ｌ１ 
Ue
ＬN＞Ue

Ｌ２ 
Ue
ＬN＞Ue

Ｌ３ 
Ue
ＬN＞Ue

Ｌ４ 
Ue
ＬN＞Ue

Ｌ５ 
 
であるならば転職者 Lは Newの転職経路を利用するはずである。このため、Lが Newの
転職経路を利用する条件としては、 
 
UeLN－UeL1=p3(w3－w0－qαC3)－p1(w1－w0)+C1a＞0 

 
UeLN－UeL2=p3(w3－w0－qαC3)－p1w1+w0+C1a＞0 
 
UeLN－UeL3=p3(w3－w0－qαC3)－p1(w1－w0)+C1b＞0 

 

UeLN－UeL4=p3(w3－w0－qαC3)－p2(w2－w0)+C1c＞0 
 
UeLN－UeL5=p3(w3－w0－qαC3)－p2w2+w0+C1c＞0 
 
の時となる。 
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ただし、売り手企業は C６を決定しているため、p3、w3、qαは決定されている。また、p1、

w1、w0、C1a、 C1b 、C1cは外生的なパラメータである。よって、労働者はこれらを所与と

見なした上で比較を行う。 
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以上より、 
 
S(売り手企業)： 
p３P－C＋（１－p３）qα（C３－Ｆ）＞0 

P´(C６)＝δ 
C３－Ｆ＝(p３´P＋p３P´－δ)／(p３´qα＋p３qα´) 
 
B(求人企業 or買い手企業)： 
 
UeBN－UeB1=(q3－q1)M+(1－q3)qαF－q３P－C4+C1a＞0 
UeBN－UeB2=(q3－q1)M+(1－q3)qαF－q３P－C4+C1b＞0 
UeBN－UeB3＝q3M－q2M’+(1－q3)qαF－q３P－C4+C1c＞0 
 
L(転職者)： 
 
UeLN－UeL1=p3(w3－w0－qαC3)－p1(w1－w0)+C1a＞0 
UeLN－UeL2=p3(w3－w0－qαC3)－p1w1+w0+C1a＞0 
UeLN－UeL3=p3(w3－w0－qαC3)－p1(w1－w0)+C1b＞0 

UeLN－UeL4=p3(w3－w0－qαC3)－p2(w2－w0)+C1c＞0 
UeLN－UeL5=p3(w3－w0－qαC3)－p2w2+w0+C1c＞0 
 
を満たすとき、売り手企業 S、買い手企業 B、労働者 Lは Newの転職経路を利用すること
で自らの効用を高めることとなる。このとき、新たな転職市場を利用することで三者全員は

効用を高めあう win-winの関係を達成することができる。この分析結果よりわかることは、
私たちが考えた新しい転職市場は一定の条件の下にあれば、既存の転職市場によりも優先さ

れるということである。つまり、転職者・転職者放出企業そして求人企業が、私たちが創出

した新しい転職市場に、自発的に参加するインセンティブが働くということである。そのた

め、私たちが新たな転職市場を創ることによって自発的な転職者が現状よりも増加する可能

性が高いといえる。 

第3節 モデル分析のインプリケーション 
以上の分析結果から、労働者、売り手企業、買い手企業、3者の効用水準を高めるためには、

売り手企業が決定する変数である C6によって変動しうる p3、w3、q3を増加させることが重要で

あるとわかる。さらに、C3、P、F、qαは各プレーヤー間でやり取りされる金額や、その発生確
率を変数として示したものであるため、これらの値が変化したとしても、ゼロサムゲームとなり

パレート改善は起こらない。ただし、また、その他の変数に関しては、既存の職業紹介制度にお

ける確率や期待される利得、賃金が記号として置かれているにすぎず、新たな職業紹介制度を用

いることは、これらの値を変化させることとはつながらないため、よってこれらは所与であると

みなすことができる。 
 では具体的に p3、w3、q3を高めるために、どのような手段が考えられるだろうか。先に述べ

たように、w3は情報仲介機能の高さに、p3は市場への参加者数の多さに、p3はその両方にそれ

ぞれ依存している。したがって、新たな職業紹介制度において各プレーヤーの効用が高まるとは、
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売り手企業が作成する情報がより正確に労働者の性質を反映させ、買い手企業と労働者との間で

ミスマッチが発生しないための機能を持たせること、市場がオープンとなること、の 2 点によ
って達成される。そのため、以下ではこの２点について議論を進める。 
 
(1)情報仲介機能を高めるとは 
 情報仲介機能を高めることは、オークション市場においてやり取りされる情報の精度を高める

ことと密接に関係している。売り手企業は労働者に関して作成した情報をもとに買い手企業を探

し出し、その企業と労働者を引き合わせるのではなく、労働者に関する情報をオークション市場

に流す役割を果たすだけであり、買い手企業と労働者自身を結びつける役割は果たさない。つま

り、労働者と買い手企業はオークション市場を通して結び付けられることになる。したがって、

売り手企業は複数の買い手企業の中から労働者にマッチする買い手企業を選別し、その企業と労

働者とをマッチングすることにはならないため、一見情報仲介機能を有していないように思われ

る。しかしながら下の図にあるとおり、もし売り手企業が作成した情報の制度が高ければ売り手

企業がオークション市場にその情報を流した時点で、労働者 A を獲得したいと判断しオークシ
ョン参加を表明する買い手企業は A、A’、A’’、･･･となる。一方で労働者 Aを有効に活用するこ
とができないと判断する買い手企業 B、Cはオークションへの参加を見送ることになる。したが
って、結果オークション市場を介することによって買い手企業に対するスクリーニングが行われ

ることになる。これは、既存の転職経路が情報仲介者によって、多数の買い手企業から労働者 A
が適すると考えられる企業が選別される機能に等しい。 
 ただしこの場合、オークション市場においてこの機能が十分に活用されるためには、売り手企

業が仲介する情報の精度が高いことが必要であった。なぜならば、労働者に関する情報の精度が

低いことによって買い手企業が労働者の性質を誤って読み取ってしまえば、労働者 A とはマッ
チングする可能性の低い買い手企業 B,C までもオークションに参加してしまう懸念が生まれる
ためである。するとその結果、オークション市場による情報仲介機能が弱まってしまうことにな

る。情報の制度が情報仲介機能の高さと密接に関係すると述べたのは、以上の理由によるもので

ある。したがって、情報仲介機能を高めることは情報の精度を高めることに等しいと考える。 
 

 
では実際に情報の精度を高めるためにはどのような手段を用いればよいだろうか。それは、簡

単化のために労働市場に高い能力を有する労働者(H)と低い能力しか持たない労働者(L)が存在
すると仮定すると、買い手企業がそれらの労働者の能力(H or L)を正しく判断できるような機能
を、制度内に組み込むことである。 
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そのための有効な手段として、一つには労働者の試用期間を設けることが考えられる。この制

度は、オークションを行って労働者を獲得した後に試用期間を設けて、買い手企業が売り手企業

の情報どおり、労働者をHであると判断すれば継続して雇用し続けるが、もし労働者が Lであ
ると判断するのであれば、この労働者を売り手企業に送り返すことができるというものである。

試用期間が存在することによって、労働者を放出したいと考える企業はその労働者が市場で H
であると判断される労働者に限りオークション制度を利用することになる。というのも、売り手

企業が Lに対する情報を捏造し、あたかもHであると見せかけ落札価格 Pを得ることができた
としても、試用期間中に実は L であったことが判明してしまえばその労働者は送り返されてく
るため、結局高いコストを支払うこととなる。したがって、企業は労働者を放出しなければなら

ない状況にあるとき、H であるか L であるかを基準としてオークションを利用する、しないに
ついて意思決定を行う。その結果 H の労働者についてのみがオークションを利用することが可
能となるため、オークション市場におけるHと Lの割合は、1：0に収斂し、かつ買い手企業が
L を獲得するリスクが軽減されることになる。また、前述したようにおいて L に対する情報作
成のコストが高いとする仮定の正当性は、情報作成コストに、ここで述べた試用期間中に労働者

が送り返されることで発生する費用に対するリスクが織り込まれていることに起因する。以上の

プロセスを経て、試用期間を設けることは、売り手企業の発する情報の精度を高め、かつその情

報が信頼されるという結果に帰着する。 
また、他の手段としてインターネットオークションに見られるように、売り手企業、買い手企

業が取引相手として満足できる役割を果たしたか否かを評価し、その評価を公開する制度が挙げ

られる。もし Lである労働者を Hであると偽ってオークションを行う悪質な売り手企業、また
は実際には Lであるにもかかわらず、誤って安易に Hであると判断してしまう売り手企業が存
在すれば、買い手企業によって低い評価が下されることになり、それを受けて他の買い手企業は

その企業から労働者を獲得しようとしなくなるだろう。このようにして労働者の能力を正しく買

い手企業に伝達しない企業は、市場によって淘汰されることになる。結果、H を放出する企業

のみがオークション制度によって利益を得ることができる。さらに、売り手企業から買い手企業

に対する評価を行うことで、正当な理由もなく試用期間内に労働者を送り返す企業などを排除す

ることができ、売り手、買い手双方からの信頼性が高まる。 
  
 (2)市場がオープンになるとは 
 市場がオープンになるとは、ここでは市場参加者の数が増加することを示している。したがっ

て、売り手企業によってプールされた情報を買い手企業が検索しやすくすることが重要となる。

たとえば公共入札制度においては、その案件に対する買い手企業を広く募集するために、公共事
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業の請負に関する情報をある一定期間インターネット上の告知の場に掲示したり、その告知の場

自体を買い手企業が見つけやすくなるように改良を加えたりすることによって、政府から発信さ

れた情報を企業が受信しやすくなる仕組みを作っている。 
 また、売り手企業、買い手企業がより多く参加するような市場とするためには、この市場への

参加費用が低くなることによっても達成される。なぜなら、前節の分析の結果から市場参加費用、

すなわち C4、C5が減少することで間接効用が高まることが読み取れるため、より市場に参加し

やすくなるといえる。したがって、市場参加者を増やすことによって各プレーヤーの間接効用を

向上させるために、政府が補助金を出すことで参加費用を負担することも有効であると考えられ

る。 
 さらには、オークション市場を産業クラスター地域に創出することによって、もともと人事上

の交流があると考えられる地域を対象とすることができるため、潜在的な売り手企業、買い手企

業ともに多数存在する可能性が高まる。 

第4節  導入時のリスクヘッジについて 
 
これまでは、各章および各節で述べてきたモデルや制度、その過程で生じる機能や設置機関な

どが理論どおりに機能することを前提として話を進めてきた。しかしながら、新たな市場を創出

するうえでは、必ずしも全てが分析のとおりの結果となるとは保証されない。したがって、この

ことに対するリスクをヘッジすることが必要となるが、これは市場を創出する対象となる地域を

限定することや、試験的に導入することで解決できる。そのため、ある地域を経済特区とし、そ

の地域においてパイロット政策として試験的に市場を創出するという方針が望ましいと考えら

れる。このパイロット政策を執行する際には、これらの理由から先述した産業クラスターが行わ

れる地域が適していると考えられる。そのとき、中央政府ではなく地方自治体が、市場を運営す

る情報管理機関の役割を担って市場を創出すればよい。さらなる方法として、オークション市場

を創出する前に事前に企業にコンセンサスをとり、新たな市場を創出したことで生じる効果につ

いて確かめそれをフィードバックしていけば市場の失敗を防ぐことができるとも考えられる。こ

のコンセンサスをとる方法として、公共機関がプレーヤーに対して市場参加意思についての調査

を行うことなどが考えられる。 
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第5章 政策提言  

 
労働市場の硬直化を解消するためのツールとして、新たな転職市場を創出し、それが機能する

ことで人々の効用水準を増加させることが、この論文における最終目標である。この目標を達成

するために政府が担うべき役割は、転職労働者、放出企業、求人企業に対してオークション制度

を取り入れた新たな転職市場を創出し、そこで各プレーヤーが円滑に取引を行える土壌を築くこ

とにある。したがって、我々が掲げる政策提言とは以下の通りとなる。 
 

・ オークション制度を軸とした新たな転職市場を創出する 
・ 政府による情報管理機関の運営とその情報の開示･広告 
・ 試用期間や評価制度といった機能を盛り込むことで売り手企業が発する情報の制度および

信頼性を高める 
・ パイロット政策として地方自治体がオークション市場の運営を行う。 
・ 産業クラスター政策とオークション市場の創出を混合させ、シナジー効果を生むことによっ

て、付加価値をさらに増大させる。 
・ 市場を創出する地域内の企業に事前調査を行い、市場が十分に機能せず、政策が失敗すると

いうリスクをヘッジする。 
・ 市場参加者を増やすことを目的としたうえで、市場の参加費用を政府が負担することも考え

られる。 
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