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「キャリア権」とは、働く人１人ひとりが、
その意欲と能力に応じて、
自己の望む仕事を選択し、
職業生活を通じて幸福を追求する権利。

終身雇用制が実態として崩壊しつつあり、雇用形態が多様化するいま、働
く人たちがみずからの人生設計において、その職業人生を能動的に形成し
ていくことの重要性が増している。企業によって左右される職業生活から、
自己責任のもとで主体的に選択し決定する職業生活への転換という流れを
象徴的に示すのが、「キャリア」という言葉である。働く人１人ひとりのキャ
リア形成と展開が今後ますます重みを増すなかで、こうしたキャリア形成
と展開を個人が進めていくに際し、「キャリア権」はその法的基礎と支援政
策の根拠を提供するものである。

人事権と「キャリア権」は、対立するものではない。「キャリア権」は、個人
が職業能力を磨き、企業等がそれを活かすことによって、ともに成長する
ことを担保するものである。そのためには、キャリアをめぐって組織と個人
の対話を促進することが不可欠である。
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キャリア権研究会「報告書」の
発刊に寄せて

人びとの職業キャリアを支える
基盤を模索して

キャリア権研究会主宰者
髙井・岡芹法律事務所会長／弁護士

髙 井 伸 夫
キャリア権研究会座長

法政大学大学院政策創造研究科教授

諏 訪 康 雄

●キャリア権研究会を主宰
私は、諏訪康雄先生が提唱されてき
た「キャリア権」概念に共感し、自分
が企業側の人事・労務問題の専門弁護
士として経営者に長年説いてきたテー
マの多くは、この概念で見事に説明で
きるのではないかと判断し、諏訪先生
に座長をお引き受けいただき、2008年
４月に「キャリア権研究会」を立ち上
げました。そして、2010年５月までの
約２年間、全９回（23、24頁参照）に
わたり、キャリア権の意義とその実務
的な展開について、委員各位（３頁参
照）に熱心にご議論いただきました。
ただ、私は、準備会から第３回まで
の会合に出席したものの、2008年11月
22日に突発性難聴、その後、聴覚過敏
等にみまわれたことで残りの会合を欠
席せざるをえなくなり、まとめ段階の
議論に参加できませんでした。主宰者
として大変申し訳なく、残念に思って
おります。私が離脱したあとも、座長
諏訪先生の真摯で熱心なご指導のも
と、太田正孝幹事と吉田修副幹事が会
合の進行を司ってくださいました。あ
りがとうございました。研究会の成果
として本報告書を世に送り出せること
は、私にとって大きな喜びです。
本研究会は、キャリア権の法制化を
大きな目標にしており、今後はこれを

着実に前進させたいと思います。今
般、大内伸哉先生が中心となり、簡潔
を旨とするキャリア権基本法案をご作
成くださいましたが、立法には国民的
な納得感を得ることが不可欠ですか
ら、その実現は容易ではありません。
●キャリア権立法化への道
立法化のためには、第１に、キャリ
ア権概念を積極評価する労使双方の意
見が、社会のなかに広く意識されるこ
とが重要です。その点火剤として、ま
ずは鷲尾悦也先生（連合元会長）にキ
ャリア権に関するわかりやすい論稿を
書いていただき、私がそれに付言すれ
ば、労使双方の議論を呼ぶ契機になる
でしょう。キャリア権は労使それぞれ
に利益をもたらし、双方の成長を促す
概念であるということを示すのです。
第２に、各メディアにキャリア権概
念の意義を伝える努力を継続して行う
必要があります。影響力のあるメディ
アに取り上げられれば、一般の方々に
も受け入れられる素地が次第に築かれ
ると思います。
第３に、労働法、労働経済、労務管
理等を専門とされる多くの研究者の
方々に、キャリア権について賛否それ
ぞれの見解を述べていただいて、専門
誌で特集されるほどにキャリア権の学
問的な議論を深めることが必要です。

そして、諏訪先生を会長とするキャリ
ア権学会（まずは国内）の設立を目指
します。
第４に、高等教育機関などのキャリ
アの形成・転換を支援する実務的なサ
ービス、生涯学習のための機関・組
織、人材サービス産業が不可欠です。
ITを駆使した斬新なキャリア支援サー
ビスを提供する等により、国民がキャ
リア教育の重要性を実感し、キャリア
権の立法化の気運を盛り上げていくこ
とが大切だと思います。
こうしたプロセスを経て、キャリア
権の立法化への道を着実に進めたいと
いうのが私の考えです。そして、普及
委員（３頁参照）の方々には、実務に
おけるキャリア権の〝語り部〞とし
て、日本の産業界におけるキャリア権
の重要性を、機会あるごとにわかりや
すく語り、執筆し、キャリア権を社会
に認知させる活動を担っていただきた
いと思います。
私たちの活動は、まだ緒についたば
かりです。企業・組織においてキャリ
ア権が尊重され、個々人の努力と研鑽
が積み重ねられ、それによって、個人
も企業・組織も国も磨かれて向上でき
る社会になるよう、それぞれの立場で
活動することが、キャリア権研究会構
成員全体のミッションでありましょう。

●尽きないキャリアの悩み
二度とない人生。誰でも自分なりに
悔いなく生き抜きたいと望みます。
けれども、自分の能力や適性や意欲
と社会が求めるものとを比較してみた
り、夢ばかり追っていても難しい現実
を知ったりすると、キャリアの選択を
しないわけにはいかなくなります。進
学、就職、人事異動、転退職、結婚、
配偶者の転勤、介護などの人生の折節
に、多かれ少なかれ、みんな一度は考
え込むものです。
これほどキャリアを意識する機会
は、日常的にはあまりないかもしれま
せん。既定のキャリア路線上をすいす
い進んでいる人ほど、そうです。また、
それほどでない人でも、来る日も来る
日も将来のキャリア選択で悩んだり、
考え込んだりしているばかりでは、仕
事も勉強も生活も前に進みませんか
ら、どこかで決断し、選択をした後
は、もうあれこれ考えないで仕事や生
活をたんたんと送るばかりのことが多
いでしょう。
しかし、人生には何度もキャリア選
択の機会がやってきます。その結果、
来し方行く末を考え、また思い悩んだ
り、苦しんだりします。置かれた境遇
や職業の違いを問わず、若いときは若
いときなりに、中年は中年なりに、そ

して高年は高年なりに、キャリアの悩
みは尽きないものです。
就業者の９割近くが雇用されて働く
人になった現在、職業キャリアの展開
は、組織に雇われて組織の運営方針と
就業体系と具体的な配置や指揮命令に
大きく影響されつつ進むようになりま
した。自分なりに選んだ組織ですが、
希望したような仕事に配置されるとは
限りません。配属先の仕事が気に入っ
て、関連キャリアを形成したいと望ん
だとしても、許されるとは限りません。
思いもかけない部署に配属され、予想
もしなかったキャリア展開となること
が多そうです。
組織としては、組織目的にそった共
同作業を効率的に進めるため、その時
どきの業務と人的資源との最適マッチ
ングを念頭に、要員配備をするわけで
すから、必ずしも個々の社員の希望に
は添えないことも多いのでしょう。
とはいえ、組織が円滑に運営され、
目標を達成し、成長したり、維持され
たりすれば、個々人のキャリアもおの
ずとそれなりに展開し、結果的にそれ
ほど深刻に悩まなくても済むこともあ
ります。逆に、組織全体やその一部が
縮小したり、廃止されることになると、
そこで働く人びとのキャリアもまた、
大きな危機に直面します。人生の半ば

でキャリア転換する場合の困難は、ど
の国でも指摘されています。
●社会の共通基盤化が急がれる
現在、経済社会の先行きが容易に見
通せなくなり、雇用の世界にも不透明
感が広がっています。職業にかかわる
キャリアの現状も未来も、不安感が高
まっています。社会に希望を取り戻
し、人びとが二度とない人生をより安
心して納得のいくように送れるように
するためには、どうしたらよいのか。
研究会は、人びとのキャリア尊重が
きわめて大切であるだけに、個人尊
重、幸福追求権、労働権などを掲げる
憲法理念に基礎をもつはずであるとし
て、人びとのキャリア展開の基盤を用
意し、支援することは国の責務ではな
いかと考えました。理念的な「キャリ
ア権」としての提唱です。まずは理念
としての社会の共通基盤化が大事です。
とはいえ、それを既存の権利義務関
係や雇用慣行等と調整し、具体的な職
業生活の場面に落とし込む基準化、具
体化の作業は、まだ緒についたばかり
です。本報告書は、私たちの模索の軌
跡の中間報告にすぎません。はるかに
多くのことが今後に懸っていると考え
ています。報告書をご覧になられた皆
様のご理解とご賛同を得られますれば、
ほんとうに幸いです。

INTRODUCTION
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キャリア権を実現するために

キャリア権を実現するために

キャリア形成と展開の法的
基礎と根拠を提供する

まず最初に、「キャリア」という言
葉の定義をしておこう。
キャリアとは、「馬車用の道＝轍

わだち

」
を意味した中世ラテン語のcarrariaを語
源とする英語のcareerからきた言葉であ
る。
そこから転じて、「人の通ってきた
道筋」という意味となり、現在では、
キャリア・デザイン（みずからの職業
生活をみずからの手で主体的に描くこ
と）やキャリア・ディベロップメント
（能力開発）などのように、職業上の
道筋についてキャリアという言葉が使
われることが多くなっている。
これを受けて、本報告書で取り上げ
るキャリアは、世上使われることの多

い、特定の国家公務員に対してや、特
別な資格、職能、肩書きなどに使われ
る意味のものではなく、あらゆる仕事、
あらゆる職業人に広くあてはまるもの
である。
右ページの図を見ていただきたい。
人が職業につくことを準備し、職業を
選択し、展開し、その遂行能力を高
め、あるいは職業を転換するなかで、
経済的報酬や社会的評価を獲得すると
ともに、自己実現をしていく過程、お
よび、その結果として生ずる履歴のこ
とを指して、キャリアという語を用い
る。いわゆる広義のキャリア（人生キ
ャリア）に対し、狭義のキャリア（職
業キャリア）といわれるものである。
いま、企業社会は好むと好まざると
にかかわらず、グローバル化という大
きなうねりに見舞われ、日本では当た
り前とされてきた正社員の終身雇用制

が実態として崩壊しつつある。
現に、転職者の増加や、非正規社員
の急増、すなわち契約、パート、派遣
の拡大などによって企業内に多様な雇
用形態が並存し、多様化した価値観や
利害関係が複雑に入り交じっている。
このような環境変化のなかで、私た
ちが自分の人生設計において、その職
業人生を能動的に形成していくことの
重要性が増している。

就職した企業によって左右される職
業生活から、自己責任のもとで主体的
に選択して決定できる職業生活へ転換
する、という流れを象徴的に示すのが
キャリアという言葉であり、働く人１
人ひとりのキャリア形成と展開が今後
ますます重みを増していくだろう。
そして、こうしたキャリア形成と展
開を個人が進めていくに際し、その法
的基礎と支援政策の根拠を提供するも

のが「キャリア権」なのである。

キャリア権は働く人たちの
将来を見据えている

さて、キャリア権は、大きく次のよ
うに定義することができる。
①「人が職業につくことを準備し、職
業を選択し、展開し、その遂行能力
を高め、あるいは職業を転換するな

かで、経済的報酬や社会的評価を獲
得するとともに、自己実現をしてい
く過程、および、その結果としての
履歴」をめぐって、これらの連鎖的
な流れに対応し、人間の活動を基礎
づける権利
②働く人１人ひとりが自己のキャリア
を追求し、展開することを基礎づけ
る権利
キャリア権は何よりもまず、働く人

たちの将来を見据えている点で未来志
向である。充実したキャリアは働く人
たちに生活と心の安定を与え、自己実
現や幸福追求のための明るい展望を切
り開く源となるだろう。
企業にとっても、１人ひとりのキャ
リアの充実に配慮することは、働く意
欲と喜びという点からも人材クオリテ
ィを引き上げ、同時に、優れた人材を
集めるうえで、社会に対する大きなア
ピールにもなる。
こうしたサイクルが企業に業績向上

をもたらし、市場での競争力を高める
というメリットもある。すでにこのよ
うな考え方を経営方針に取り入れ、実
行に移している先進企業もある。
また、キャリアは、「職業生活にお
ける自己実現」という文脈のなかでと
らえられるものであり、その基盤とな
る概念は日本国憲法にも謳

うた

われてい

る。幸福追求権（憲法第13条）、勤労
の権利（同第27条１項）などの規定
は、理念的で抽象的な次元ではある
が、働く人たちのキャリア形成におい
て、国にも一定の責務があることを示
しているともいえる。

キャリア（職業生活）
は、就職した企業によ
って左右されてきた

自己責任のもと、主
体的に選択してキャ
リアを決定できる

キャリア権研究会

人は、喜怒哀楽の多くの部分を、「職業」とのかかわりのなかで実感しながら生きて
いる。とすれば、働くことによって自分が磨かれ、自己実現を図ることができれば、
幸せな人生である。それは、ひいては個人の属する企業や組織に繁栄をもたらし、
国を富ます。あらゆる分野における激しいグローバル競争のなかで勝ち残るために
は、私たちは、個人も企業も国も、ともに発展するための新しい道をつくるしかな
い。本報告書は、キャリア権の概念こそが新しい道であり、日本社会が実現すべき
喫緊の課題であることを示そうとするものである。

キーポイント！
キャリアは働く人たちに生活
と心の安定を与える。

従業員のキャリアの充実を図
ることが、企業にとって業績
向上につながる。

働く人１人ひとりが自己のキ
ャリアを追求し、展開するこ
とができる。

1

2

3

キャリアをめぐる概念図

経済的評価
（経済的認知・
報酬・満足）

経済的評価、社会的評価、個人的評価の兼ね備わったキャリア

高い満足感・達成感

＝

社会的評価
（社会的認知・
報酬・満足）

個人的評価
（自己認知・
報酬・満足）

これまで これから
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キャリア権を実現するために

組織内雇用よりもキャリア
展開が志向されている

職業活動は、古くは家業を受け継
ぎ、これに従事し、生業として展開し
ていくというものであった。この形態
は、農業、林業、漁業のような第１次
産業分野、製造業、建設業のような第
２次産業分野、卸売業、小売業、飲食
店、さらに医師などといった専門サー
ビス業のような第３次産業分野など、
多くの産業領域で広く認められた。
しかし、市民革命や産業革命が発生
して以降、人びとはただ家業を受け継
ぐだけではなく、これまでの家族の伝
統とはまったく違った職業分野に従事
することが常態になっていった。その
結果、都市化や市場経済の進展によ
り、分業と協業の新たな姿が生まれた
のである。
20世紀に入ると、製造業をはじめと
する大規模組織が発達し、人びとはそ
れに雇用され、組み込まれて、職業活
動を展開することが通例となった。雇
用されて働く労働者の比率は、工業化
諸国では就業人口の過半数を超え、や
がて８割から９割にものぼるようにな
り、組織の指示を受けて役割を分担
し、労働サービスを提供するようにな
った。
つまり、「雇用社会」の出現である。
組織は目的を達成するために人びとを

雇用し、報酬とひきかえに業務や職務
を割り当て、指揮・命令の権限を確保
するようになった。そして、組織は、
組織運営の最適化を企図して、雇用し
た労働者の職業活動の内容を決定し、
仕事をめぐるさまざまな条件づけを行
うにいたった。
このような組織運営を円滑に進める
ために、組織は「人事権」と呼ばれる
広範な業務指揮権を確保し、それによ
り従業員の業務範囲、職務組み立て、
配置、配置転換、組織規律などの多く
を決定していった。
ところが、近年、人事部門が一方的
に人事権を運用すると、いたずらに転
退職が増えたり、やめはしないものの、
働く動機づけが適切に行えないため、
業務の効率が上がらなくなるケースが

拡大するようになってきた。
終身雇用どころか、一定の長期雇用
さえも保障できない、キャリア展開の
高度化や報酬アップも容易に見通せな
い、業界や組織の未来も不透明だとい
うことになると、「悪いようにはしない
から」という口約束だけで唯

い

々
い

諾
だく

々
だく

と

従うことはできないという意識が労働
者の側に浸透していった。
そこで、組織の側からも、働く人た
ちのキャリア意識やキャリア自律につ
いて積極的に言及し、個々人のキャリ
ア計画と組織の業務戦略や要員計画を
折り合わせようとする動きが生まれは
じめたのである。
これは、個人の創意工夫や動機づけ
が業績にとってきわめて重要な役割を
果たすようになったからである。また、
人材や雇用形態の多様化により、人事
部が集権的に適材適所の見きわめを行
うことが簡単ではなくなったからでも
ある。

キャリアの形成・向上は
日本全体に利益をもたらす

IT革命によって、いまやさまざまな
業務がグローバルにアウトソーシング
され、著名な企業のなかには現実に外
国人の大量採用を始めたところもあ
る。こうした経営環境のなかで、企業

のみならず働く人１人ひとりが国際的
な競争にさらされ、そのキャリアが脅
かされつつあることを十分に自覚する
必要がある。そして、みずからの意思
と努力で職業能力を向上させていかな
ければならない状況になっている。
従来のように、企業に頼ることなど
できないのは事実である。それだけに、
１人ひとりが、自分の力でキャリアを
切り拓いていくことが求められている。
とはいえ、働く人にもいろいろな人
間がいる。キャリア形成を自己責任の
みにまかされても、個人でできること
には限界がある。キャリアを働く人た
ちの権利として構成する理由は、自己
責任を前提としながら、企業や政府に
よるサポートを求める必要があるから
である。
職業人としてキャリアを形成し、向
上させることは、ひいては企業の業績
向上や競争力の強化にも貢献し、日本
経済全体、国家全体に利益をもたらす
ことにつながる。そうであればこそ、
企業にも国にも、働く人のキャリア権
に対する配慮や施策が現実問題として

求められるのは、ごく当然といえるだ
ろう。

キャリア権が認められると
働き方がこんなに変わる

では、キャリア権が認められると、
どうなるのだろうか。
たとえば、ある会社で長年働いてい
たが、そこで身につけた技能はほかの
会社ではまったく評価されないもので
あったとする。もしその会社が倒産し
て、転職しなければならなくなったら、
その社員は大きな困難に遭遇すること
になる。再就職先が見つからない、従
来よりもはるかに低い労働条件を提示
する再就職先しかない、というような
ことが起こりうる。これでは、その人
の職業キャリアは頓挫しかねない。
このような場合に、従来のキャリア
を継続できるような状況にあることは、
働く人間にとって重要な意味がある。
それを可能にするのが、キャリア権な
のである。すなわち、キャリア権は、
働く人１人ひとりが十分な技能を身に
つけることができ、それが個人の価値
として労働市場においても高く評価さ
れるようにすることを求めるものとい
える。
女性が出産や育児によって仕事を中
断したときでも、職場復帰後は従来の
キャリアを継続・発展させることがで
きれば、非常に働きやすくなる。ま
た、障害者においても、健常者と同様
の職業キャリアの形成ができるように
なれば、その職業生活は大幅に充実し
たものとなる。障害者にキャリア権が
認められると、こうした特別な配慮を
会社に対して求めやすくなる。

いまなぜ、キャリア権が
求められているのか

キーポイント！
人事部が集権的な適材適所を
行えなくなった。

企業にも国にも、キャリア権
に対する配慮や施策が現実問
題として求められる。

女性が出産や育児によって仕
事を中断しても、復帰後は従
来のキャリアを継続できるこ
とが求められる。

1

2

3

就業者に占める雇用者の比率 職業活動の変遷

1955（昭和30）
年度

1965（昭和40）
年度

1975（昭和50）
年度

1985（昭和60）
年度

1995（平成７）
年度

2000（平成12）
年度

2010（平成22）
年度

出所）総務省統計局「労働力調査」
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61.3

70.0
74.4

81.8 83.2
87.3

二度とない人生における
キャリアの充実が問われる

職業は家業、生業

雇用の安定性を
求める

19世紀以前

職業・職種を志向した時代
＝

職業・職種が
財産

20世紀

雇用を志向した時代

＝

雇用が財産

21世紀～

キャリアを志向する時代

＝

キャリアが財産
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キャリア権を実現するために

現行法にもキャリア権の
概念が取り入れられている

キャリアという言葉がすでに社会に
浸透しているのに対し、キャリア権に
ついては、一般にはほとんど知られて
いない。もちろん、社会的にも法的に
も、正確に定義された言葉ではない。
だが、当面は理念的な意味合いであ
るとしても、それぞれの資質や能力を
生かしたキャリアの実現を、法的な権
利として承認することは、よりよいキ
ャリアの育成、ひいてはわが国経済の
持続的発展のために不可欠な手続きで
あるといえる。
現行の労働法制において、キャリア
権の考え方を取り入れている代表例は
職業能力開発促進法であり、キャリア
権が具体的に展開されているおもな例
としては、 男女雇用機会均等法、 育児
・介護休業法における産前産後休業、
育児休業制度などがあげられる。
男女雇用機会均等法や育児・介護休
業法は、企業や組織で働く人たちが、
性別による仕事上の差別を受けたり、
妊娠・出産によってキャリア形成を断
念したりすることがないように、キャ
リアに対して企業が配慮することを法
文で定めたものである。
これらの規定は、理念としてのキャ
リア権の内容を１歩進めて、具体的な
法律上の権利として展開している例と

してとらえることができる。

キャリア権の理念を理解
するための５つのテーマ

キャリア権を法的に位置づけるにあ
たって、キャリア権には理念と基準の
２つの側面があることにふれておこう。
ただ、現状では、前者の域を大きく
出ていないため、ここでは理念の側面
について、大きく５つのテーマをあげ
ることにする。
第１に、キャリア権は、労働権思想
が内包する核となる概念であること。
キャリアの形成と展開が法的に保障さ
れることにより、生存（生計）の手段
を確保できるのであり、キャリアの形
成と展開を抜きにした労働概念では人
を魅了することはできない。
第２に、労働権の核にキャリア権を
読み込んだとしても、労働権の法的性
質は大きく変わらないこと。国が政策
面で責務を負うプログラム規定として
の性格が変化することはない。
第３に、職業選択の自由（憲法第22
条１項）との関係では、キャリア権は
個人の主体性と自由意思を尊重する性
格をはっきりと示していること。個人
がみずからの意思で、能力、適性、意
欲を最大限に発揮できる職業を選択す
る可能性を認めないと、キャリア準備
と形成・展開が円滑に進まないからで

ある。
第４に、教育の権利（同第26条１
項）により、教育の機会均等に向け経
済的な配慮を国に求める権利と、子ど
もの学習権すなわち成長・発達の権利
が認められるならば、これは子どもだ
けの問題ではないこと。
変化する状況に対処していくには生
涯学習が不可欠であり、その意味で、
教育訓練の対象を子ども（青年）にか
ぎる必要はないからである。
第５に、キャリア権は職業を通じて
自己実現を図る権利であること。狭い
意味での雇用（民法第623条）や、こ
れに類似した労働形態につく場合にか
ぎって認められるというものではない。
また、働く人１人ひとりがみずからキ
ャリア設計を描くことを考えると、個
人的・社会的なリスクの増大に対応す
る公共政策や各種支援策も新たに整え
ていく必要がある。
ところで、キャリア権により、キャ

リア形成プログラムから外れる配置転
換や出向を拒否できたり、競業避止義
務が無効となったり、従業員発明への
権利が限定されなくなったり、キャリ
ア断絶の責任が主として企業や組織の
側にあったからとして整理解雇などが
許されなくなったりするものだろうか。
そうはならないだろう。政策面での
配慮を国に要請するが、当面はプログ
ラム規定にすぎないので、ただちに請
求権が生まれることはない。とはいえ、
人事権とキャリア権との摺り合わせが
いま以上に必要となるだろう。キャリ
アをめぐって組織と個人の対話を促進
させることが不可欠である。

労働契約にキャリアの尊重が
規定されることが急務

すでに述べたように、キャリア権の
理念は、現行法にも一定程度、溶け込
んでいる。これを受けて、労働契約の
締結内容にキャリアの尊重や配慮が規
定されていけば、キャリア権の実現は
大きく進む。
しかし現状では、一部の専門職を除
いて、職種や職種群を限定した労働契

約が普及しているとはいえない。ほと
んどの場合は、労働契約を締結する際
に想定される職種や職種群の範囲は無
限定ではないものの、事務系、技術
系、技能系などというようにかなり幅
が広い。
配属にあたって、学校教育での専門
性や本人の関心が必ずしも尊重される
わけではないし、配置転換において、
それまでのキャリア展開で蓄積された
知識、技術・技能、経験などを伸ばす
ことが配慮される場合ばかりでもない。
キャリア決定に組織の人事権の占める
割合がきわめて大きくなるのはいうま
でもないだろう。
ごく小さな組織は別として、一定規
模以上の組織になると、働く人１人ひ
とりの希望を尊重して配属を決定した
り、業務を割り当てたりするわけには
いかないことが多い。
とりわけ、新卒を一括採用し、マス
としての配置を行い、同期を一括管理
するような場合には、組織的な決定に
ならざるをえないという側面がある。
そのため、職種を限定した採用でな
ければ、組織の都合によって、それま
でとは別の職種に異動されることが起
こる。組織内外の環境が大きく変われ

ば、異動はつきものである。
このような制度・慣行のもとで長く
１つの組織に雇用されつづけると、働
く人たちのキャリアは組織の一連の決
定によって他律的に決まってしまう。
ただ、そうしたやり方も一概に悪い
ものだと決めつけることはできない。
組織が、人材育成が事業を成長させる
活力の源泉だと理解し、人を育てると
いうかたちでキャリア形成を図る場
合、個々人は組織に身を預け、与えら
れた仕事に真

しん

摯
し

に取り組んでいれば、
一定のキャリア展開を果たすことが期
待できるからである。
さらに、組織の展開しだいでは、思
わぬ方向に仕事が広がり、本人の自覚
や予想を超えた高い能力を開花させる
ことがある。
いっぽうで、およそキャリア形成に
配慮をしない組織に所属し、組織のい
いなりになってばかりいると不満足な
キャリア展開となる可能性がある。
いま、キャリア教育が導入され、キ
ャリア意識を高める必要性が叫ばれて
いるのも、こうした背景を踏まえての
ことである。キャリア権の実現によ
り、よりスムーズなキャリア形成が可
能となるだろう。

キャリア権の
理念と意義とは？

キーポイント！
キャリアの形成と展開を抜き
にした労働概念では人を魅了
することはできない。

教育訓練の対象を子ども（青
年）にかぎる必要はない。生
涯教育が大切である。

キャリアをめぐって組織と個
人の対話を促進させることが
不可欠。

1

2

3

キャリア権は、キャリアの形成と展開を法的に保障する。

キャリア権は、プログラム規定である。

キャリア権は、個人の主体性と自由意思を尊重する。

キャリア権は、働く人たちの学習する権利を保障する。

キャリア権は、職業を通じて自己実現を図る権利である。

1

2

3

4

5

キャリア権の理念がわかる5つのテーマ
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キャリア権を実現するために

従来型のキャリア形成の
いいところ・悪いところ

キャリアの組織決定、組織依存とい
うパターナリスティック（本人の意に
反して規制や指図を行うこと）なあり
方は、仕事経験が浅く、専門性が高く
なく、みずからの能力や適性が本人に
もよく見えない若年者の場合にはやむ
をえないところがある。
それどころか初期のキャリア形成が
きちんとなされないと、その後のキャ
リア展開がなかなか円滑に進まないこ
とがあるだけに、他律的であれ、しっ
かりした教育訓練のもとで職務能力を
身につけることには大きな意義がある。
初期のキャリア形成において、正規
雇用者については、定期的な異動と
OJT（on-the-job training＝職場内訓
練）などで能力開発が図られることが
多い。それに対して、非正規雇用をめ
ぐっては、こうした機会と配慮が与え
られないため、非正規の若者や女性の
キャリア展開が円滑に進まないことが
大きな問題となっている。
たしかに、多数の人材を観察し、活
用してきた経験のある組織による配置
や業務割り当て、キャリア開発には、
一定の合理性と社会的な役割がある。
しかし、他者からキャリアを決定され
たまま、人は長く生き生きと働きつづ
けることができるだろうか。とりわけ、

１次選抜や２次選抜で漏れたり、組織
内の政治過程で不本意な結果となった
りした場合など、問題であろう。
キャリア展望がもてなくなれば、モ
チベーションが低下するのではない
か。また、非正規雇用のように、組織
の側でキャリア形成に配慮をしない場
合には、どうしたらよいのだろうか。
すでに現在20歳前後から70歳近くま
で、多くの人びとが半世紀近くも就業
を続けており、この傾向はさらに進む
と考えられる。
就業者の平均年齢が45歳前後とな
り、さらに上まわろうとしている現在、
40代半ば以降をいかに生き生きと働き
つづけるかは、きわめて重要である。
その時点にいたるまでにしっかりした
キャリア形成と展開がなされなかった

場合は、さらに厳しい課題が待ち受け
ている。こうした事態は、個人にとっ
てはもちろんのこと、組織にとっても、
また社会全体にとっても、由々しき問
題である。国レベルでも、一国の人的
資源の有効活用という観点から、座視
できない喫

きつ

緊
きん

の課題である。

個々人のキャリアに配慮した
キャリア展開を実現する

これに対して、一定の実務遂行の能
力や経験を蓄積し、自分なりのキャリ
ア状況の把

は

握
あく

ができたあとは、どう
か。この場合、人はいつまでも他者決
定に満足していられるだろうか。仕事
のやらされ感やキャリアの不全感を強
くし、モチベーションを下げていかな
いだろうか。
そこで、３系列の解決策が工夫され
ている。
１つは、従業員のキャリア意識を喚
起し、キャリア自律に誘導するととも
に、キャリア決定に関して一定の発言
度合いを高めようとする動きである。
キャリア面談、キャリア・デザイン
研修、社内公募制度など、完全な自己
決定とまではいえないものの、１人ひ
とりの希望を把握し、それと組織の事
情を摺り合わせようとするものである。
２つめは、キャリア展開の努力を評
価や査定において考慮したり、配置転
換などの異動に反映させようとする動
きである。実際には、資格取得の奨
励、資格取得後の処遇への反映、異動
の際に希望を聴取するなどの措置が広
がりつつある。
３つめは、転職市場の整備である。
前２者が個人を組織内にとどまらせな
がらキャリアを配慮しようとする動き
であるのに対して、組織を超えたキャ
リア形成の可能性を確保しようとする
ものである。
外部労働市場としての転職市場の整
備は、たんに人材紹介やマッチングの
機会の拡充だけを意味するものではな
い。大学、大学院、専門学校などで学

びなおしたり、社会
人インターンシップ
を経験したりして、
キャリア転換を図る
ことがより容易にな
る条件整備が不可欠
である。あるいは、
起業といった道が開
かれることも大事で
ある。
非正規あるいは中小企業の雇用労働
者などに対するキャリア形成支援策
も、以前にくらべてその重要性が認識
されるようになり、現実にも対応がす
こしずつ広がりつつある。
こうして、キャリア展開の他者決定

から、他者と自己との共同決定、さら
には自己決定といった流れを念頭に置
くならば、組織での就業の初期の他者
決定、一定の能力と経験を積んだ時期
からの共同決定、さらには定年後の就
業や最終的な引退時期の決断といった
自己決定のかたちがスムーズになされ
るような条件整備が求められる。
多くの人にとっては事実上の展開で
しかなかったものを、意識化し、政策
的な配慮を加えることには意義がある。
公共政策のキャリア権はその流れを背
後から支え、個々人のキャリアに配慮
したキャリア展開を実現するきっかけ
になるだろう。

人事権とキャリア権は
対立するものではない

ところで、キャリア権があるからと
いって、働く人１人ひとりの希望がす
べてそのまま実現するものではないし、
人事権があるからといって、組織の都

合だけでキャリアをないがしろにして
よいというものではない。両者の摺り
合わせが不可欠である。
キャリアをめぐる組織と個人とのあ
いだの、あるいは、使用者と労働組合
とのあいだの対話と調整が、時代の緊
急課題になっている。個人にもエゴが
あるのと同様に、組織にもエゴがあ
る。個人の自己決定がいつでも正しい
とはかぎらないように、組織的な決定
もいつでも適切であるとはいえない。
将来の不透明感が広がるなか、雇用
さえ保障されていると宣言すれば多少
の組織エゴは許されると考えられてい
た時代は、過去のものになろうとして
いる。そうした状況下で、契約関係に
おいて人事権は取引上の力関係で優位
にある側が確保しつづけることは容易
である。それに対して、キャリア権は
取引上の力関係で弱い立場にある側に
契約的に確保することは簡単ではな
い。しかも、人事権万能論では適切に
対処できない事情が広がってきている。
このような場合には、公共政策とし
てキャリア権を法的にも積極的に位置
づけ、組織の内外で働く人びとを支援
する方策が求められる。キャリア権を
理念上のものにとどまらせることなく、
キャリア権の法制化に向けて動きを実
現する時期にきているといえよう。

キャリア形成を円滑に
進めるための３つの方策

キーポイント！
40代半ばでキャリア形成がで
きていないと、さらに厳しい
課題が待ち受けている。

解決策には、3つある。

キャリアをめぐって、組織と
個人、あるいは使用者と労働
組合間の対話と調整が緊急の
課題。

1

2

3

解決策１ 解決策２ 解決策３

従業員のキャリア意識を喚起
キャリア自律に誘導

キャリア決定に関して一定の
発言度合いを高めようとする

キャリア面談
キャリア・デザイン研修
社内公募制度など

完全な自己決定とまではいえ
ないが、１人ひとりの希望を把
握し、それと組織の事情を摺
り合わせようとする

キャリア展開の努力を評価や
査定において考慮

配置転換などの異動に反映

資格取得の奨励
資格取得後の処遇への反映
異動の際に希望を聴取する

など

転職市場の整備

大学、大学院、専門学校などで
の学びなおし

人材サービス産業の活用

社会人インターンシップ

キャリア転換を図ることが容
易になる条件整備が不可欠

あるいは、起業といった道

40代半ばまでにしっかりした
キャリア形成と展開が不可欠

◉勤続年数の上昇とともにキャリアの自己決定の条件整備
　が求められる

キャリアの
意思決定の比率

勤続年数

他者（企業）決定

共同決定

自己決定
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いくつもの労働立法が
キャリア概念を後押ししている

個人の職業生活設計であるキャリア
・デザイン、あるいはキャリア・プラン
ニングが尊重されなければならないこと
は、法も認めている。すなわち、職業能
力開発促進法は、職業生活設計の概念
について、次のように定義している。
「労働者が、自らその長期にわたる職業

生活における職業に関する目的を定める

とともに、その目的の実現を図るため、

その適性、職業経験その他の実情に応

じ、職業の選択、職業能力の開発及び

向上のための取組その他の事項について

自ら計画すること」
（職業能力開発促進法第２条４項）

そして、次のように規定している。
「労働者がその職業生活の全期間を通

じてその有する能力を有効に発揮できる

ようにすることが、職業の安定及び労働

者の地位の向上のために不可欠であると

ともに、経済及び社会の発展の基礎を

なすものであることにかんがみ、この法

律の規定による職業能力の開発及び向

上の促進は、産業構造の変化、技術の

進歩その他の経済的環境の変化による業

務の内容の変化に対する労働者の適応

性を増大させ、及び転職に当たつての円

滑な再就職に資するよう、労働者の職

業生活設計に配慮しつつ、その職業生

活の全期間を通じて段階的かつ体系的

に行われることを基本理念とする」
（職業能力開発促進法第３条）

雇用政策の基本法である雇用対策法
も次のような基本的理念を掲げている。
「労働者は、その職業生活の設計が適

切に行われ、並びにその設計に即した能

力の開発及び向上並びに転職に当たつて

の円滑な再就職の促進その他の措置が効

果的に実施されることにより、職業生活

の全期間を通じて、その職業の安定が図

られるように配慮されるものとする」
（雇用対策法第３条）

それゆえ、職業能力開発促進法はこ
う規定している。
「労働者の自発的な職業能力の開発及

び向上の促進は、前条の基本理念に従

い、職業生活設計に即して、必要な職

業訓練及び職業に関する教育訓練を受

ける機会が確保され、並びに必要な実務

の経験がなされ、並びにこれらにより習

得された職業に必要な技能及びこれに関

する知識の適正な評価を行うことによつ

て図られなければならない」
（職業能力開発促進法第３条の２ １項）

「事業主は、その雇用する労働者に対

し、必要な職業訓練を行うとともに、

その労働者が自ら職業に関する教育訓練

又は職業能力検定を受ける機会を確保

するために必要な援助その他その労働者

が職業生活設計に即して自発的な職業

能力の開発及び向上を図ることを容易に

するために必要な援助を行うこと等によ

りその労働者に係る職業能力の開発及

び向上の促進に努めなければならない」
（職業能力開発促進法第４条１項）

このように、雇用政策に関するさま
ざまな法律が、キャリア展開の円滑化
を念頭に置いているが、それだけでは
なく、さらにいくつもの労働立法の理
念規定にも、キャリアという概念が顔
をのぞかせている。
たとえば男女雇用機会均等法は、次
のように基本的理念を規定している。
「この法律においては、労働者が性別に

より差別されることなく、また、女性労

働者にあつては母性を尊重されつつ、充

実した職業生活を営むことができるよう

にすることをその基本的理念とする」
（男女雇用機会均等法第２条１項）

性差別はまさしく、性を理由とするキ
ャリア展開上の差別であるからである。
また、育児・介護休業法は、次のよ
うに基本理念を定め、キャリア展開に
配慮する旨、求めている。
「この法律の規定による子の養育又は家

族の介護を行う労働者等の福祉の増進

は、これらの者がそれぞれ職業生活の全

期間を通じてその能力を有効に発揮して

充実した職業生活を営むとともに、育児

又は介護について家族の一員としての役

割を円滑に果たすことができるようにす

ることをその本旨とする」
（育児・介護休業法第３条１項）

高年齢者、派遣労働者の
キャリアも配慮されている

さらに、高年齢者雇用安定法では、

「高年齢者等は、その職業生活の全期

間を通じて、その意欲及び能力に応じ、

雇用の機会その他の多様な就業の機会

が確保され、職業生活の充実が図られ

るように配慮されるものとする」
（高年齢者雇用安定法第３条１項）

「労働者は、高齢期における職業生活

の充実のため、自ら進んで、高齢期に

おける職業生活の設計を行い、その設計

に基づき、その能力の開発及び向上並

びにその健康の保持及び増進に努めるも

のとする」
（高年齢者雇用安定法第３条２項）

とする基本的理念を掲げ、事業主の責
務について次のように規定している。
「事業主は、その雇用する高年齢者に

ついて職業能力の開発及び向上並びに作

業施設の改善その他の諸条件の整備を

行い、並びにその雇用する高年齢者等

について再就職の援助等を行うことによ

り、その意欲及び能力に応じてその者の

ための雇用の機会の確保等が図られるよ

う努めるものとする」
（高年齢者雇用安定法第４条１項）

「事業主は、その雇用する労働者が高

齢期においてその意欲及び能力に応じて

就業することにより職業生活の充実を図

ることができるようにするため、その高

齢期における職業生活の設計について必

要な援助を行うよう努めるものとする」
（高年齢者雇用安定法第４条２項）

これはまさに、高年齢者のキャリア
に配慮を示したものである。
そして、労働者派遣法には、運用上
の配慮として、次のような規定が置か
れている。
「厚生労働大臣は、労働者派遣事業に

係るこの法律の規定の運用に当たつて

は、労働者の職業生活の全期間にわた

るその能力の有効な発揮及びその雇用の

安定に資すると認められる雇用慣行を考

慮するとともに、労働者派遣事業による

労働力の需給の調整が職業安定法に定

める他の労働力の需給の調整に関する制

度に基づくものとの調和の下に行われる

ように配慮しなければならない」
（労働者派遣法第25条）

ここでも、キャリア展開に向けての
配慮が規定されている。
なお、この関連措置として、次のよ
うな規定がある。
「事業主は、（一定数の障害者を雇用す

る事業所においては、）……障害者職業

生活相談員を選任し、その者に当該事

業所に雇用されている障害者である労働

者の職業生活に関する相談及び指導を

行わせなければならない」
（障害者雇用促進法第79条１項）

このように、憲法から導き出される
理念としてのキャリア権にもとづい
て、これを体現しようと目される条文
がすでに実定法化されてきている。
ただし、いまのところはまだ「理念」
を宣言するだけの水準であり、せいぜ
い努力義務の域にとどまっているにす
ぎない。
だからこそ、散在するキャリア関連
規定を統合し、体系的な「キャリア権
基本法」の実定法化が望まれる。これ
が実現することで、人びとが、内から
の動機づけによってより生き生きと働
き、職業生活を充実したものにできる
だろう。
なお、キャリア権基本法において
は、たんに理念や心がまえを説くだけ
ではなく、関連する支援策、さらには
必要に応じて具体的な権利規定も設け
ることが必要であるのはいうまでもな
い。

より生き生きと働くための
法整備の実現が急務

キーポイント！
キャリア形成が尊重されるこ
とは、法も認めている。

さまざまな法律が個人のキャ
リア展開をバックアップして
いる。

散在するキャリア関連規定を
一刻も早く統合する必要があ
る。

1

2

3

キャリア権をめぐる法的な位置づけ

個人の尊厳・幸福追求の自由	 日本国憲法第13条
職業選択の自由	 同　　第22条1項
労働権	 同　　第27条1項
奴隷的拘束・苦役からの自由	 同　　第18条
生存権	 同　　第25条
学習権	 同　　第26条
労働基本権	 同　　第28条
財産権	 同　　第29条

項目	 概要

これら諸権利の統合と体系化としてのキャリア権



17 18

キャリア権を実現するために

キャリア権を享有する
１人ひとりの人間の責務

充実したキャリアといっても、それ
は１人ひとりの能力に応じて異なる。
キャリア権は、そのような多様な能力
をもつ個人が、その能力に応じた雇用
を見つけることができるようにサポー
トすることを目的としている。
では、これから個人はどのような心
がまえをし、企業や労働組合、政府は
どのようなサポートをすればよいのだ

ろうか。
働く人１人ひとりがキャリア権を享
有する主体であるから、当然、本人が
キャリアの形成に真摯に取り組む義務
がある。しかし、現状は、みずからの
キャリアについて十分に意識していな
い人が多いという見方もある。
たしかに、いままではとくに意識し
なくても、組織がレールを敷いてくれ
ていたかもしれない。しかし、これか
らは、できるだけ早い時期から自身の
キャリア設計を意識し、いわば人生航
路の仮説をもつことが重要になってく
る。もちろん、仮説だから、折りにふ
れて進路を見直すのはいうまでもない。
キャリア権の享有は、このような仮
説にもとづいて、みずからのエンプロ
イアビリティ（雇用可能性）を高め、
良好な雇用を見つけ、さらに能力を深
めるための基礎となる。

これは同時に、企業の競争力の向上
に貢献し、国民経済に好ましい影響を
およぼすという連鎖的、複合的な効果
につながり、みずからの働きがいや生
きがいとしてもどってくることも念頭
に置いておく必要がある。
また、労働組合は、キャリア権の確
立への努力とその行使について、協力
し支援することが求められる。その支
援活動のなかには、当然、企業をとり
まく状況の正確な把握、伝達、組合員
の理解促進に加え、組合員に対するキ
ャリア教育も含まれる。
さらに、労働協約を締結する場合な
どに使用者側と協力して、キャリア権
に関する条項を盛り込む方向での積極
的な姿勢が望まれる。

キャリア形成を企業にまかせる
ことには限界がある

現在、労働力人口（15～ 64歳）の
９割近くが企業や組織で雇用されてい
る（総務省が行った平成22年７月の
「労働力調査」によると、労働力人口
における就業者6271万人のうち、雇用
者は5447万人）という状況を考える
と、私たちがキャリア形成をする主た
る場は企業や組織といってよい。
従業員がみずからのキャリアを意識
して専門能力を高めることは、企業の
生産性向上につながり、さらには業績

向上につながるため、従業員のキャリ
アへの配慮は企業にとっても利益とな
る。
日本とアメリカで行われた「求職者
は転職の際に何を重視しているのか？」
というネット調査の分析によると、従
業員のキャリアに配慮する企業が好ま
れており、優れた人材を獲得しやすく
なっている。
そのいっぽうで、企業はこうしたメ
リットを認識しつつも、従業員が希望
するキャリア・ディベロップメント
（能力開発）を人事制度の運用に組み
入れにくい事情が根深くある。
というのも、上位職にいくほどポス
トが少なくなること、経営サイドから
見た人物要件と従業員自身が考えてい
る自画像が一致しない例が多いこと、
だれもが希望しないような仕事にも、
だれかを配置する必要性が少なからず
あることなど、「人事の現実を考える
と、自社あるいは企業グループ内だけ

では実行できない」という意見も多く
見られる。
従業員の希望をできるだけ汲

く

みとる

努力はするとしても、人事権は経営の
専権事項として残しておきたいという
ことだろう。
終身雇用が崩壊するなかで、従業員
が企業に頼ってばかりいられなくなっ
たのは、前述のとおりである。やがて
国全体としての労働力不足が顕著にな
れば、人びとはキャリア形成を考えた
人事を行う企業への選好性を高めてい
くだろう。
また、従業員がキャリア意識を高く
もちはじめると、企業内でのキャリア
形成よりも、みずからの価値を高める
ためのキャリア展開への志向が強くな
ると考えられる。そうなれば、長期に
わたる組織コミットメント（愛社精神
や忠誠心）を求める企業とのあいだに

〝利益相反〞というジレンマが生じる
可能性もある。
その意味で、従業員のキャリア形成
のサポートを企業にまかせることには
限界があるともいえる。さらに、企業
に所属できていない失業者のサポート
も考慮に入れなければならない。
このように考えると、個人、企業の
範
はん

疇
ちゆう

を超えた職業情報や職業訓練の
実施などに関して、政府の果たす役割
はより大きくなるだろうし、労使双方
のニーズにきめ細かに応える人材サー
ビス産業などの民間企業への期待も大
きくなるだろう。

学校教育における
早期のキャリア教育が重要

日本ではキャリア権を受容する社会

的基盤がほとんどできていないのが実
情である。
だからこそ、キャリアやキャリア権
の概念について、早い時期から学校教
育のなかで教え込むことがきわめて重
要である。しかも、ただちに始めなけ
れば、国力の致命的な劣化を押しとど
めることはできない。この危機感は決
して大げさなものではない。
大学生になってからキャリアの意義
を考えることを求めても、正しい理解
を得るには遅すぎるというのが現実だ
ろう。キャリア教育は、できれば小学
生後半くらいの年齢から始めなければ、
実効性は乏しいといえる。
2011年春から、大学の教育課程に職
業指導（キャリアガイダンス）が義務
づけられ、また、中央教育審議会で
は、小学校から大学まで各段階でのキ
ャリア教育の拡充が審議されている
（中央教育審議会キャリア教育・職業
教育特別部会「第二次審議経過報
告」）。
こうしたキャリア教育に望まれるの
は、職業能力の形成はみずからが責任
を負うべきことがらであり、そのため
には十分に勉強をしなければならない
というごく基本的な事実を、まずは青
少年に認識させることである。
キャリア教育は、技能修得やたんな
る職業の〝真似ごとレベル〞に堕して
はならない。権利と自己責任の意味、
勉強の重要性や、働いて社会とつなが
ることで見出される人生の喜びについ
て、若い世代に徹底的に教え込むこと
こそが主眼である。
このような努力を続けていく先には、
将来の幸福な人生がある、ということ
を伝えることこそ、これからの青少年
教育の大きな目的であろう。

キャリア権を広く社会に普及・拡充
するための取り組み

キーポイント！
早い時期から自身のキャリア
設計を意識することが重要。

キャリア形成を考えた人事を
行う企業への選好性が高ま
る。

学校教育のなかでキャリア権
の概念を早い時期から教える
ことがきわめて重要。

1

2

3

キャリア形成への取り組み

個　人

国 学校

企業 労働組合

できるだけ早い時期から
自身のキャリア設計を
意識し、みずからの

エンプロイアビリティを
高める

従業員のキャリアへの配慮が
生産性向上、業績向上に
つながることを
意識する

企業をとりまく状況を正確に
把握し、組合員への伝達と
キャリア教育を行う

個人、企業の範疇を超えた
職業情報や職業訓練の

実施などに
取り組む

権利と自己責任の意味、
働いて社会とつながることで
見出される人生の喜び
を徹底的に教える
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いまの社会においては、労働者を弱者とのみとらえる古典的な思想から脱却して、労
働者の利益だけでなく、企業・組織の利益も考えていくことが必要である。たしかに、
「キャリア権」の濫用の危険性は、労使双方から提起されるであろうし、また、ときに
キャリアという言葉が、実態のともなわない〝似

え

非
せ

キャリア〞的な仕組みに悪用される
懸念も指摘されるかもしれない。

しかし、こうした不安は、「キャリア権」についての基本法を策定し、労使がともに手を携えて個人のキ
ャリアを考える作業に取り組む基礎固めをするという行為によってこそ、払

ふつ

拭
しよく

されるものである。
ここで提案する「キャリア権基本法（大内試案）」は、使用者に対して具体的権利を行使することを保障

するものでもなく、また、企業・組織に義務を課すものでもない。労使が、職業能力の開発・向上の分野
において「win-win」の構造になる理念をめざすものである。
労使の対立というステレオタイプな構図に拘

こう

泥
でい

することなく、社会の変化に的確に適応し、いまほんと
うに必要とされる新たな労使間のあり方とは何かをみんなで考えるための１里塚として、「キャリア権」は
格好の題材であるともいえる。
私たちは、「キャリア権」のもつ意義を社会に提言することにより、だれもが自立しながらもてる能力を
最大限に発揮して、個人も企業・組織も国も、みんながより幸せになるにはどうすればよいかを、多くの
関係者が共感とともに真剣に究めていくことを、切に望むものである。

キャリア権基本法（大内試案＊）

第１条　目的

この法律は、労働者のキャリア権を保障することにより、その個人として尊重された幸
福な職業生活の実現に資するとともに、わが国の産業の競争力の向上を図り、日本経済の
発展に寄与することを目的とする。

第２条　キャリア権の定義

この法律で「キャリア権」とは、労働者個人が、その意欲と能力に応じて、自己の望む
仕事を選択し、職業生活を通じて幸福を追求する権利をいう。

第３条　国の責務

国は、キャリア権が憲法上の根拠をもつ権利であることを十分に考慮に入れたうえで、
できるだけ速やかに、キャリア権の基盤を整備するための立法を制定するものとする。

2　関係府省は、政策立案において、キャリア権の尊重を優先的に考慮するものとする。

3　関係府省および地方自治体は、キャリア権の重要性を国民に周知させるための広報宣
伝活動を積極的に行うよう努めるものとする。

4　関係府省および地方自治体は、事業主および経営者団体および労働組合等と連携しな
がら、キャリア権の理念を普及するための活動に従事するよう努めるものとする。

第４条　事業主の責務

事業主は、従業員のキャリア権を、事業の競争力の向上に貢献するものであることをふ
まえて、できる限り尊重するよう努めるものとする。

2　事業主は、就業規則または労働契約が、キャリア権の尊重という理念に適合的であり、

かつその理念を促進するものとなるよう配慮するものとする。

3　事業主は、人事管理に関する方針を定めるうえにおいては、従業員のキャリア権をで
きる限り考慮するよう努めるものとする。

4　事業主は、従業員に対して、キャリア教育を行うよう努めるものとする。

5　経営者団体は、加盟する会員に対して、キャリア権を尊重することの重要性を知らせ
るための活動を行うよう努めるものとする。

第５条　労働者の責務

労働者は、自ら主体的に、キャリアの形成に取り組まなければならない。

第６条　労働組合の責務

労働組合は、組合員のキャリア権の行使を、できる限り支援するよう努めるものとする。

2　労働組合は、組合員に対して、キャリア教育を行うよう努めるものとする。

3　労働組合および事業主または企業の連合体は、労働協約を締結する場合には、できる
限り、キャリア権に関する条項を盛り込むこととする。

第７条　その他の関係者の責務

1　教育機関は、教育の現場において、キャリア権の重要性を教えるためのプログラムを
開発し、それを実践するよう努めるものとする。

2　労働者のキャリア権に関係する者は、それぞれの分野において、キャリア権の理念を
国民に浸透させるよう努めるものとする。

提言

キャリア権基本法（大内試案）

＊大内伸哉（神戸大学大学院法学研究科教授）

注）法律上の伝統にしたがい、キャリア権基本法案の文言では「事業主」としたが、実態として「事業主」は「企業」を指すことが多い。
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k日本国憲法l
（個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉）
第13条　すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追
求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法
その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

（奴隷的拘束及び苦役からの自由）
第18条　何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰
の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

（居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由）
第22条　何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択
の自由を有する。

２　何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
（生存権、国の社会的使命）
第25条　すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有
する。

２　国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛
生の向上及び増進に努めなければならない。

（教育を受ける権利、教育の義務）
第26条　すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じ
て、ひとしく教育を受ける権利を有する。

２　すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普
通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

（勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止）
第27条　すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
２　賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこ
れを定める。

３　児童は、これを酷使してはならない。
（勤労者の団結権）
第28条　勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権
利は、これを保障する。

（財産権）
第29条　財産権は、これを侵してはならない。
２　財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
３　私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることが
できる。

k民法l
（雇用）
第623条　雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事すること
を約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することに
よって、その効力を生ずる。

k労働契約法l
（労働契約の成立）
第６条 　労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者が
これに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意す
ることによって成立する。
k労働基準法l
（労働条件の原則）
第１条　労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を
充たすべきものでなければならない。

２　この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関
係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならな
いことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

（労働条件の決定）
第２条　労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべ
きものである。

２　労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、
誠実に各々その義務を履行しなければならない。

k雇用対策法l
（基本的理念）
第３条　労働者は、その職業生活の設計が適切に行われ、並びにその設
計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たつての円滑な再就職
の促進その他の措置が効果的に実施されることにより、職業生活の全
期間を通じて、その職業の安定が図られるように配慮されるものとす
る。
k職業能力開発促進法l
（定義）
第２条４項　この法律において「職業生活設計」とは、労働者が、自ら
その長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるととも
に、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に
応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事
項について自ら計画することをいう。

（職業能力開発促進の基本理念）
第３条　労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効
に発揮できるようにすることが、職業の安定及び労働者の地位の向上
のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすも
のであることにかんがみ、この法律の規定による職業能力の開発及び
向上の促進は、産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変
化による業務の内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び
転職に当たつての円滑な再就職に資するよう、労働者の職業生活設計
に配慮しつつ、その職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行
われることを基本理念とする。

第３条の２ １項　労働者の自発的な職業能力の開発及び向上の促進は、
前条の基本理念に従い、職業生活設計に即して、必要な職業訓練及び
職業に関する教育訓練を受ける機会が確保され、並びに必要な実務の
経験がなされ、並びにこれらにより習得された職業に必要な技能及び
これに関する知識の適正な評価を行うことによつて図られなければな
らない。

（関係者の責務）
第４条１項　事業主は、その雇用する労働者に対し、必要な職業訓練を
行うとともに、その労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力
検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他その労働者が職
業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容
易にするために必要な援助を行うこと等によりその労働者に係る職業
能力の開発及び向上の促進に努めなければならない。

k男女雇用機会均等法l
（基本的理念）
第２条１項　この法律においては、労働者が性別により差別されること
なく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職

︿参考﹀

キャリア権をめぐる関連条文

業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。
k育児・介護休業法l
（目的）
第１条　この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看
護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家
族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措
置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支
援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者
等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生
活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の
増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

（基本的理念）
第３条　この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等
の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてそ
の能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は
介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるよ
うにすることをその本旨とする。

２　子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休
業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするよ
うにしなければならない。

k労働者派遣法l
（運用上の配慮）
第25条　厚生労働大臣は、労働者派遣事業に係るこの法律の規定の運用
に当たつては、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な
発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を考慮すると
ともに、労働者派遣事業による労働力の需給の調整が職業安定法に定
める他の労働力の需給の調整に関する制度に基づくものとの調和の下
に行われるように配慮しなければならない。

k高年齢者雇用安定法l
（基本的理念）
第３条　高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び
能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業
生活の充実が図られるように配慮されるものとする。

２　労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高
齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の
開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。

（事業主の責務）
第４条　事業主は、その雇用する高年齢者について職業能力の開発及び
向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備を行い、並びにその
雇用する高年齢者等について再就職の援助等を行うことにより、その
意欲及び能力に応じてその者のための雇用の機会の確保等が図られる
よう努めるものとする。

２　事業主は、その雇用する労働者が高齢期においてその意欲及び能力
に応じて就業することにより職業生活の充実を図ることができるよう
にするため、その高齢期における職業生活の設計について必要な援助
を行うよう努めるものとする。

k障害者雇用促進法l
（目的）
第1条　この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく

雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障
害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活に
おいて自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障
害者の職業の安定を図ることを目的とする。

（基本的理念）
第3条　障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員とし
て、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとす
る。
第4条　障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、
自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自
立するように努めなければならない。

（事業主の責務）
第5条　すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づ
き、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力
に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当
に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うこ
とによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。

（障害者職業センター相互の連絡及び協力等）
第25条１項　障害者職業センターは、相互に密接に連絡し、及び協力
して、障害者の職業生活における自立の促進に努めなければならない。
k雇用保険法l
（能力開発事業）
第63条１項　政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、
これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能
力開発事業として、次の事業を行うことができる。（以下、略）

k次世代育成支援対策推進法l
（事業主の責務）
第５条　事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多
様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が
図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自
ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公
共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。

k少子化社会対策基本法l
（事業主の責務）
第５条　事業主は、子どもを生み、育てる者が充実した職業生活を営み
つつ豊かな家庭生活を享受することができるよう、国又は地方公共団
体が実施する少子化に対処するための施策に協力するとともに、必要
な雇用環境の整備に努めるものとする。

k高齢社会対策基本法l
（就業及び所得）
第９条１項　国は、活力ある社会の構築に資するため、高齢者がその意
欲と能力に応じて就業することができる多様な機会を確保し、及び勤
労者が長期にわたる職業生活を通じて職業能力を開発し、高齢期まで
その能力を発揮することができるよう必要な施策を講ずるものとする。
k母子及び寡婦福祉法l
（自立への努力）
第４条　母子家庭の母及び寡婦は、自ら進んでその自立を図り、家庭生
活及び職業生活の安定と向上に努めなければならない。

〈参考〉キャリア権をめぐる関連条文
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新聞記事で見る

キャリア権研究会
全会合の日程＆おもな内容

◉準備会
会場：ホテルグランドパレス「千代田」
◉第１回
＊諏訪康雄座長の基調解説
＊太田正孝幹事の意見発表
＊吉田修副幹事の意見発表
会場：新宿三井ビル「兆一」
◉第２回
＊大内伸哉氏の意見発表
＊鷲尾悦也氏の意見発表
会場：市ヶ谷法曹ビル会議室
◉第３回
＊高橋美佐子氏の意見発表
＊三宅伸吾氏の意見発表
会場：法政大学大学院
◉第４回
＊助成金の経過報告
＊日本労働組合総連合会・逢見直人
氏の意見発表
会場：法政大学大学院
◉第５回
＊キャリア権をめぐっての自由なデ
ィスカッション

会場：法政大学大学院
◉第６回
＊「キャリア権研究会報告書」に盛り
込むべき内容、方向性について討議
会場：法政大学大学院

◉第７回
＊「キャリア権研究会報告書」に盛り
込むべき内容、方向性について討議
＊「キャリア権研究会報告書」の作成
について意見交換
会場：法政大学大学院
◉第８回・最終回
＊「キャリア権研究会報告書」の作成
について意見交換
会場：法政大学大学院

準備会
（2008年4月18日）

（「週刊労働新聞」2008年5月12日　第2680号）

第６回
（2009年10月30日）

（「週刊労働新聞」2009年11月16日　第2753号）

第３回
（2009年2月6日）

（「週刊労働新聞」2009年2月23日　第2718号）

第１回
（2008年7月25日）

（「週刊労働新聞」2008年8月18日　第2693号）

第７回
（2010年1月28日）

（「週刊労働新聞」2010年2月15日　第2765号）

第４回
（2009年5月19日）

（「週刊労働新聞」2009年6月1日　第2731号）

第２回
（2008年10月3日）

（「週刊労働新聞」2008年10月20日　第2701号）

第８回・最終回
（2010年5月14日）

（「週刊労働新聞」2010年5月31日　第2778号）

第５回
（2009年8月6日）

（「週刊労働新聞」2009年9月7日　第2743号）

キャリア権についての理解を深め、広く社会に普及するための「キ
ャリア権研究会」の発足から、全９回にわたる会合をフォーカスし
ました。今回、「キャリア権基本法（大内試案）」を問いかけるに
いたった経緯をご理解いただけるでしょう。

キャリア権研究会 全会合の日程＆おもな内容



●邦文

安宅仁人（2008）「キャリア教育と連動した社会科教育の位置づけと実践の検討：札幌市立旭丘高等学校の取
り組みを事例として」、『公教育システム研究』7号、51-67、北海道大学大学院教育学研究科教育行政学研究
グループ

石山恒貴（2011）「人事権とキャリア権の複合効果」、『日本労務学会誌』12巻2号（掲載予定）＊、日本労務学会
岩田克彦（2009）「職業能力開発に対する政府関与のあり方：政府関与の理論的根拠、方法と公共職業訓練の

役割」、『日本労働研究雑誌』583号、83-91＊、労働政策研究・研修機構
ウィリアム・Ａ・コーン（有賀裕子訳）（2008）『ドラッカー先生の授業：私を育てた知識創造の実験室』（240

頁のドラッカー発言引用箇所）、ランダムハウス講談社
内田勝久（2004）「環境変化におけるキャリア形成の課題：自立した個人を創るために・個人主導のキャリア形

成支援の重要性」、『季刊労働法』207号、労働開発研究会
大内伸哉（2008）「キャリア権：キーワードからみた労働法（第16回）」、『ビジネスガイド』678号、68-76＊、日

本法令
大内伸哉・唐津博・盛誠吾（2002）「労働法理論の現在（座談会）」、『日本労働研究雑誌』499号、2-47（15頁

でのやり取り）、労働政策研究・研修機構
児美川孝一郎（2007）『権利としてのキャリア教育』（144-150頁で紹介と議論）、明石書店
菅野和夫（2010）『労働法〔第9版〕』17、51、弘文堂
諏訪康雄（1996）「雇用関係の変化と労働法の課題」、『中央労働時報』901号、3頁以下、労委協会
諏訪康雄（1997）「キャリアは財産」、『官公労働』51巻3号、0（巻頭言）、官業労働研究所
諏訪康雄（1999）「キャリア権の構想をめぐる一試論」、『日本労働研究雑誌』468号、54-64＊、労働政策研究・

研修機構
諏訪康雄（2000）「労働市場法の理念と体系」、日本労働法学会編『労働市場の機構とルール』講座21世紀の

労働法2巻、2-22＊、有斐閣
諏訪康雄（2002）「キャリア権とは何か？」、『能力開発21』第23巻第6号、1-4＊、中央職業能力開発協会
諏訪康雄（2003）「能力開発法政策の課題：なぜ職業訓練・能力開発への関心が薄かったのか」、『日本労働研

究雑誌』514号、27-37＊、労働政策研究・研修機構
諏訪康雄（2004）「キャリア権をどう育てていくか？」、『季刊労働法』207号、40-49＊、労働開発研究会
諏訪康雄（2007）「キャリア権と人材育成」、『電機連合NAVI』2007年5月号、2-6＊、電機連合
諏訪康雄（2009）「就労請求権─読売新聞社事件」、『労働判例百選（第8版）』、52-53、有斐閣
諏訪康雄（2010）「労働法学におけるキャリアの位置づけ：新しい法原理の探索」、『日本労働研究雑誌』600号、

59-63＊、労働政策研究・研修機構
髙井伸夫（2008）「注目すべき『キャリア権』上・中・下」、『労働新聞』第2665号-第2667号＊、労働新聞社
髙井伸夫（2008）『月刊ザ・ローヤーズ』4月号、2（巻頭言）＊、アイ・エル・エス出版
高橋俊介（2003）『キャリア論：個人のキャリア自律のために会社は何をすべきなのか』、東洋経済新報社
千葉登志雄（2006）「キャリア権を基軸としたキャリア形成支援」、『これからの雇用戦略：誰もが輝き意欲を持

って築く豊かで活力ある社会』、77-100＊、労働政策研究・研修機構
千葉登志雄（2007）「就業能力の強化と『キャリア権』」、労働政策研究・研修機構編『これからの雇用戦略：

誰もが輝き活力あふれる社会を目指して』、107-136＊、労働政策研究・研修機構
道幸哲也（2007）『Work Rule 15歳のワークルール』、139、旬報社
西尾健二（2011）「大企業ホワイトカラーミドル層における『キャリアを形成する権利』」＊、青山学院大学大学

院法学研究科修士論文
樋口美雄（2001）『雇用と失業の経済学』、日本経済新聞社
藤原稔弘（2002）「就労請求権─読売新聞社事件」、『労働判例百選（第7版）』、36-37、有斐閣
萬年山啓（2007）「『キャリア権』の意義と課題に関する学際的考察：キャリア開発学・憲法学・労働法学の視

座から」、『キャリア開発論集』3号、49-65＊、LEC東京リーガルマインド大学

キャリア権の理解を深める参考文献
吉澤昭人（2011）「『キャリア権』と人的資源管理：高齢者雇用を中心に」、『季刊企業と法創造』第7巻第3号、

208-216＊、早稲田大学グローバルCOEプログラム
和田肇、大内伸哉ほか（2009）「雇用の危機と労働法の課題（座談会）」、『法律時報』81巻12号（20頁の和田、

大内発言）、日本評論社

●欧文

Konishi, Yasuyuki（2007）Appunti sul diritto al lavoro e il dovere di lavorare nella Costituzione giapponese, Un diritto in 
evoluzione (L.Montuschi, Michele Tiraboschi, ed.), Giuffre (Milano), 215-232＊

Suwa, Yasuo（1996）Technological Change/Innovation and Social Protection, general report presented to the 6th Asian 
Regional Congress of the International Association of Labour Law and Social Security, Hobart (Australia)(mimeo)＊

Suwa, Yasuo（1998）Career Is Property: A Core Concept or an Impossible Dream?, Proceedings of the 11th World Congress 
of the International Industrial Relations Association, Vol.1, 1-25＊

Suwa, Yasuo（2011）The Concept of the Right to a Career: How to Protect the Career of Workers, Japan Labor Review, 
Vol.8, No.1, 6-25＊

●研究会報告書

「キャリア形成を支援する労働市場政策研究会」報告書（2002年7月31日）、厚生労働省職業能力開発局
（http://www.jil.go.jp/kisya/noryoku/20020731_02_no/20020731_02_no_h-mokuji.html）＊

注）各参考文献の末尾にある「83-91」などの数字は頁数を指す。
注）＊を付したものは、キャリア権を中心にまたは基礎に論じているものであり、その他は部分的に触れていたり、批判的なも
のを含めて関連する記述のあるもの。
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