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はじめに

１

失業情勢

(1)

概況

EUROSTAT と OECD の統計によると､ フランスにおける近年の失業情勢
の概況については､ つぎのようなことがいえる｡
失業率は､ 1996年には11.5％であったのが､ 2007年には8.3％となっており､
この10年間でしだいに減少してきたといえるが､ ユーロ圏の平均値に比べると
若干高い水準を維持している｡ イギリス､ アメリカに比べると失業率はかなり
高い水準にあるが､ ドイツとの関係では､ かつてはフランスのほうが高い失業
率を示していたが､ 現在ではドイツの失業率のほうが若干高い傾向にある (表
１)｡
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失業率 (全体)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ユーロ圏

10.7

10.6

10.0

9.1

8.2

7.8

8.2

8.7

8.8

8.9

8.3

7.4

ド イ ツ

8.7

9.3

9.1

8.2

7.5

7.6

8.4

9.3

9.7

10.7

9.8

8.4

フランス

11.5

11.5

11.0

10.4

9.0

8.3

8.6

9.0

9.3

9.2

9.2

8.3

イギリス

7.9

6.8

6.1

6.0

5.5

5.0

5.1

4.9

4.7

4.8

5.3

5.2

アメリカ

5.4

4.9

4.5

4.2

4.0

4.8

5.8

6.0

5.5

5.1

4.6

4.6

日

3.4

3.4

4.1

4.7

4.7

5.4

5.3

4.7

4.4

4.1

3.9

本

5.0

出典： http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=
portal&_schema=PORTAL&screen=welcomeref&open=/C/C4/C42&language=en&produ
ct=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_population&scrollto=0 表２から表７
までについても出典は同じである｡

また､ 男女の失業率ともに､ ユーロ圏の各平均値よりも若干高い｡ 最近のド
イツなどの数値と比べると､ 男性の失業率よりも女性の失業率が高いのが目立
つが､ ユーロ圏の平均値からすると､ そのような傾向のほうがむしろ一般的で
あるといえる (表２､ 表３)｡ 25歳未満の若年者の失業率も､ ユーロ圏の平均
値に比べると高く､ 2007年には19.4％と､ ５人に１人が失業している割合となっ
ている｡ これは､ ドイツ､ イギリス､ アメリカに比べてはるかに高い数値となっ
ている (表４)｡
１年以上の長期失業率については､ フランスは1995年から2005年まではユー
ロ圏の平均値よりも低い水準であったが､ 近年その差が小さくなり､ 2006年に
表２

失業率 (男性)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ユーロ圏

9.2

9.1

8.6

7.8

6.9

6.7

7.2

7.7

7.9

8.0

7.4

6.6

ド イ ツ

8.2

9.0

8.8

8.1

7.5

7.8

8.8

9.8

10.3

11.2

10.2

8.5

フランス

10.0

10.0

9.4

8.9

7.5

7.0

7.7

8.1

8.4

8.4

8.4

7.8

イギリス

9.2

7.6

6.8

6.6

6.0

5.5

5.6

5.5

5.0

5.1

5.7

5.5

アメリカ

5.4

4.9

4.4

4.1

3.9

4.8

5.9

6.3

5.6

5.1

4.6

4.7

日

3.4

3.4

4.2

4.8

4.9

5.2

5.5

5.5

4.9

4.6

4.3

3.9

本
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は同平均値を１ポイント上回り､ 3.9％となっている (表５)｡ 男女別の長期失
業率でも同様の傾向がみられる (表６､ 表７)｡
表３

失業率 (女性)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ユーロ圏

12.7

12.5

12.0

10.9

9.8

9.3

9.5

9.8

10.0

9.9

9.3

8.4

ド イ ツ

9.2

9.8

9.4

8.4

7.5

7.4

7.9

8.6

9.1

10.1

9.4

8.3

フランス

13.3

13.2

12.8

12.1

10.8

9.9

9.7

9.9

10.3

10.2

10.1

8.9

イギリス

6.3

5.8

5.3

5.3

4.9

4.4

4.5

4.3

4.2

4.3

4.9

4.9

アメリカ

5.4

5.0

4.6

4.3

4.1

4.7

5.6

5.7

5.4

5.1

4.6

4.5

日

3.4

3.4

4.0

4.5

4.5

4.7

5.1

4.9

4.4

4.2

3.9

3.7

本

表４

失業率 (25歳未満)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ユーロ圏

22.0

21.2

19.4

17.2

15.4

14.9

15.5

16.3

17.1

17.2

16.1

14.8

ド イ ツ

9.5

10.0

9.1

8.1

7.5

7.7

9.1

9.8

11.8

13.9

12.5

11.2

フランス

27.9

27.8

25.1

22.9

19.6

18.9

19.3

19.1

20.4

21.0

22.1

19.4

イギリス

14.9

13.7

13.1

13.0

12.6

11.8

12.0

12.2

12.1

12.9

14.1

14.4

アメリカ

12.0

11.3

10.4

9.9

9.3

10.6

12.0

12.4

11.8

11.3

10.5

10.5

6.7

6.7

7.7

9.2

9.1

9.6

9.9

10.1

9.5

8.7

8.0

7.7

日

本

表５

長期失業率 (12か月以上) (全体)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ユーロ圏

5.3

5.4

5.4

5.0

4.4

3.9

3.6

3.6

3.9

4.0

3.9

3.7

ド イ ツ

3.9

4.2

4.7

4.7

4.2

3.8

3.8

4.0

4.6

5.5

5.7

5.5

フランス

4.3

4.5

4.6

4.5

4.1

3.5

2.9

3.0

3.5

3.8

3.8

3.9

イギリス

3.5

3.1

2.5

1.9

1.7

1.4

1.3

1.1

1.1

1.0

1.0

1.2

アメリカ

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3

0.2

0.3

0.5

0.7

0.7

0.6

0.5

日

0.6

0.6

0.7

0.8

1.0

1.2

1.3

1.7

1.8

1.6

1.5

1.4

本

イギリスについては､ 2000年に統計上の断絶 (Break in series) がある｡ 表６､ 表
７も同様である｡
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長期失業率 (12か月以上) (男性)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ユーロ圏

4.2

4.4

4.4

4.1

3.6

3.2

2.9

3.0

3.3

3.5

3.5

3.4

ド イ ツ

3.3

3.7

4.3

4.3

4.0

3.7

3.7

4.1

4.7

5.7

5.9

5.7

フランス

3.5

3.7

3.9

3.8

3.4

2.8

2.4

2.6

3.2

3.3

3.3

3.6

イギリス

4.7

4.2

3.3

2.4

2.2

1.9

1.7

1.4

1.4

1.2

1.3

1.5

アメリカ

0.6

0.6

0.5

0.4

0.3

0.3

0.3

0.5

0.8

0.8

0.6

0.5

日

0.7

0.8

1.0

1.1

1.3

1.5

1.7

2.0

2.1

2.0

1.8

1.8

本

表７

長期失業率 (12か月以上) (女性)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ユーロ圏

6.8

6.7

6.7

6.1

5.4

4.8

4.4

4.3

4.5

4.6

4.5

4.2

ド イ ツ

4.6

4.8

5.2

5.1

4.5

4.0

3.8

4.0

4.5

5.2

5.3

5.3

フランス

5.3

5.4

5.5

5.3

4.9

4.3

3.6

3.4

3.9

4.2

4.3

4.2

イギリス

2.0

1.7

1.5

1.2

1.0

0.9

0.8

0.7

0.7

0.6

0.7

0.8

アメリカ

0.5

0.5

0.4

0.3

0.3

0.2

0.3

0.5

0.6

0.6

0.5

0.4

日

0.3

0.4

0.4

0.5

0.7

0.8

0.9

1.1

1.2

1.0

1.0

0.8

本

なお､ 労働市場政策に対する国の予算からの支出が､ その国の GDP に対し
て占める割合については､ フランスは､ イギリス､ アメリカよりも高い水準に
あるが､ ドイツ等に比べると低い水準にある｡ ドイツとの対比では､ 職業訓練､
新規採用・雇用維持促進､ 直接的雇用創出に関する支出の割合が高く､ 公的雇
用サービス､ リハビリ等の就労支援､ 非就労時の所得保障に関する支出の割合
が低いことが注目される (表８)｡

(2)

失業期間・離職理由の推移

フランスでは､ 求職者 (demandeurs d’emploi) は８つのカテゴリに分けら
れ､ そのうちの ｢カテゴリ１｣ (フルタイムで無期契約での就労を希望する者
で､ 現在職業活動を行っていないか､ 月78時間以下の短時間就労に従事してい
( 39 )
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表８

労働市場政策に対する各国の支出 (対 GDP 比､ ％､ 2005年度)
アメリカ

イギリス

ドイツ

フランス

オランダ

デンマーク スウェーデン

日本

１.公的雇用サービス

0.03

0.36

0.36

0.24

0.49

0.31

0.23

0.19

２.職業訓練

0.05

0.09

0.25

0.29

0.13

0.51

0.34

0.04

３.新規採用・雇用維持促進

-

0.01

0.05

0.13

0.17

0.45

0.50

0.02

４.就労支援・リハビリ

0.03

0.01

0.13

0.07

0.53

0.48

0.22

-

５.直接的雇用創出

0.01

-

0.10

0.16

-

−

-

-

-

-

0.09

-

-

−

0.03

-

0.24

0.19

2.30

1.57

2.02

1.83

1.20

0.44

-

-

0.05

0.06

-

−

-

-

小計：積極的措置(１−６)

0.13

0.49

0.97

0.90

1.33

1.74

1.32

0.25

小計：消極的措置(７−８)

0.24

0.19

2.35

1.62

2.02

2.51

1.20

0.43

合計

0.38

0.68

3.32

2.52

3.35

4.26

2.52

0.68

６.起業支援
７.非就労時所得維持・支援
８.早期退職

出典：OECD, Employment Outlook 2007.

表９

求職者の分類 (フランス)
無業または月78時間以
下の短時間就労に従事

月78時間を越える短時
間就労に従事

フルタイムで無期契約の希望者

カテゴリ１

カテゴリ６

パートタイムで無期契約の希望者

カテゴリ２

カテゴリ７

無期契約または派遣労働の希望者

カテゴリ３

カテゴリ８

失業しているが､ 職業訓練､ 病気等の理由で就労ができない者

カテゴリ４

就職しているが､ 別の雇用を探している者

カテゴリ５

＊ 月末に ANPE (全国雇用庁､ 日本での公共職業安定所に相当) に登録している求
職者は､ 統計上､ 月末求職者 (demande d’emploi en fin de mois, DEFM) とい
われる｡ 1995年５月５日のアレテ以降､ 求職者は上記の８つのカテゴリに分けられ
ている｡ 失業者数の公的統計は､ カテゴリ１で登録している求職者を対象としてい
る｡
出典：http://www.travail-solidarite.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-dares/
statistiques/chomage/ 表10. 表11についても出典は同じである｡

るもの) が､ 求職者に関する公式統計の対象とされている (表９)｡
このような意味での失業者 (カテゴリ１の求職者) の内訳をみると (表10)､
( 40 )
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1996年12月時点では､ １年未満､ １年以上２年未満､ ２年以上３年未満､ ３年
以上の失業者の各割合は､ 65％､ 20％､ ７％､ ８％であった｡ これに対して､
2007年12月時点では､ それぞれの失業者の各割合は､ 74％､ 15％､ ５％､ ６％
となっている｡ 失業者数は全体としてもこれらの集団ごとでも減少してきてい
るが､ その中での割合としては､ １年未満の失業者の割合が増えてきているこ
とが指摘できる (長期失業率の推移自体については､ 表５､ 表６､ 表７参照)｡
表10

求職者 (カテゴリ 1) 数の推移 (フランス)

月

１年未満

１年以上
２年未満

２年以上
３年未満

３年以上

Dec-96

2,015.0

600.6

227.2

250.6

3,093.4

Dec-97

1,901.1

648.9

252.3

250.1

3,052.4

Dec-98

1,798.0

602.5

268.2

257.1

2,925.8

Dec-99

1,617.8

496.1

224.9

236.4

2,575.2

Dec-00

1,443.3

380.6

156.2

180.1

2,160.2

Dec-01

1,553.5

369.6

136.2

147.3

2,206.6

Dec-02

1,633.7

414.7

136.6

125.6

2,310.6

Dec-03

1,718.0

460.2

154.1

116.5

2,448.8

Dec-04

1,694.6

462.0

171.7

119.5

2,447.8

Dec-05

1,603.0

432.3

156.9

130.5

2,322.7

Dec-06

1,465.1

359.0

140.9

127.1

2,092.1

Dec-07

1,400.0

283.4

104.4

109.5

1,897.3

年

合

計

単位：1000名

また､ フランスにおける毎年12月時点での失業者の流出入､ すなわち､ カテ
ゴリ１で求職者登録する者と､ それから退出 (sorties) する者の推移をみると
(表11)､ まず､ 新規登録者では､ 有期契約の終了を離職理由とする者が一貫と
して高い数値を記録していること､ 派遣の終了を理由とする者､ 経済的理由以
外の解雇を理由とする者が増加していること､ これに対して､ 経済的解雇を理
由とする者､ 未就業失業 (premières entrées) 者が減少していることが指摘
できる｡ 単純には推論できないが､ 一方での､ 経済的解雇を理由とする者と未
( 41 )
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就業失業者の減少と､ 他方での､ 有期契約・派遣労働の終了による失業者の数
の高水準 (2007年12月で新規登録者の35％を占める) と経済的理由以外の被解
雇者の増加とは､ ある程度の相関関係があるものと推認できよう｡
表 11

求職者 (カテゴリ１) の新規登録者数等の推移 (フランス)
新規登録者

登録抹消者

経済的理由 有期契約 未就業 派遣の 経済的
総数
以外の解雇 の終了 失業 終了 解雇

年月

総数

就労

研修

除外

削除

Dec-96

371.0

31.6 125.8

48.7

17.1

38.0 350.9 116.1

33.2 111.6

6.7

Dec-97

351.0

31.6 110.9

46.7

17.0

31.7 349.3 117.0

33.5 101.7

10.2

Dec-98

352.3

34.1 107.2

42.8

22.1

26.2 340.1 107.8

28.8 102.1

13.7

Dec-99

336.6

34.9

99.4

37.5

23.1

23.2 362.7 108.5

31.6 117.0

18.7

Dec-00

317.6

35.1

92.7

26.8

26.1

18.2 332.5

95.0

26.1 121.3

17.6

Dec-01

358.8

41.1

98.1

24.1

37.0

25.3 319.3

85.5

29.0 118.7

26.3

Dec-02

372.0

46.1 102.2

28.8

35.7

23.7 358.4

78.1

32.4 140.5

32.3

Dec-03

384.5

48.6 102.7

29.9

35.0

29.2 357.6

83.7

34.0 138.8

34.6

Dec-04

360.7

47.4

93.6

29.8

32.4

24.6 349.1

89.5

30.9 131.8

35.0

Dec-05

371.5

49.5

93.2

32.5

31.9

17.1 368.3

99.0

30.1 149.7

33.3

Dec-06

371.3

49.9

89.1

29.1

35.8

15.6 378.9

95.2

26.5 140.5

42.5

Dec-07

362.1

47.5

93.1

23.3

33.8

12.6 364.9

88.0

25.6 142.8

41.2

単位：1000名
｢除外｣ ：ここでは､ 毎月の報告義務不履行を理由とする求職者名簿からの削除を
意味する｡
｢削除｣ ：ここでは､ 積極的な求職活動を行っていないことなどを理由とする求職
者名簿からの削除を意味する｡

つぎに､ 求職者名簿から退出する者については､ 失業保険等給付機関への毎
月の報告義務 (これにより登録が更新される)１ を果たさないこと (absences
au contrôle) を理由に名簿から除外される者､ あるいは紹介された雇用や訓
練を正当な理由なく拒否したことや､ 積極的な求職活動を行っていないことを
理由に名簿から削除された者が増加する一方で (1996年12月で34％であったの
に対し､ 2007年12月で50％を占める)､ 就労や研修を理由に名簿から除外され
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る者が減少する傾向にある (1996年12月で43％を占めたのに対し､ 2007年12月
で31％となった) ことが指摘できる｡ ここにもある程度の相関関係が推認でき
ようが､ 失業者の行動や求職活動に対するコントロールが強まってきており､
そのことが､ 就労や職業訓練の開始に繋がることよりも､ 求職者名簿からの排
除に結びついている､ との推論が成り立つ余地はあるだろう｡

(3)

小括

以上､ 要するに､ フランスの失業状況は､ ユーロ圏の平均値と比べると良好
ではないといえるが､ 全体としては改善傾向にあり､ 失業期間の短期化がみら
れること､ 経済的解雇を離職理由とする者が減少する一方で､ 有期労働や派遣
労働の終了を離職理由にする者などが多くみられること､ また､ 就労や職業訓
練の開始により求職者名簿から外れる者が減少する一方で､ 求職者としての行
動に問題があるとして名簿から外される者が増加する傾向がみられること､ な
どが指摘できるであろう｡

２
(1)

課題の設定と検討の視点
課題の設定

本稿の主たる課題は､ 以上のような失業情勢を前提としつつ､ 失業した労働
者の所得保障にとって重要な役割を果たしている､ フランスの失業保険制度の
紹介と検討を行うことにある｡ フランスの失業保険は､ 後述のように､ 伝統的
には公的職業紹介と別個に制度化されてきた｡ また､ フランスの失業時の所得
保障としては､ 失業保険だけでなく､ いわゆる失業扶助も存在する｡ このため､
失業保険制度の検討に必要な限りで､ 公的職業紹介制度と失業扶助制度の紹介
も行い､ これらと失業保険制度との関係についても言及することとしたい｡
さらに､ 失業時の所得保障 (income maintenance) だけでなく､ 就労時の
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所得保障 (income security)､ その中でも､ フランスにおいて大きな社会的役
割を果たしている､ 法定の最低賃金制度についても紹介を行うこととしたい｡
最後に､ これらの紹介と検討を通じて､ フランスの労働市場改革と法に関す
る最近の特徴的な動向の一端を､ 明らかにできればと考える｡

(2)

検討の視点

本稿では ｢雇用に関するセーフティネットの再構築｣ という基本的な視点か
ら､ 失業保険制度を機軸として､ フランスにおける労働市場改革と法の動向に
関する検討を行うこととしたい｡ これには少なくとも３つの問題意識が存在す
る２｡
１つは､ 近年のいわゆる構造改革の中で推進されている ｢市場機能の強化｣
との関係である｡ この点では､ 市場経済とセーフティネットとの相互補完性､
さらには､ セーフティネットとそれに連結する制度・ルールとの相互補完性が､
重視されるべきであると考える｡ このような立場からすれば､ 市場機能の強化
という流れの中で選択されるべき方向性は､ セーフティネット等を縮小あるい
は最小化することではなく､ 機能強化される市場に見合った新しいセーフティ
ネット等を再構築することになる３｡
失業保険制度は､ 労働市場の文字通りのセーフティネットである｡ これに連
結する制度・ルールとしてはさまざまなものを挙げうるが､ 各国に一般的に共
通するものとしては､ 一方で､ 職業紹介制度や職業訓練制度などの就労促進支
援策､ 他方で､ 解雇規制などの雇用削減抑制措置を挙げうるであろう｡ また､
とくに､ 失業保険の給付水準等との関連では､ 賃金制度 (一方で､ 失業保険給
付が定額制ではなく､ 在職時の報酬との比例部分を含む限りで､ 他方で今度は
逆に､ 失業保険給付と賃金水準と間の差が就労インセンティブして働くという
点で)､ 老齢年金制度､ 生活保護制度などの､ 労働市場内・外の所得保障シス
テムを挙げることができる｡ 労働市場の機能強化は､ 失業保険制度を中心とし
( 44 )

琉大法学

第80号 (2008)

220

て､ 同制度に連結する労働法的・社会保障法的諸制度の再構築を課題としても
たらすといえるであろう｡
もう１つの問題意識は､ ｢リスク社会｣ 化との関係である｡ 市場機能の強化
が提唱される背景には､ グローバル化と脱工業化の進展があるといわれるが､
これらは従来のリスク構造を転換させつつある｡ すなわち､ リスクの普遍化と
ともに､ その階層化・個別化が進みつつある｡ このため､ リスクを定型化・類
型化して､ それに保険原理で対応し､ 画一的に決定された給付を行うという従
来型の手法は､ 機能不全になるおそれがあるであろう｡
労働市場とのかかわりでは､ 個々の企業や産業全体のスクラップ・アンド・
ビルドにより､ 失業というリスクを誰もがそれなりに抱えるようになる一方で､
実際に失業する可能性あるいは失業が個人に与える影響は､ 非正規雇用の拡大
と固定化 (二極化社会) などにより階層化するとともに､ ライフコースの多様
化や家庭環境の複雑化などにより個別化しつつある｡ このため､ 失業保険など
の保険原理でなおどこまで対応することができるのか､ あるいは失業というリ
スクに対してどのような新しいアプローチが必要なのかが､ 検討すべき課題と
されることとなろう４｡
最後に､ 日本におけるとりわけ近年の労働法の理論動向は､ 労働契約論や企
業組織論などにみられるように､ すでに就労している労働者の権利や保護に関
する検討を中心に､ 展開する傾向にあるといえるかもしれない｡ これに対して､
労働者が労働契約を締結していること､ あるいは就労していることを前提にし
ないで､ 失業 (あるいは未就労) という視点から､ 雇用へのアクセスや雇用の
質を含めて､ 現在の労働法の姿を見直すとすれば､ どのような課題がみえてく
るであろうか｡ 労働法を ｢雇用｣ といういわば表側からではなく､ ｢失業｣ と
いう裏側からみることで､ 労働法学にとっての現代的課題を探るという問題意
識がここには存在する｡
若干付言すれば､ とくに若年者雇用問題という文脈では､ 現在の日本の若年
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者雇用対策の基本的スタンスは､ ミスマッチ論と呼ばれるものであると解され
る｡ これは､ ｢労働市場における労働力需給に職業能力・年齢・労働条件等に
関するミスマッチがあることに失業の原因を求めて､ このミスマッチを解消す
ることを雇用対策として重視する見解あるいは立場｣ として定義可能である｡
このようなミスマッチ論は､ 産業構造の転換にともなう構造的失業を内在化さ
せた社会に特有の雇用対策として位置づけることができる｡ 市場ニーズとの関
係で適切な職業選択を通じたミスマッチの回避というビジョンは､ 労働者が職
業能力を高めることにより､ 失業リスクあるいは転職コストを削減することを
前提としてのみ実行可能となる｡ そこでは､ 企業の選好によるミスマッチが正
面から扱われない点で､ ミスマッチ論は､ 短期的政策としては求人行動に求職
者を順応させる効果をもつといえよう｡ このようなミスマッチ論の意義を踏ま
えつつ､ その限界を超える若年者雇用対策を考えるうえで､ 労働契約の存否に
よって左右されない､ 労働市場における労働者の権利保障という観点が重要に
なってくるものと考える５｡ ただし､ 失業保険制度それ自体は離職者を前提と
するので､ 若年者に特有の未就業失業者への所得保障としては本来的に限界を
有するという点には､ 十分に留意する必要がある｡
これらの３つの問題意識から､ 本稿では､ フランスの失業保険制度を中心に
紹介と検討を行い､ 日本における雇用に関するセーフティネット等の再構築に
とって､ 示唆的と考えられる点を整理してみることにしたい｡

( 46 )

琉大法学

Ⅱ

第80号 (2008)

218

失業保険制度の仕組み

１
(1)

失業保険制度にかかわる全体的な特徴
失業保険制度における二元性

フランスの失業保険制度の全体的な特徴は､ ３つの二元性 (dualisme) と
して整理することができる｡ 第１は､ 失業保険制度それ自体における二元性で
あり､ 第２は､ 失業保険制度を含む失業補償制度における二元性であり､ 第３
は､ 失業補償制度を含む就労支援制度における二元性である｡
第１の失業保険制度それ自体における二元性とは､ 失業保険に関する制度設
計における法律と全国職際協定 (accord national interprofessionnel) (以下
｢協定｣ という｡) との役割分担を意味する｡ 後者は､ 労使のナショナルセンター
により締結される労働協約で､ あらゆる事業主と労働者に適用される｡ 失業保
険制度は､ 当初､ 1958年12月31日の協定により創設された (２(1)参照)｡ しか
し､ 現在では､ 一方で､ 労働法上の原則的な規定と､ 他方で､ その適応措置
(mesures d’application) として位置づけられる協定とにより､ 失業保険の制
度化が行われている (２(2)参照)｡ また､ 後者の協定それ自体にも二元性がみ
られる｡ すなわち､ 管理運営体制を規定する無期協定と､ 具体的な給付内容等
を規定する有期協定との役割分担が存在する (同上)｡
失業保険制度が､ 労使間の協定により制度として具体化していることは､ と
くに国との関係で同制度にいくつかの特徴をもたらすことになる｡ まず､ 制度
運営における労使の自治と平等当事者主義 (paritarisme) が挙げられる｡ 1958
年 の 協 定 は ､ 全 国 レ ベ ル で 失 業 保 険 制 度 を 統 括 す る UNEDIC (Union
nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) (全国商工業雇
用連合会) と､ 失業者にとって窓口となる ASSEDIC (Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) (商工業雇用協会) を創設した｡ これ
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らは､ 1901年のいわゆる結社法 (結社の自由を認めた法律) に基づく民間の非
営利団体として位置づけられている｡ その運営は､ 管理運営体制に関する無期
協定 (1984年２月24日の協定とそれを修正する2001年３月22日の協定､ ２(2)
参照) の署名当事者である､ 事業主側のすべてのナショナルセンター
(MEDEF (フランス企業運動)､ UPA (手工業者連合)､ CGPME (中小企業
経営者連盟)) と､ 労働者側のすべてのナショナルセンター (CGT (労働総同
盟)､ CFDT (フランス民主労働総同盟)､ CGT-FO (労働総同盟・労働者の力
派)､ CFTC (フランスキリスト教労働者層同盟)､ CFE-CGC (幹部職員総同
盟)) から選出された労使同数の代表により行われる｡
つぎに､ これと関連するが､ 国に対する財政の自主性が指摘できる｡ 保険料
は協定交渉で決定され､ 給付総額との関係で調整されている｡
さらに､ これらの点と関連するが､ 失業保険制度に対する国の主たる関与は､
労使間で締結された協定に対する雇用大臣の認可 (agrément) という形で発
揮されることが挙げられる｡ この認可により､ 当該協定が事業主と労働者のす
べてに義務的に適用されることになる (労働法典 L.5422‑21条１項､ 旧労働法
典 L.352‑1条および L.352‑2条３項に相当する｡ 以下とくに必要のない限り､
旧労働法典の条文番号は省略する｡)｡ 認可が拒否されることは実際にある｡ 近
年の例では､ 2000年６月14日に締結された協定が認可を拒否された６｡ このよ
うな可能性があることは､ 認可の拒否を通じて政府の介入を招かないように､
労使間で十分な交渉を行う誘因として機能しているとされる７｡

(2)

失業補償制度における二元性

第２の失業補償制度における二元性とは､ 失業保険制度 (assurance chômage) とは別個に､ 国からの財政支出による連帯制度 (régime de solidarité)
が存在することである｡ この両制度を併せて失業補償 (indemnisation du chômage) と総称される｡
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ここでは､ 失業保険の受給資格がない者､ あるいは失業保険の受給期間が終
了してしまった者に対する所得保障制度が存在することが注目される｡

(3)

就労支援制度における二元性

第３の就労支援制度における二元性とは､ 失業保険制度あるいは失業補償制
度とは別個に､ 公的職業紹介制度が存在することである｡ 公的職業紹介は､
ANPE (Agence national pour l’emploi) (全国雇用庁) により行われる｡
ANPE は､ 1967年７月13日のオルドナンスにより創設された行政的公施設
(établissement public à caractère administratif) であり､ 雇用省の監督の
下に置かれる｡ 議長１名 (雇用大臣の報告に基づきデクレにより任命される)､
政府代表・使用者代表・労働者代表各５名 (雇用大臣のアレテにより任命され
る) により構成される (労働法典 L.5312‑1条等)｡ 最近､ 就労支援制度におけ
るこの二元性を大きく修正する法改正が行われた (Ⅴ３参照)｡

２
(1)

歴史的経緯と現行法
歴史的経緯

フランスの失業保険制度は､ 1958年に創設され､ 1979年と1984年にそれぞれ
大きな改革を経て現在に至る｡ 失業に関する所得保障制度は､ 失業保険制度と
は別個に失業扶助制度を並存させるか否かで､ 大きな振幅を経験した８｡
フランスの失業保険制度の成立は､ 他国に比べて相対的に遅く９､ その起源
は前述のように1958年の協定にある｡ ＥＣを創設するローマ条約が同年に発効
し､ リストラの進展が予想されたこと､ また､ 緊縮財政が実施されていたこと
が背景にあるといわれる｡ 同協定は､ 既存の失業扶助制度の不十分さを補うこ
とを目指した｡ しかし､ 両制度の併存は規制を複雑にし､ 失業者間の処遇格差
をもたらしたとされる｡
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1979年１月16日の法律と同年３月27日の協定は､ 失業扶助制度を廃止し､ 失
業に関する所得保障制度を失業保険に一本化した10｡ それとともに､ 財政につ
いて､ 国が３分の１を負担し､ 労使が３分の２を負担することになった｡ しか
し､ オイルショックにともなう失業率の上昇により､ この仕組みは財政危機に
陥ることになる｡ こうして､ 1984年２月24日の全国職際協定と同年３月21日の
オルドナンスにより､ 失業補償制度は失業保険制度と連帯制度の二本立てに復
することなった｡
その後の失業保険制度自体の変遷としては､ 1993年１月１日の協定と2001年
１月１日の協定が重要である｡ 1993年の協定は､ 失業保険の基本給付を AUD
(allocation unique dégressive) (一律漸減手当) とした｡ これは､ 給付額が
一定期間は満額であるが､ その後､ 182日ごとに逓減するというものである｡
これに対して､ 2001年の協定は､ 当時の雇用情勢の改善を背景に､ AUD を
廃止し､ 逓減制をとらない ARE (allocatin d’aide au retour à l’emploi)
(雇用復帰支援手当) を導入した｡ その代わりに､ 受給者は､ ASSEDIC との
間に PARE (plan d’aide au retour à l’emploi) (再就職支援プラン) を､
ANPE (全国雇用庁､ 日本の職業安定所に相当する機関) との間に PAP
(projet d’action personnalisé) (個別行動プロジェクト) を締結することとなっ
た (Ⅳ２参照)｡ また､ 協定の名称もこれまでは ｢失業保険に関する協定｣ で
あったのが､ ｢雇用復帰支援と失業補償に関する協定｣ に変更された｡
さらに､ 現行制度である2006年１月18日の協定は､ この2001年の協定の枠組
みを基本的に踏襲しているが､ しかし､ PARE と PAP に替わるものとして､
ANPE との間で受給者が作成する PPAE (projet personnalisé d’accès à l’emploi) (個別就職プロジェクト) を規定し (失業保険制度への導入自体は2005年
８月２日のデクレによる)､ 再就職支援策の強化を行った点が､ 重要な変更点
として注目される｡
(なお､ 協定の日付は効力発生日を指す｡ また､ たとえば､ ｢2001年の協定｣
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という表現は､ 狭義では､ 2001年１月１日の協定を指すが､ 広義では､ 同協定
やそれに付属する他の協定・規則類も含めて､ 2001年１月１日の協定のもとで
の失業保険制度を指すものとして用いる｡)

(2)

現行法

現行制度に関する法律上の根拠規定としては､ 労働法典第５部 (｢雇用｣) 第
４巻 (｢求職者｣) 第２編 (｢非自発的に雇用を奪われた労働者の補償｣) が挙げ
られる｡ 同編第１章 (｢総則｣) の冒頭規定である L.5421‑1条は､ ｢雇用を非自
発的に奪われ､ 就労能力があり､ 雇用を探している (ANPE で求職者登録を行っ
ていることを具体的には意味する､ 引用者注) 労働者は､ 再就職
(reclassement) 又は職業転換 (conversion) を促進するための諸措置の補完
として､ 本編に定められた諸条件で､ 代替的所得(revenu de remplacement)
への権利を有する｡｣ と定める｡ また､ L.5421‑2条は､ ｢代替的所得は､ それぞ
れの場合に応じて､ 次の各号の形式による｡｣ として､ １号で ｢本章に規定さ
れた保険給付｣ を､ ２号で ｢第２章が規定する連帯給付 (allocations de solidarité)｣ を列挙する｡ これを受けて､ 同編第２章 (｢失業保険｣) で失業保険
制度の基本的な枠組みが定められている (L.5422‑1条以下) (なお､ 同章の冒
頭規定 (L.5422‑1条) では､ ｢雇用を非自発的に奪われ､ 就労能力があり､ 年
齢と以前の活動に関する諸条件を満たす雇用を探している労働者は､ 失業保険
給付への権利を有する｡｣ と定める｡)｡
同章の最終節である第５節 (｢失業保険に関する協定｣) の冒頭規定である L.
5422‑20条は､ ｢本章の諸規定の適用措置は､ 使用者と労働者のそれぞれの代表
的組織の間で締結された協定の対象とされる｡｣ (１項)､ ｢同協定は､ 本節に規
定された条件に従って認可される｡｣ (２項)､ ｢同協定又は同認可がない場合に
は､ 適用措置はコンセイユ・デタの議を経たデクレにより決定される｡｣ (第３
項) と定めている｡ 現在､ この適用措置を定めている協定は､ 2006年１月18日
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の協定である｡ その有効期限は2008年12月31日までとされている｡ 失業保険の
具体的な給付内容を定める協定は､ 期間を定めて締結されている11｡
また､ 同編第４章 (｢失業保険制度の管理機関｣) では､ ｢L.5422‑20条に定め
られた協定の署名当事者は､ 保険給付の支払い及びその財政に充てられる保険
料の徴収を､ その選択する私法上の一つ又は複数の組織に委ねる｡｣ (L.5427‑1
条１項) とされている｡ これを受けて (正確には同規定に相当する旧労働法典
L.351‑21条１項)､ たとえば､ 2006年の協定では､ ５条２項において､ ｢1958年
12月31日の協定５条により創設され､ 失業保険の諸制度に関する1984年２月24
日の協定及び…2001年３月22日の協定により維持された機関 (ASSEDIC 及び
UNEDIC､ 引用者注) に､ 失業保険制度の管理を委ねる｡｣ と規定している｡
ここに列挙された協定は無期協定である｡ 1984年の無期協定と2001年の無期協
定 (いずれも労使のすべてのナショナルセンターにより署名されている12) は､
現行法上､ ASSEDIC と UNEDIC の存続と運営を定めるものとして､ 失業保
険制度の根拠法の１つに位置づけられる13｡

３

特徴的な動向・傾向

(1)

労使の交渉を通じた失業保険制度の modernisation

前述の ｢失業保険制度の二元性｣ との関係で､ 国との緊張関係に立ちながら
も､ 労使の交渉を通じた制度設計に基づいて失業保険制度が運営されてきたこ
とが注目される｡ ある論者によれば､ それぞれの時期において労使関係に生じ
た変化に､ 労使は対話を通じて失業保険制度を順応させてきたことが指摘され
ている｡ 失業保険制度の modernisation が労使の交渉を通じて行われてきたと
いえよう｡
すなわち､ 1958年から1968年までは補完的な代替所得の付与､ 1969年から
1982年まではリストラの影響の緩和､ 1983年から2000年までは循環型失業 (chô( 52 )
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mage récurrent) に対する補償と給付権限・管轄領域の強化 (具体的には､
短期雇用契約等の非典型雇用の利用拡大と､ 経済的理由による解雇の行政許可
制の1986年の廃止へ対応)､ 2001年から2006年までは雇用復帰支援が､ 失業保
険制度の改編を通じて労使が取り組んだ課題であったとされる14｡
また､ この点にかかわって､ 1989年の法改正による L.352‑2‑1条 (現 L.5422‑
23に相当) の新設が､ いわば予期せぬ効果をもたらしたことも指摘されている｡
すなわち､ 失業保険に関する協定の認可に関して､ 労働法典 L.352‑2 (現 L.
5433‑22条に相当) によれば､ 代表的使用者団体および代表的労働組合のすべ
てにより署名された協定でなければ､ 雇用大臣は認可できないとされていた｡
この規制を緩和するものとして L.352‑2‑1条が追加され､ 一部の労使により署
名された協定であっても､ 雇用高等委員会 (Comité supérieur de l’emploi)
が賛成の意見を示した場合には､ 認可できることとされた｡ ただし､ ２つの使
用者団体または労働組合が異議を同委員会に提出した場合には､ 同委員会はか
かる意見をだすことができないとされた｡ しかし､ 現在までのところこのよう
な異議はだされたことがなく､ 当該制度の導入がむしろ労使の対話を促すとい
う効果をもたらしたとされる15｡

(2)

失業保険制度における新しい目的と個別化・契約化

つぎに注目されるのは､ ｢就労支援制度の二元性｣ にかかわって､ 近年の動
向からすると､ 失業時の所得保障という伝統的な目的と就労促進という新しい
目的との並存が､ 失業保険制度それ自体の中にみられるようになってきている
こと (前者を重視するのが､ CGT と CGT-FO であり､ 後者に着目するのが､
それ以外の労働組合と使用者団体であるとの指摘がある16)､ 後者の追求手段と
して､ かつての AUD にみられるような手当の逓減 (経済的インセンティブ)
ではなく､ 現行の PPAE のような就労支援サービスの整備 (社会的インセン
ティブ) がとられるようになってきていることである (ただし､ 現在の立法動
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向では､ 社会的インセンティブと経済的インセンティブとのいわば組合せといっ
た手法が､ むしろ採用されつつあるといえるかもしれない｡ Ⅴ４(1)参照)｡
とくに注目されるのは､ PPAE あるいはその前身にあたる PAP の
nalisé

person-

という表現に象徴される､ 就労支援サービスの ｢個別化｣

(personnalisation) であり､ さらには､ ｢契約化｣ (contractualisation)である｡
前者の個別化については､ 欧州社会政策の潮流の１つであるといえる｡ 2000年
３月のリスボン欧州理事会で､ 今後10年間に及ぶ経済・社会政策に関する包括
的な方向性 (いわゆる ｢リスボン戦略｣) が示された｡ その流れの中で作成さ
れた欧州委員会 ｢成長と仕事のための総合指針 (2005‑2008年)｣ (Integrated
Guidelines for Growth and Jobs (2005‑2008)) (2005年４月12日発表) の第
２部 ｢雇用指針 (2005‑2008年)｣ において､ ｢個別化された行動計画｣ (personalized action plans) への言及がみられた｡
すなわち､ ｢包括的 (inclusive) 労働市場を確実なものにし､ 労働の吸引力
(attractiveness) を高め､ 不利な状況にある人や不就労者を含めて､ 求職者に
とって労働を割に合ったものにする (make work pay)｣ ための方策の１つと
して､ ｢不足している能力等の早期の判別､ 求職活動への援助､ 個別化された
行動計画の一部としての指導と訓練､ 労働市場から最も隔たっている者の包摂
を促進し､ 貧困の根絶に寄与する必要的サービスの提供｣ が挙げられていた
(指針19)｡ フランスにおける就労支援サービスの個別化 (その人にあったもの
にすること) という潮流は､ このような欧州社会政策と呼応し合って展開して
いることに留意が必要であろう｡
就労支援サービスの契約化17は､ 求職者が失業手当等の所得保障を受けるこ
とと､ 教育訓練を含めた求職活動を行うこととをリンクさせる取扱いとして整
理できる｡ これは､ 国際的には､ ｢相互義務 (mutual obligations) 原則｣ と
も呼ばれ､ 求職者の積極的求職活動を促すための ｢アクティベーション戦略｣
(activation strategies) といわれるものの中核を占めるコンセプトである｡ 具
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体的には､ 求職者による失業手当等の需給要件の遵守 (積極的求職活動) の遵
守をモニタリングし､ 必要に応じて失業手当等の支給停止等の制裁を課すこと
が目的とされている18｡
このような契約化は､ フランスでは PARE あるいは PAP､ さらには PPAE
という形で現れている｡ それらが､ 法的な意味での契約を意味するかは議論の
あるところであるが (Ⅳ２参照)､ 実務上の影響力については､ 積極的な求職
活動をしていないことを理由に求職者名簿から除外される者が､ 近年増加して
いる点 (表11参照) などを含め､ メリット・デメリットの両面を踏まえた評価
はここでは留保しておきたい (一般的には､ 求職者へのサポート体制の整備・
拡充として評価できるであろうが､ しかし､ 場合によっては､ 求職者の選別と
いう逆機能を果たしている可能性も否定しきれない)｡
ただし､ このような個別化・契約化の背景にある就労支援策の重視の流れの
中に､ 最近の法改正による､ 職業紹介を担う ANPE との伝統的な役割分担の
変更が位置づけられることは明らかであろう (Ⅴ３参照)｡

Ⅲ

失業保険制度の諸原則・適用対象・財源

１

失業保険給付と連帯給付とに共通する諸原則

(1)
(a)

代替的所得 (失業保険給付､ 連帯給付) 受給権とその要件
序

代替的所得受給権 (droit à un revenu de remplacement) は､ ①非自発
的に雇用を奪われていること､ ②労働能力があること､ ③雇用を求めているこ
と､ という３つの要件を満たすことにより生じる (L.5421‑1条､ 当該受給権を
失業保険給付､ 連帯給付についてそれぞれ確認する規定として､ L.5422‑1条､
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L.5423‑1条参照)｡ この代替的所得受給権は､ 前述のように､ ｢再就職または職
業転換を促進するための措置を補完するものとして｣ (L.5421‑1条) 与えられ
る｡ ここではとくに､ ③と①について触れておく｡

(b)

雇用を求めていること19

上記の③は､ ANPE において求職者として登録し､ ｢積極的かつ繰り返し｣
(actif et répétés) 求職活動 (以下 ｢積極的求職活動｣ という｡) を行うこと
を意味する (L.5421‑3条１項､ L.5411‑1条以下参照)｡ 求職者登録は､ 1996年
７月４日の ANPE と UNEDIC との協定 (その法律上の根拠としては L.5423‑
3条参照) により､ 実際には ASSEDIC が求職者登録の事務を担当している｡
求職者は､ 定期的に (具体的には毎月) 登録を更新しなければならない (L.
5411‑2条１項)｡ 求職者としての登録に影響を及ぼしうる状況の変化について
も (職業活動への従事など)､ 通知しなければならない (同２項､ R.5411‑6条)｡
なお､ 代替的所得のうちの連帯手当における特定連帯手当と待機一時手当 (Ⅳ
５(1)(2)参照) については､ 求職活動は ｢実質的にかつ真剣に｣ (réel et sérieux) 行われることが求められる (R.5411‑12条)｡
さらに､ ｢ただちに就労可能な｣ (immédiatement disponibles pour occuper
un emploi) 求職者は､ 積極的求職活動を行わなければならないとされる (L.
5411‑6条)｡ この点で､ 部分的活動 (activité occasionnelle ou réduite) (Ⅳ
１(4)参照) を行っていたり､ 職業訓練を受けていたりする者は､ ただちに就
労可能であるかどうかが問題となる (ただちに就労可能ではないとされる場合
には､ 積極的求職活動を行う義務はなくなるが､ そのことは③の要件を満たさ
ないとされるおそれをもたらすことになる)｡ そこで､ これらの者については､
一定の条件の下で､ ただちに就労可能であるものとみなしうるとされている
(L.5411‑7条､ R.5411‑10条)｡
すなわち､ 具体的には､ まず､ いかなる職業活動にも従事せず､ いかなる職
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業訓練活動も受けない者で､ その個人的状況からして即時に (sans délai) 就
労できるものは､ ただちに就労可能であるとされる｡ つぎに､ ANPE での登録
あるいはその更新の際に､ つぎの者は､ ただちに就労可能とみなされる｡ 第１
に､ 月に78時間を超えない部分的就労を行う者､ または前月において行ってい
た者 (表９参照)､ 第２に､ 全体で40時間を超えない訓練活動､ またはその実
施方法がとりわけ夜間課程または通信教育であるため､ それと同時に就労可能
である訓練活動を受ける者､ 第３に､ ANPE に伝えた後に､ １年に35日の限度
で､ 通常の居所を不在にする者､ 第４に､ ２週間を越えない期間内で､ 病気休
暇または一時的労働不能である者､ 第５に､ ２週間を越えない期間内で拘禁さ
れた者､ 第６に､ 育児休暇を取得している者である (R.5411‑10条)｡
最後に､ 高年齢者20には､ その請求に基づき､ 上記の③についての免除があ
る (L.5421‑3条２項､ R.5421‑1参照)｡

(c)

非自発的に雇用を奪われていること

上記の①については､ とくに失業保険制度との関係では､ 解雇､ 有期労働契
約の終了､ 正当とみなされる辞職21､ 労働法典 L.321‑1条 (現 L.1233‑3条) に
列挙された理由の１つ (すなわち経済的理由) による労働契約の解約が､ 非自
発的に雇用を奪われた場合であるとされる (2006年１月16日の協定に付属する
一般規則３条)｡ 規定の文言からして､ 自発的失業は失業保険給付の対象とな
らないが､ 121日経過後も再就職ができていない場合には､ 当該失業者は
ASSEDIC の労使同数委員会による一件書類の審査を請求して､ 失業保険給付
の受給を認めてもらうことができる22｡

(d)

その他

代替的所得受給権は､ 原則として60歳 (年金支給開始年齢) で消滅する｡ た
だし､ 失業保険給付との関係では､ 年金を満額で受給するために必要な老齢年
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金保険制度への拠出期間 (160四半期 (40年)) を､ 60歳の時点で満たさない者
については､ 当該拠出期間を満たすまでの間､ 最長65歳まで補償が維持される
(2006年の協定の付属一般規則４条､ c) 項)｡
また､ 雇用や職業訓練の申出を､ 正当な理由なく拒否した場合には､ 代替的
所得受給権は､ 停止または消滅させられうる｡

(2)
(a)

求職者名簿からの削除
管轄機関23

上記③との関係で､ 求職者名簿の管理に関しての説明を補足しておく｡
ANPE が求職者名簿の管理に責任を有し､ 登録条件を満たさない者の求職者
名簿からの削除 (radiation) を行う権限を有する (R.5412‑1条)｡ ANPE によ
る求職者名簿からの削除の決定は､ 雇用省の県レベルの局に通知されなければ
ならない (R.5412‑2条)｡
その一方で､ 代替的所得を受給している失業者の求職活動を審査するのは､
かつては､ 雇用省の地方機関 (services extérieurs) (具体的には県レベルの
局) の管轄事項であったが､ その後､ ASSEDIC と ANPE も分担をするよう
に な り (2005 年 １ 月 18 日 の 法 律 ( い わ ゆ る 社 会 結 合 法 (loi de cohésion
sociale)) による旧労働法典 L.351‑18 条の改正､ 同法についてはⅤ１参照)､
さらに今後は､ 両組織の統合による新しい全国制度により行われることとされ
ている (2008年２月13日の法律による L.5426‑1条 (旧労働法典 L.351‑18条１
項に相当) の改正､ 同法についてはⅤ３参照)｡ しかし､ ANPE と ASSEDIC
による再就職支援の役割と､ 国による求職活動の審査の役割との分離は､ 支援
と審査の双方の実効性にとって不可欠であるとされ (ASSEDIC に審査と制裁
の権限を与えるか否かが､ 2001年の協定に至る交渉での､ 政府と労使との間で
の係争点の１つであったことについては､ Ⅳ２(2)参照)､ アメリカにおけるワー
フフェアの経験は､ これら２つの役割を混同することが､ 失業者に対する審査
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と制裁を､ 意見聴取と援助に優先させるに至ることを示したとの批判的評価が
みられる｡
また､ 代替的所得の廃止についても､ 雇用省の地方機関の管轄事項であった
が ､ そ の 後 ､ 一 時 的 に (à titre provisoire) 削 減 ま た は 廃 止 す る 権 限 が
ASSEDIC に与えられた (これも前述の2005年１月18日の社会結合法に基づく
改革の１つとして､ 旧労働法典 R.351‑28条が改正されたことによる､ 新労働
法典 R.5426‑4条)｡ 最終的な決定は県知事 (委任に基づき､ 雇用省の県局長
(directeur départemental)) により行われる (R.5426‑4条､ 以上の代替的所
得の廃止の仕組みは､ 2006年の協定の附属一般規則でも踏まえられている､ Ⅳ
２(3)(b)参照)｡

(b)

求職者名簿からの削除理由24

求職者名簿からの削除を正当化する理由は､ 代替的所得からの排除を正当化
する理由と同じである｡ 雇用に復帰した､ あるいは雇用をみつけるのを諦めた
といった求職者の状況の明白な変化だけでなく､ 求職者が自分に課せられた義
務を履行していない場合も､ その理由となる｡
求職者名簿からの削除理由は､ ３種類に整理することができる (L.5412‑1条､
旧労働法典 L.311‑5条４項､ ５項､ ６項､ R.311‑3‑5条に相当)｡ 第１は､ 不正
行為 (fraude) である｡ 偽の届出や､ 故意による不正受給が挙げられる｡ 労働
能力に関する医師の検査を拒否することや､ ANPE または ASSEDIC の呼び
出しを拒否することも､ このような例である｡ 第２は､ 不活動 (inaction) で
ある｡ 再就職のための積極的な行為､ あるいはそのようにみなされる行為 (企
業設立準備など) をしていることを証明できない場合が､ これにあたる｡ 第３
は､ 失業から脱出するために求職者に行われた提案に対する､ 正当な理由がな
い拒否である｡ 前職での専門性や訓練と両立し､ 当該職業または地域における
通常の賃金額で報酬が支払われる場合には､ その期間がどのようなものであれ､
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当該雇用の拒否がこれにあたる｡ また､ 職業訓練や社会参入 (insertion) のた
めの行為の拒否もそうである｡
拒否の正当性の評価は､ 求職者の個別的事情を考慮に入れて具体的に行われ
る｡ 求職者は､ 失業期間が長いほどあれこれと要求が少ないことが期待される｡
不正行為の場合を除いて､ 代替的所得に関しては､ その廃止よりは減額のほう
が制裁としては選ばれる｡ この制裁は一時的でも最終的でもありうる｡ これに
対して､ 求職者名簿からの削除に関しては､ 終局的ではなく､ その理由に応じ
て､ ２週間から１年の間で新しい求職者登録が禁止されるというものである
(R.5412‑5条)｡

(c)

異議申立手続25

求職者名簿からの削除または代替的所得の廃止の決定は､ 理由を付されなけ
ればならない｡ また､ これらの決定には対審手続が前置され､ そこで求職者は､
必要な場合にはその選択する者を同席させて､ 事情を聴取される権利を有する｡
当該決定に異議申立を行おうとする者は､ 訴訟に前置して､ 県知事または
ANPE の県理事長に不服申立を行わなければならない｡ この不服申立は､ 三者
構成の県委員会に係属させられる (R.5412‑8条､ R.5426‑12条)｡ 不服申立が斥
けられた場合には､ 当該求職者は行政裁判所に訴訟を提起することができる｡

(3)

システムの管理

失業保険制度の管理については､ 前述のように､ その諸原則は法律で定めら
れているが､ その具体化は労使間の交渉により締結される協定に依拠している｡
この協約は公権力 (雇用大臣) により認可されなければ､ 効力を生じない｡ 協
定あるいは認可がない場合には､ 公権力は､ デクレによって協定の代わりに制
度の具体化を行う｡ たとえば､ 近年では､ 労使により締結された協定の認可が
拒否された後の2000年７月１日から12月31日までが､ このような事態であった｡
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失業保険制度は､ 就業者とその使用者との保険料により財政運営される｡
連帯制度は､ 社会扶助 (aide sociale) の諸原則に由来する｡ すなわち､ 公
権力により決定され､ その財政は国庫により保障される｡ 諸手当の付与は､ 厳
格な資産要件が課されている｡
管理運営の単純化を理由として､ これら２つの制度の管理運営は､ UNEDIC
により束ねられる ASSEDIC に委ねられている｡ この ｢単一窓口 (guichet
unique) 原則｣ の創設は､ 失業保険と失業扶助の並存による不都合を改善しよ
うとした､ 1967年７月13日のオルドナンス (ANPE を創設したオルドナンスと
同日付であるが別のオルドナンス) にまで遡り､ 具体的には､ 国と UNEDIC
との協定により実施されている26｡

２

失業保険制度の適用対象・財源

(1)

適用対象

すべての労働者は､ 失業保険制度に義務的に加入する｡ これには､ 外国に一
時的に出向した (détachés)､ 外国子会社に異動した (expatriés) フランス国
籍の労働者を含む｡

(2)
(a)

財源
一般的原則27

失業保険制度は､ 労働者と使用者の負担となる保険料により財政運営される｡
保険料は､ 社会保障法典 L.242‑1条以下に定められた､ 社会保険料の徴収基礎
(assiette) に含まれる報酬全体を対象とする｡ ただし､ 賃金支払総額 (税引前､
以下同様) で､ 社会保険の老齢保障に関する一般制度の上限額の４倍 (月額
11092ユーロ､ 2008年１月１日改定)28を超える部分は除かれる｡ また､ 65歳を
超える労働者の報酬は､ 保険料徴収の対象とならない｡ 保険料率は､ 使用者負
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担が4.00％､ 労働者負担が2.40％である (2007年１月１日改定)｡

(b)

特別なケース29

(i)

社会保険に関して定額制で拠出する労働者

社会保険料に関して考慮される徴収基礎が定額である労働者についても､ 失
業保険制度では定額制の適用は行われない｡ これはとくにつぎの者に関係する｡
①休暇センターにより補充または臨時の資格で雇用される者､ ②休暇センター
の管理職員､ ③臨時訓練士､ ④選択的時間制の在宅販売員､ ⑤新聞配達員､ ⑥
スポーツ団体または若年者団体もしくは大衆教育団体のための活動を行う者｡
(ii)

新聞記者

新聞記者に関しては､ 保険料の徴収基礎は､ 30％の職業手数料のための補足
的控除をされる前の､ 社会保険料の徴収基礎に含まれる (前述の上限付きの)
賃金支払総額となる｡
(iii)

見習

職業目録に登録された職人と､ 見習を除いて10名以上の労働者を雇用する企
業とが､ 見習のために支払わなければならない､ 法律上および協定上の労使双
方の社会保険料は､ 国が負担する (労働法典 L.6243‑2条)｡ 職業目録に登録さ
れていない10名以上の労働者 (見習を除く) を雇用する使用者に関しては､ 失
業保険制度と補足年金基金管理連合会 (AGFF) への使用者保険料､ 労働者債
権保障制度 (FNGS) への保険料は､ 企業規模や当該企業の労働時間数にかか
わらず､ 暦年の１月１日に有効の SMIC に169時間を掛けた金額との関連で､
定額に定められた徴収基礎に基づいて計算される｡
(iv)

パートタイム労働者

パートタイム労働者の社会保険料の計算に関する徴収基礎の減額は､ 失業保
険料にも適用される｡ 失業保険料は､ 労働時間数との関係で減額される上限額
に基づいて計算される｡ さらに､ フルタイム雇用からパートタイム雇用に転換
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させられた労働者は､ 拡張された労使協定がそれを定めている場合で､ 全国労
使同数委員会がこの特例の実施を決定した場合には､ フルタイムのときの賃金
を基礎にして失業保険制度に保険料を拠出することができる｡ 金属産業におけ
る労働組織に関する 1998年７月28日の全国協定への2000年１月29日の追加協
定により修正された､ 《雇用促進のための労働調整と労働時間に関する1996年
５月７日の協定》が適用される､ 金属産業の企業の労働者が､ この特例の下に
ある｡
(v)

年の一部しか働かなかった労働者

保険料は､ 時間に応じて (prorata temporis) 計算される上限額の限度で支
払われる｡
(vi)

複数の使用者

複数の使用者のために働いている労働者の場合､ 各使用者に課せられる保険
料の割当は､ 労働者に支払われた報酬との関連で決定される｡ 労働者が複数の
使用者に引き続いて雇用された場合､ 保険料は各使用者により支払われ､ 保険
料の上限額は､ 使用者ごとに労働契約の期間に応じて決定される｡ 調整が年度
末に実施される｡

(c)

その他

労働者の解雇が､ 真実かつ重大な理由を欠く場合には､ ASSEDIC は､ 被解
雇労働者に支払った諸手当額の使用者による償還を求めることができる (L.
1235‑4条)
50歳以上の労働者の解雇を行った使用者は､ 補足的保険料の支払いを以前は
義務づけられていた｡ その率は､ 労働契約の解約のときの労働者の年齢とその
準拠賃金 (salaire de référence) 額とに応じて決定されていた (旧 L.321‑13
条)｡ ｢ドゥラランド (Delalande) 拠出金｣ と呼ばれていたもので､ 1992年７
月29日の法律により導入されたが､ 2006年12月30日の法律により､ 2008年１月
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１日から廃止された｡

(3)
(a)

失業保険に関する特別制度
付属協定

失業保険制度は労働者の全体に適用されるが､ その地位の特殊性を理由に､
一定の労働者カテゴリについては特別なルールが適用されている｡ すなわち､
一連の付属協定が､ 家内労働者､ 外交商業代理人､ ジャーナリスト､ 商事船員・
漁船員､ 港湾労働者､ 俳優などのための特別なルールを定めている｡

(b)

公務員

本来の意味での公務員は､ 失業保険制度の適用対象となる資格をもたない｡
これに対して､ 地方公共団体の職員の一部､ すなわち､ 非正規職員､ 現業職員､
公企業職員などは､ この制度の適用対象に属する｡ 使用者である地方公共団体
は､ 民間企業の場合と同じ条件で､ 失業保険制度への加入を選択することがで
きる｡ これを選択しない場合には､ 地方公共団体は､ 失業保険制度で規定され
たのと同じ給付を､ 自ら直接行うことになる (労働法典 L.5424‑1条以下)｡

(c)

その他

建設土木会社は､ その従業員に対して､ 天候不良による労働の中断を補償す
るものとされる (L.5424‑6条以下)｡
映画・映像・演劇関係の職を奪われた者に対する失業保険給付は､ 一般的な
保険料に加えて､ 労使双方の負担となる特別な保険料も財源とすることができ
る (L.5423‑20条以下)｡
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給付内容等

１
(1)

概要
序

1993年の協定以前には､ 失業保険制度は､ ３種類の手当を給付するに至って
いた｡ 基本手当 (allocation de base)､ 受給終了手当 (allocation de fin de
droits)､ 再就職訓練手当 (allocation de formation-reclassement, AFR) で
ある｡ これらの手当は､ 1993年の協定により､ AUD (一律漸減手当) に置き
換えられた｡ ただし､ 再就職訓練手当 (AFR) は､ 同じ名称で､ AUD の受給
者が訓練を受ける際に受給する手当として組み込まれた (４(2)参照)30｡ さら
に､ 2001年の協定以降により､ AUD の仕組みが ARE (雇用復帰支援手当) の
仕組みに変更された｡
加入期間

給付日数

Ⅰ：最近22か月間に182日または910時間

213日 (７か月)

Ⅱ：最近20か月間に365日または1820時間

365日 (12か月)

Ⅲ：最近26か月間に487日 (16か月)

700日 (23か月)

Ⅳ：最近36か月間に821日または4095時間

1095日 (36か月)

2006年の協定の下での加入期間と給付日数は､ 上記の通りである｡ ｢Ⅳ｣ に
ついては､ 50歳以上であることを要する｡
60歳と６か月の年齢の受給者で､ 老齢年金を満額受給できないものについて
は､ 特別規定がある｡ すなわち､ 当該受給者が､ １年以上補償を受けているこ
と､ 失業保険制度に12年加入していたこと､ 老齢年金保険制度に100四半期
(25年) 以上拠出していることなどを要件として､ 年金を満額で受給するため
に必要な老齢年金保険への拠出期間 (160四半期 (40年)) を満たすまでの間､
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最長65歳まで給付が維持される (2006年の協定の付属一般規則12条第３パラグ
ラフ)｡

(2)

加入期間・給付日数・給付額

(a)

加入期間

(i)

原則

雇用を喪失した労働者は､ 失業保険給付を受給するための上記の加入期間を
満たしていることを証明しなければならない｡
(ii)

みなし加入期間 (périodes assimilées)31

労働契約の停止期間であっても､ 一定の条件で加入期間に算定されることが
ある｡ すなわち､ 病気､ 出産､ 子供のための教育休暇 (congé parental d’éducation)､ 個人としての訓練休暇 (congé individuel de formation) などは､
契約停止１日につき加入期間１日分として算定され､ 加入期間が時間で算定さ
れる場合には､ 労働契約の停止１日につき５労働時間の割合で算定される｡ こ
れに対して､ 失業保険制度の適用対象外である非賃労働的職業活動に従事する
ための労働契約の停止期間は､ 企業創設休暇とサバティカル休暇の場合を除い
て､ 加入期間に参入されない｡
労働契約の停止前に行われた持続的職業訓練活動は､ 失業保険制度によって
補償されている場合 (職業訓練給付など) を除き､ 労働時間として､ または要
した時間数・日数の３分の２の範囲内で５時間・１日としてみなされる｡
労災の被災労働者により労働契約の終了後に行われた職業転換のための活動
についても､ 当該労働者がこの訓練活動の終了後に求職者として登録した場合
には､ 訓練活動と同じ方式で､ 加入期間としてみなされる｡
なお､ このみなし加入期間の算定において､ ２月の最終日は､ ３日または15
労働時間の加入期間として算定される｡
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失業保険手当の給付のために考慮される労働契約の終了について

失業保険手当の給付のために考慮される労働契約の終了は､ 求職者登録の12
か月前の期間内に位置しなければならない｡ また､ それは原則として､ 失業保
険制度の適用対象企業において当人が従事した最後の活動を終了させたもので
ある｡
しかし､ この最後の解約では給付に必要な加入期間を証明できないときには､
求職者登録前の12か月間に経験した労働契約の終了で要件を満たすことを証明
できる場合には､ 当該労働者は給付を受けることができる｡
求職者登録を起算点とするこの12か月間は､ 不変期間であるが､ 疾病保険給
付・出産保障休暇・労災補償給付を受けた労働中断日数についてなど､ 一定の
場合には延長される｡

(c)

給付日数等

(i)

給付日数

ARE の給付日数は､ 労働契約終了前の失業保険加入期間の長さに応じて､
上記のように ｢Ⅰ｣ (2001年の協定の ｢Ａ｣ に相当)､ ｢Ⅱ｣ (2006年の協定によ
り新設)､ ｢Ⅲ｣ (2001年の協定の ｢Ｂ｣ に相当)､ ｢Ⅳ｣ (同 ｢Ｃ｣) の４つに分
けられている｡ ｢Ⅳ｣ については､ 50歳以上のみを対象とする｡ 57歳以上のみ
を対象とし､ ｢Ⅳ｣ と同等の加入期間に対して､ それよりも長い給付日数を定
めていた､ 2001年の協定における ｢Ｄ｣ は､ 2006年の協定により廃止された｡
(ii)

猶予期間

失業補償期間の起算点は､ 労働契約終了の翌日である｡ しかし､ 猶予期間
(différés d’indemnisation) (2006年の協定の付属一般規則29条) と待機期間
(délai d’attente) (同30条) がある｡
前者の猶予期間については､ 最後の使用者により支払われた有給休暇補償手
当に対応する日数分だけ､ 失業保険給付が猶予される｡ ASSEDIC は､ 使用者
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が提出した証明書に記載された情報をもとに､ 猶予期間の計算をする｡ 使用者
が記載した有給休暇日数は､ ６分の７倍される｡ たとえば､ 10日分の有給休暇
の補償を受けた場合には､ 10日×7/6＝11.66日となり､ 端数を切り捨てて､ 11
日が猶予期間とされる｡ 有給休暇補償手当の一部または全部が労働契約の終了
後に支払われた場合には､ その分に相当するすでに受け取った失業保険給付を､
返還しなければならない｡
さらに､ 労働契約の解約がそれに付随する補償手当､ あるいはその性質がい
かなるものであれ､ 金銭の支払いをもたらす場合で､ その額が法律上の補償手
当を上回るときには､ 特別猶予期間がある｡ その額あるいは計算方式が法律の
規定自体に明記されていない (行政立法に委任している) 補償手当は､ この特
別猶予期間の計算基礎から除かれる (勤続年数２年以上の労働者に対する法定
解雇補償手当 (L.1234‑9条) など)｡ 当該期間の日数は､ 支払われた金銭総額
からこのような法定補償手当額を控除した額の２分の１を､ 準拠賃金日額で除
した数値となる｡ ただし､ 特別猶予期間は75日を上限とする｡
最後の労働契約が終了した日以前の91日間に､ 別の労働契約が終了している
場合には､ 各労働契約の終了日の翌日からそれぞれの猶予期間は開始するとさ
れ､ 遅く終了するほうの猶予期間が適用されるものとされる｡
(iii)

待機期間

待機期間については､ ７日間とされる｡ この待機期間は､ 前回の受給から12
か月以内に再度受給することになった場合には､ 適用されない｡ この12か月の
起算点は､ 前回の受給開始の日である｡ この待機期間は不変期間である｡

(d)

ARE の日額等34

(i)

ARE の日額

基本的には､ ARE の日額は､ 固定部分と比例部分とによって構成され､ 両
者の総額によって決定される｡ 固定部分は10.66ユーロ (2007年７月１日改定)
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とされ､ 比例部分は準拠賃金日額 (salaire journalier de référence) の40.4
％とされている (2006年の協定の付属一般規則23条１項)｡
しかし､ このようにして得られる総額は､ 準拠賃金日額の57.4％を下回るこ
とはできないとされる (同２項)｡ また､ 26.01ユーロ (2007年７月１日改定)
も下回ることもできないとされる (同３項)｡
さらに､ これらの規定の適用により決定される総額は､ 準拠賃金日額の75％
を上回ることもできないとされる (同25条１項)｡
以上の規定をもとに､ 賃金月額と ARE の日額との関係を整理すると､ つぎ
のようになる｡ ARE の上限額は､ 月額に換算すると､ 11092ユーロ (徴収基礎
の上限額､ Ⅲ２(2)(a)参照) ×57.4％＝5366.81ユーロとなる｡
ARE の日額

賃金月額
1040.40ユーロ未満

準拠賃金日額の75％

1040.40ユーロ以上1139.85ユーロ未満

26.01ユーロ

1139.85ユーロ以上1881.18ユーロ未満

準拠賃金日額の40.4％＋10.66ユーロ

1881.18ユーロ以上

準拠賃金日額の57.4％ (5366.81ユーロが上限)

なお､ 失業保険給付は､ 疾病・出産・障害・死亡保険の保険料については控
除されるという留保付であるが､ 税と社会保険料が免除される (L.5428‑1条２
項)｡
(ii)

準拠賃金

準拠賃金は､ 最後の労働日よりも前の12か月の間に､ 保険料計算の対象となっ
た報酬額を基礎に算出される｡ ただし､ 最後の労働日が月末である場合には､
当月は準拠期間に含まれる｡
パートタイム労働者の準拠賃金は､ 一定の場合に､ フルタイム労働に対応す
る賃金を基礎として再構成される報酬を基に設定することができる｡ すなわち､
保険料がこの基礎に基づいて支払可能であった場合で､ かつ､ フルタイム雇用
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のパートタイム雇用への転換に続く２年間のうちに労働契約の終了が生じたこ
とを条件とする｡ 雇用促進のための労働調整と労働時間に関する1996年５月７
日の協定 (金属産業における労働組織に関する1998年７月28日の全国協定に対
する2000年１月29日の追加協定により修正) が適用される金属産業の労働者が､
この措置の適用を受けることができる｡
(iii)

準拠賃金日額

準拠賃金日額は､ 準拠賃金を当該賃金が支払われた企業在籍日数で除した額
に等しい｡ 労働者が企業に在籍していなかった日数､ 賃金の支払いのなかった
欠勤日､ 一般的には､ 通常の報酬をもたらさない日は､ 在籍日数から除外され
る｡
パートタイム労働者､ すなわち､ 週35時間未満､ または協約で定められた週
労働時間よりも少ない時間で働いていた者については､ ARE の定額部分と最
低保障額が､ その労働時間数に比例して減額される｡ このような削減係数は､
準拠賃金の計算対象期間中の当事者の労働時間数を､ 同一期間中の法律または
協約上の労働時間で除して得られる｡
季節的失業 (chômage saisonnier) に関しては､ ARE の固定部分と最低保
障額は､ 最近12か月の加入日数に比例して減額される｡ 労働契約の終了に先行
する最近12か月の加入日数は､ 365で除される｡ ただし､ 季節的失業を理由と
する失業保険の受給回数は､ 連続３回を限度とする｡

(3)
(a)

以前の受給権の復活
新しい受給権を獲得していない場合

失業保険の受給期間が終了する前に再就職をした労働者が､ 今回の労働契約
の終了時には新しい受給権を獲得しなかった場合には､ 受給期間の残余日数に
ついて給付を受けることができる (2006年の協定の付属一般規則10条第２パラ
グラフ)｡
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新しい受給権を獲得している場合

前回の労働契約終了時に獲得した受給権の残りの給付総額と､ 今回の労働契
約終了で獲得する受給権の給付総額との比較､ ならびに､ 前回の労働契約終了
時の受給権の給付日額と､ 今回の労働契約終了で獲得する受給権の給付日額と
の比較が行われ､ 多いほうの給付総額と給付日額が選択される｡ 受給期間は､
選択された給付総額を同じく選択された給付日額で除して得られる日数 (小数
点以下は切上げ) とされる (同条第１・第３パラグラフ)｡

(4)

他の所得または給付との併給

求職者が職業活動を再開したり維持したりすることを抑止しないようにする
ために､ ARE を受給しながら､ 部分的活動による収入も受けることができる
とされる｡ 基本的には､ 当該活動は､ 月労働時間が110時間を超えてはならず､
かつ､ 月収額が以前の月収の70％､ またはARE の計算で使われた準拠賃金日
額の70％を超えてはならない｡ 50歳未満の場合には､ 併給の最長期間は15か月
とされる (2006年の協定の付属一般規則41‑45条)35｡
また､ ARE は､ 一定の条件と制限の下で､ 他の社会保険給付と併給可能で
ある36｡

２
(1)

PARE・PAP の導入と PAPE への転換
2001年の協定

PARE と PAP の導入とその内容

(a) PARE の作成とその内容
2001年の協定は､ 雇用喪失労働者の本来の意味での補償のほかに､ 再就職支
援政策に乗り出した｡ 求職者は､ ANPE への登録
が担当

登録事務は ASSEDIC

の際に､ ASSEDIC との間で PARE に署名する｡

この PARE という枠内で､ 求職者と失業補償機関 (具体的には ASSEDIC)
( 71 )
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との相互の義務 (engagements réciproques) が作成される37 ｡ 2001年の協定
によれば､ ｢補償と雇用復帰支援とは結びつけられ､ このことから､ 雇用を奪
われた各労働者は PARE に参加させられる｡｣ (2001年の協定１条第１パラグ
ラフ b 項)
PARE では､ 求職活動に関する法令上の諸規定に基づく失業者の権利と義務
が列挙される｡ また､ PARE では､ ①UNEDIC と ANPE との間で署名される､
とくに両組織間の情報提供と協力に関する協定により規定された方式に従って
作成される PAP という枠内で､ 雇用に復帰するために当該失業者にもたらさ
れる援助､ ②積極的求職活動を進める一環として実施される求職者の義務､ と
りわけ､ UNEDIC と ANPE との間で署名されるパートナーシップ協定により
定められた条件に従って､ 遅くとも､ PARE に署名した翌月中に､ ANPE と
の徹底的な面談のために出頭する義務､ が規定される (2001年の協定の付属規
則14条第１パラグラフ)｡

(b)

PAP の作成とその内容

このように､ 求職者は､ PARE への署名に続いて､ PARE に定められた義務
の履行として ANPE に出頭する｡ そこで徹底的な面談が行われ､ 当人と
ANPE との間で､ PAP の作成に至るものとされる｡
PAP は､ 失業者を雇用に復帰させるための個別的支援策 (mesures d’accompagnement individualisés) を定める｡ 求職者の求職活動における自律性の程
度 (degré d’autonomie) を考慮に入れて､ PAP は作成される｡ 当人と ANPE
は作成した PAP に署名する｡ また､ PAP では､ ①当人の有効な資格や職業能
力に実際に見合った雇用のタイプで､ 優先的にその求職活動が指導される職業・
地域における通常の賃金額で報酬が支払われるもの､ ②場合によっては当人が
職業転換を望む雇用のタイプ､ ③本 PAP に合致した雇用に就くために必要と
される手当､ または資格・免除取得もしくは適応・再教育のための訓練､ が規
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定される (同15条)｡
ASSEDIC は､ 署名された PAP について､ また PAP に定められた活動の実
施や手当の支給について､ 情報提供を受ける (同条)｡ さらに､ ASSEDIC は､
失業者の状況に関する定期的な面談を通じた指導監督 (suivi) を､ 部分的に
は担当する (同16条)｡

(c)

PAP の改定 (actualisation) 等

ARE の受給期間内であることを前提に､ PAP への署名から６か月ごとに､
つぎのような措置がとられる｡ まず､ PAP への署名から６か月経過したとき
に､ 求職者の職業能力等に見合った雇用の申出がない場合には､ ANPE は､ 求
職者とともに PAP の改定を行う (同17条第１パラグラフ)｡ つぎに､ PAP へ
の署名から12か月経過したときには､ 求職者は､ 自分の職業能力等の範囲に含
まれる雇用の申出に応じなければならない (同条第２パラグラフ)｡
PAP への署名から12か月経過したときには､ ANPE は､ 当人を再就職させ
るまたはその職業的参入 (insertion professionnelle) を促進するために､ お
よ び ､ 職 業 資 格 水 準 ､ 以 前 の 訓 練 ま た は 職 業 再 転 換 計 画 (projet de
reconversion) と両立する就職口に必要な職業経験を獲得させるために､ 集中
的に努力を行わなければならない｡ このために､ 使用者への漸減的援助 (aide
dégressive à l’employeur) が､ ASSEDIC により行われる (同条第３パラグ
ラフ)｡
この漸減的援助は､ 雇用復帰について特別な困難に遭遇している求職者を採
用する使用者に与えられる｡ これは､ 採用および賃金ならびに訓練等の支援措
置に関する諸条件を定める､ 使用者と ASSEDIC との間の特別協定の締結によ
り実施される｡ これは１年から３年までの期間で給付される｡ 具体的には､ 当
該期間の最初の３分の１の期間について､ 当該雇用に要する賃金額の40％､ つ
ぎの３分の１の期間について､ 同30％､ 最後の３分の１の期間について､ 同20
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％の援助が行われる (43条)｡

(d)

小括

以上のことは､ 財政的には､ 失業保険の財源を､ 従来のように保険給付だけ
でなく､ 今後は再就職支援にも振り当てるようになったことを意味する｡ さら
に､ PARE の中に PAP の作成が組み込まれていることは､ 換言すれば､
ASSEDIC による再就職支援活動には､ ANPE の介在が義務づけられているこ
とを意味する｡ 実際に､ UNEDIC による PARE のための財政的支出のうちの
積極的部分 (再就職支援にあてられるもの) は､ そのかなりの割合 (2004年時
点で55％) が､ 直接的な財政的支援､ ANPE の運営費 (人件費) の分担､ PAP
において ANPE が定めた措置の実施費用の分担という形で､ ANPE に渡され
ていることが指摘されている｡ また､ ANPE の財政に占める UNEDIC の寄与
割合も増加しつつある (2001年で10.8％であったのが､ 2004年で30.8％になっ
ている｡ これに対して､ 同じ時期に国の寄与割合は､ 78.9％から64.6％となっ
ている｡)38｡

(2)
(a)

2000年の労使交渉と政府の対応
１回目の認可拒否

このような仕組みの導入に至った直接的な要因としては､ 最大の使用者団体
である MEDEF が当時掲げた ｢社会再建｣ 計画の影響が指摘されている39｡ そ
れは､ 失業保険支出の ｢積極化 (activer)｣

所得保障という従来の ｢消極

的｣ 支出から､ 再就職支援という ｢積極的｣ 支出に重点を移動することとして
理解できる

を目指して､ 代替的所得の支給と雇用復帰の努力とをより密接

に結びつけようとするものであったとされる｡ このことは､ 前述のような失業
保険の役割の変容を意味した｡ すなわち､ 失業保険制度が代替的所得の支給に
役割を限定するのをやめて､ 失業者との間で契約的に定められた計画に従って､
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当該求職者が雇用に復帰するのを援助する責務を負うようになるというもので
あった｡ これは､ イギリスの Jobseeker’s agreement に着想を得たものである
ことが指摘されている40｡
さらに､ 経営側は､ 当時における失業率の低下を､ それとの関連で失業保険
料の削減のために有利に使おうとする一方で､ 組合側は､ 失業保険の黒字を失
業補償の改善に用いようとした｡ このようなベースの上に交渉が行われ､ 2000
年６月14日に協定の締結に至った｡ しかし､ 組合側署名当事者は２組合
(CFDT､ CFTC) だけであった｡ この協定は署名当事者と政府との間に対立を
もたらし､ 前述のように､ 政府は同協定の認可を拒否して､ 労使双方に再交渉
を促した41｡

(b)

雇用大臣と経済財政大臣の連名書簡

政府が署名を拒否した理由については､ 当時のオブリ (Martine AUBRY)
雇用大臣とファビウス (Laurent FABIUS) 経済財政大臣の連名による書簡
(2000年７月24日付) の中で､ つぎの５点に整理して指摘されている42｡
｢１. 政府は､ 失業補償を改善し､ 雇用に向けて失業者をよりよく支援する
意思を共有することを､ 何度も…明確に示した｡｣ 具体的には､ ｢失業保険の第
１の任務である失業者の補償は､ 改善されなければならない｡｣ ｢主として労働
市場の変容と､ とりわけ失業期間によって職業活動期間が寸断される不安定雇
用の増大とによって､ 補償を受けている失業者の割合は…低下した｡｣ また､
｢同様に､ 政府は､ 求職者への個別的支援の発展という目的も共有している｡｣
｢２. しかしながら､ 協定の具体的諸規定では､ これら２つの目的を達成す
ることはできない｡｣ まず､ ｢失業保険制度のカバリッジの改善が不十分である｡｣
つぎに､ ｢協定は PARE の実施に必要な財政的措置を確保していない｡｣
｢３. いくつかの提案は､ 掲げられた目的と矛盾する､ あるいは求職者にとっ
てリスクをもたらす｡｣ すなわち､ ｢提案されている仕組みは､ 雇用復帰支援制
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度の二極化を危惧させる｡ 政府は､ 雇用復帰における機会平等に何度か注意を
促した｡ 各求職者は､ 同じ条件で､ 雇用復帰支援サービスにアクセスできなけ
ればならない｡｣ ｢一方で､ 補償を受ける失業者にとっての制度と､ 他方で､
《受給権の終了した》､ 不安定な､ あるいは職業経験のない失業者にとっての
制度という､ 制度の二極化は雇用復帰という目的とは対立する｡ 前者の失業者
は､ 今後は ASSEDIC が ANPE により情報提供される､ 企業の雇用申込を享
受することができるのに対して､ 雇用からもっとも遠いところにいる失業者は､
結局､ 扶助と連帯的雇用に囲い込まれることになる｡ 協定の諸規定は､ このよ
うなリスクを排除することができていない｡｣ また､ ｢求職活動の審査と制裁に
関して､ 提案されている諸規定では､ 政府の認可を受けることができない｡｣
｢提案されている協定は､ ASSEDIC による給付の廃止にまで至る､ 自動的に
適用される一連の制裁を規定し､ さらに､ 協定締結当事者だけの代表からなる
労使同数グループに､ 雇用拒否の正当性に関する評価規範を決定する責任を付
与している｡｣
｢４. さらに､ 財政的均衡が…確保されていない｡｣
｢５. そのうえ､ 協定は､ 法的には､ 全部認可の対象にも部分認可の対象に
もすることができない｡ 協定は､ 現行法制に適合しない諸規定を内容としてい
る｡｣ たしかに､ ｢これらの規定が効力を有するのは､ 《このための法令の改正
が行われるという留保のもとにおいて》であると定められている｣｡ しかし､
このような規定の仕方をしていたとしても､ ｢1995年12月22日のコンセイユ・
デタ判決によれば､ …承認のアレテは､ 争いのある条項が協定のそれ以外の部
分と不可分であるため､ 全体として無効とされた｡｣

(c)

２回目の認可拒否

その後､ 労使は2000年９月23日に２度目の協定締結に至ったが (今回は組合
側の署名当事者に CFE-CGC も参加)､ しかし､ 政府の上述のような指摘に真
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に応えていないとされた｡ とくに､ 制裁が厳しくなっているために､ 資格に合っ
ていない雇用を失業者が受け入れざるをえなくなっているとの批判が行われた｡
こうして､ 同協定も認可を拒否された43｡
(iv)

政府と労使間の妥協と認可

最終的には､ 政府と労使との間で (とくに､ 当時のジョスパン (Lionel
JOSPIN) 首相とノタ (Nicole NOTAT) CFDT 議長､ セイリエール (ErnestAntoine SEILLIERE) MEDEF 議長との間で)､ つぎの３点について妥協が
成立した｡ すなわち､ 保険料の引下げをより小幅にすること､ 失業者が提案を
拒否できない (その拒否に正当な理由がないとされる) 雇用の範囲をより限定
的にすること､ 失業者の求職活動の審査と制裁に関する権限を行政に維持する
ことである44｡ この３点を踏まえて修正された協定が2000年10月19日に締結さ
れ (ただし､ １回目､ ２回目と同様に､ CGT と CGT-FO は署名を拒否)､ 同
年12月４日に政府はこれに認可を与えた45｡

(d)

雇用省のコミュニケ

認可を与えるにあたって､ 雇用省は､ 協定締結から１週間後に (2000年10月
26日)､ ｢政府の立場｣ と題するつぎのようなコミュニケを公表している｡
｢新しいテキストは､ …制裁に関する現行制度の厳格化をあらゆる点で斥け
ている｡ 求職活動の審査方法と制裁の実施に関するルールは､ 変更がないまま
である｡ 制裁は､ 決定の公正さを保障するために､ 公的雇用サービスの排他的
管轄事項にとどまるであろう｡ 個別化された経路が､ 各求職者に対してシステ
マティックに提案されるであろう｡ 求職者にその権利と義務を伝える文書
《PARE》と､ ANPE と合意した活動を要約する文書 PAP は､ 求職活動にお
ける求職者のための支援強化を実現する｡ …受給要件が満たされている以上は､
これらの文書に求職者が署名を拒否することは､ それ自体としては､ 失業保険
給付の拒否または廃止理由とはならない｡ 受給要件には､ …積極的に求職活動
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を行う義務が当然に含まれる｡ ANPE は､ 求職者の支援と雇用復帰支援の実施
に責任をもつであろう｡ したがって､ 長期失業者に不利であったであろう制度
の《二極化》は存在しない｡｣ ｢したがって､ この新しい協定は､ 共有された目
的にいまや満足のいく回答をもたらしている｡｣

(e)

小括

このようにして､ 失業保険制度は ｢再建｣ されるに至ったが､ その成果とし
ては､ ３点が指摘されている46｡ 第１は､ 失業者に対する補償内容が改善され
たことである47｡ 第２は､ 労使の保険料が下げられたことである48｡ 第３は､ こ
れがとくに重要とされる点であるが､ 失業者と ASSEDIC との関係が個別化さ
れ､ また､ 失業者が雇用に復帰する支援を ASSEDIC が行わなければならない
とされたことである｡
なお､ 制度の二極化という論点との関係で､ 雇用省のコミュニケは､ 長期失
業者に対する支援を前提にして ｢制度の《二極化》は存在しない｣ とした｡ し
かし､ 雇用大臣と経済財政大臣の連名書簡が制度の二極化を危惧していたとき､
失業保険受給権の終了した者 (長期失業者) だけでなく､ 失業保険受給権の得
られない不安定就労者や職業経験のない失業者も念頭に置かれていた｡ 後二者
については､ 新しい失業保険制度による再就職支援を受けられないという点で､
制度の二極化という批判はやはり避けがたいものと考える｡

(3)
(a)

2006年の協定

PPAE への転換と再就職支援措置の拡充

経緯

以上のような制度の下において､ PARE は契約 (contrat) か否かという問
題が提起されることとなった｡ PARE は､ 一方で､ 求職活動に関する法律上の
義務の内容を具体的に規定し､ 他方で､ この求職活動の促進を ASSEDIC に法
的に義務づけることを目的とする｡ PARE が契約かという問題は､ この両者の
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間に双務的関係があるのかという問いとして､ ひとまずは整理することができ
るだろう｡
コンセイユ・デタは､ PARE は求職者に課される新しい義務を創設するもの
ではないと評価している49｡ PARE は､ 求職者の法律上の義務になにも付け加
えるものではなく､ その内容を明確にするものである｡ PARE への署名は､ 求
職活動に関する法律上の義務の諸側面の１つでしかないとされる｡ また､ 2000
年の労使交渉の際に公表された前述の雇用省コミュニケでも､ PARE に署名し
ないことが､ それ自体として失業保険給付の拒否理由とはならないことが強調
されていた｡ このような行政側の立場は､ PARE が契約であることを否定する
ものとして理解することができる｡
しかし､ フランスでこの問題が具体的に論じられたのは､ 契約としての拘束
力の有無という観点からである｡ すなわち､ PARE が契約であるならば､ 自ら
の義務を履行している失業者の権利を､ ASSEDIC が一方的に削減するのは禁
止されることになる50｡ 実際に､ 2001年の協定をめぐる交渉時とは異なり､ 景
気が悪化したことを背景に､ 失業保険制度の財政的な困難に直面したため､
2002年12月20日には､ PARE を実行中の求職者の補償期間を短縮することに､
労使は合意するに至る｡ 同協定は2003年２月５日に認可を受け､ 2004年１月１
日から適用された (2004年の協定)｡ そこで､ PARE を履行中の失業者は､
ARE の受給期間を再計算されて短縮されたために､ 自分たちが署名した契約
の拘束力を遵守するべきであると主張し､ 司法裁判所に訴訟を提起した｡ これ
は ｢再計算者訴訟｣ と呼ばれるもので､ PARE が契約であるか否かについて司
法裁判所の判断も分かれたとされる51｡
そこで､ 政府および労使は､ 失業者の金銭的権利を契約上保障するかのよう
な表現や仕組みを排除するに至る｡ こうして､ 2005年８月２日のデクレと2006
年の協定により､ PARE・PAP に替えて導入されたのが PPAE である｡
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(b) PPAE の作成・内容等
同デクレによれば､ PPAE は､ 求職者登録の後に､ ANPE またはそれと連携
して公的雇用サービスに参加する機関により作成され､ また時間の経過ととも
に調整されるものとされる (R.5411‑14条)｡ 具体的には､ 2006年の協定等によ
り､ つぎのように定められている｡
失業保険の受給資格のある求職者については､ その雇用復帰を推進するため
に行われる援助は､ 個別的支援 (accompagnement personnalisé) という形
をとる｡ この支援は､ 求職者の再就職可能性の個別的評価 (évaluation personnalisé) により開始され､ その評価は､ ASSEDIC による ｢当該求職者の状況
と《雇用からの隔たり (distance à l’emploi) 》に関する初期診断 (diagnostic initial)｣ (2006年の協定１条第１パラグラフ d 項) として行われる｡ この
診断は､ 雇用復帰に要する予定期間を決定し､ その結果として､ 複数ありうる
雇用復帰の経路 (parcours) の中で､ 当人の状況に最も適した経路を選択する
ことを可能にするとされる｡ この診断に基づいて､ 失業者は､ ANPE または公
的雇用サービスに参加する他の機関に行くように指導され､ さらに､ ANPE 等
は､ 失業者の再就職を促進する観点から PPAE を作成するものとされる｡
PPAE は､ 求職者の状況に合った経路に従って､ 個別的支援措置を決定する｡
具体的に決定するのは､ 前述した PAP と同じ内容とされている｡ PPAE が､
作成から６か月後､ 12か月後に改定等が行われるのも､ PAP と同様である｡
ただし､ ANPE と UNEDIC との間で締結された PPAE の実施に関する2006年
６月１日の協定によって､ 求職者登録後､ ４か月目 (つまり､ ３か月後) から
は､ ANPE のカウンセラーによる個別的指導監督が毎月実施され､ ４か月目､
７か月目､ 13か月目 (つまり､ ３か月後､ ６か月後､ １年後) には､ 徹底的な
面談を通じて PPAE の改定が実施されることとされた｡
PPAE は､ ASSEDIC に伝達される｡ ANPE､ ASSEDIC､ さらに必要があ
る場合には､ 公的雇用サービスに参加する他の機関により日常的に改定される､
( 80 )

琉大法学

第80号 (2008)

184

求職者単一書類 (dossier unique du demandeur d’emploi, DUDE) (Ⅴ１参
照) を通じて､ ASSEDIC による求職者の当該経路に関する指導監督は行われ
る｡ さらに､ ASSEDIC は､ とりわけ ANPE や求職者のもとに集められる情
報を基礎にして､ PPAE によって求職者が取組んでいる経路の具体化の程度等
を検討する｡ その結果如何では､ ASSEDIC は ARE の支給を一時的に停止す
る (Ⅲ１(2)(a)参照)｡ ARE の最終的な支給廃止の決定は､ 県知事が行う (以
上については､ 2006年の協定の付属一般規則14‑19条参照)｡

(c)

UNEDIC による再就職援助措置

2006年の協定の付属一般規則は､ 第１編が ｢ARE｣ (1‑35条)､ 第２編が ｢再
就職援助 (aides au reclassement)｣ (36‑49条)､ 第３編が ｢他の介入 (autres
interventions)｣52 をタイトルとしている｡ この第２編に､ UNEDIC――具体的
な実施機関は ASSEDIC となる

が､ ANPE を介さずに直接行う様々な再

就職援助措置が規定されている｡
すなわち､ ① ｢技能検定援助 (aide à la validation des aquis de l’experie
nce)｣ (第１章)､ ② ｢訓練援助 (aides à la formation)｣ (第２章)､ ③ ｢熟
練化契約への奨励援助 (aides incitatives au contrat de professionnalisation)｣
(第３章)､ ④ ｢有期契約労働者への持続的参入援助 (aide à l’insertion durable des salariés en contrat à durée déterminée)｣ (第４章)､ ⑤ ｢季節的
失業状態にある労働者の持続的参入援助 (aide à l’insertion durable des sal
ariés en situation de chômage saisonnier)｣ (第５章)､ ⑥ ｢ARE と賃金と
の併給による雇用復帰支援｣ (第６章) (１(4)参照)､ ⑦ ｢再就職差額援助
(aide différentielle de reclassement)｣ (第７章)､ ⑧ ｢使用者への漸減的援
助｣ (第８章) ((1)(c))53､ ⑨ ｢企業再開・創設援助 (aide à la reprise ou à
la création d’entreprise)｣ (第９章)､ ⑩ ｢移動援助 (aide à la mobilité)｣
(第10章) が規定されている｡
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また､ 第３編にも､ ｢死亡手当 (allocation décès)｣ (第１章)54 のほかに､
⑪ ｢有給休暇保障援助 (aide pour congés non payés)｣ (第２章)､ ⑫ ｢受給
権終了者援助 (aide à l’allocataire arrivant au terme de ses droits)｣ (第
３章) といった､ 再就職援助に広い意味では関連すると思われる措置が規定さ
れている｡
以上の12種類の措置のうち､ 2001年の協定の付属規則でも､ ② (｢第２編
再就職援助｣ 第３章)､ ⑥ (｢第１編

ARE｣ 第８章55)､ ⑧ (｢第２編

56

援助｣ 第１章)､ ⑩ (同第２章 )､ ⑪ (同 ｢第４章

再就職

他の介入｣ 第２節)､ ⑫

(同章第３節) の６種類の措置は規定されていた｡ それ以外の６種類の措置が､
2006年の協定の下で新設されたことになる57｡ 以下､ 簡単に説明しておく｡
① (新設) ：

技能検定援助は､ 経験で得た技能を有効に活用して､ 就労を

促進する免状や職業資格を取得するための訓練費用等を援助するものである58｡
40歳以上の者､ または20年以上の職業活動を行っている者が､ 優先的に援助さ
れる (2006年の付属一般規則36条)｡
②： 訓練援助は､ 雇用に前置される訓練活動 (action de formations préalable à l’embauche, AFPE) (採用を前提とした教育訓練)､ あるいは委託訓
練活動 (action de formation conventionnée, AFC) の訓練費用等を援助す
るものである (37条)｡
③ (新設) ：

熟練化契約への奨励援助は､ 熟練化契約 で就労している受

給者の賃金が､ ARE の120％を下回っている場合に､ この水準に達するまで賃
金を補うための雇用復帰特別援助 (aide spécifique au retour à l’emploi)
を得る権利を､ 当該受給者に与えるものである (38条)｡
④ (新設) ：

有期契約労働者への持続的参入援助は､ 有期契約の終了によ

り求職者となったものに､ 有期契約の締結者に限定された個別的訓練休暇
(CIF-CDD) の利用条件について情報提供を行い､ 失業保険手当の受給期間を
限度として､ 当該休暇中も ARE を支給するというものである (39条)｡ 当該休
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暇中は､ 使用者が拠出して労使同数原則により運営される個別訓練休暇管理徴
収団体 (OPACIF) から､ 最低所得保障手当が支給されるため､ 同手当と ARE
との併給が可能ということになる｡
⑤ (新設) ：

季節的失業状態にある労働者の持続的参入援助では､ このよ

うな状態にある受給者で他の雇用に就くための支援強化を望むものについて､
上記②､ ③および④がとくに活用される経路が用意される (40条)｡
⑥：

ARE と賃金との併給による雇用復帰支援 (41条以下)

⑦ (新設) ：

(略)

再就職差額援助は､ 50歳以上の受給者または12か月以上保険

給付を受給している者で､ 以前働いていたのとは別の企業で就労を再開するも
のについて､ その賃金が､ 労働時間数を同じにすると､ ARE の計算で用いら
れていた準拠賃金日額の30倍よりも85％以下である場合に適用される｡ この援
助月額は､ ARE の計算で用いられていた準拠賃金日額の30倍と､ 再開した就
労の基礎賃金月額との差額に等しい｡ この援助は､ 当初の ARE 受給期間を超
えてはならず､ また､ 当該 ARE の残余総額の50％を上限として行われる (46
条)｡
⑧：

2001年の協定で導入された､ 12か月以上失業保険給付を受給している

失業者を採用する使用者への漸減的援助は､ 2006年の協定において拡充されて
いる｡ まず､ 当該援助措置の対象に､ 50歳以上の失業者の採用 (ただし､ 同じ
使用者による再雇用を除く) が付け加えられた｡ つぎに､ 援助給付の内容が､
無期労働契約による雇用と有期労働契約による雇用の場合とに分けられ､ 後者
については2001年の協定のときと同じであるが､ 前者については､ １年目に賃
金額の40％､ ２年目に同30％､ ３年目に同20％とされた (47条)｡
⑨ (新設) ：

企業再開・創設援助は､ 労働法典 L.5141‑1条に定められた企

業を創設する失業者への援助 (aide aux chômeurs créateurs d’entreprise
(Accre)) の獲得を証明する受給者に与えられる｡ 援助額は､ 活動開始日にお
ける ARE 残余総額の半分に等しい (48条)｡
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移動援助は､ 受給者がその通常の居所から離れて活動を再開した場合

に､ 他の資金提供機関によってはその全部または一部がカバーされないそれに
伴う出費を補填するために支給される｡ 滞在費､ 移動費､ 居所や家計が二重に
なることに伴う出費を､ この援助でカバーすることができる｡ 当該援助は､ 失
業保険受給権取得ごとに１回しか行われない (49条)｡
⑪：

有給休暇保障援助は､ 失業保険手当または特定連帯手当を受給してい

る労働者で､ 有給休暇取得中にその企業が閉鎖されたものに､ 有給とならなかっ
た休暇に対する援助を行うものである｡ その額は､ 企業閉鎖の日数､ 現在の雇
用60によって場合によっては取得しうる有給休暇権､ および国による部分失業61
に関する手当を考慮して決定される (51条)｡
⑫：

受給権終了者援助は､ 失業保険の受給期間が終了したが､ 資力要件以

外の理由で連帯手当を受給できない者に､ その申請により､ 定額援助を与える
ものである｡ その額は､ ARE の固定部分の27倍に等しいとされる (52条)｡

(d)

小括

新しい仕組みである PPAE は､ 直接的には､ 2001年の協定により創設され
た PARE が､ ｢契約｣ として扱われるのを回避するために導入されたとされる｡
しかし､ それだけにとどまらない意義を少なくとも２つ指摘できるであろう｡
１つは､ PARE は､ UNEDIC と ASSEDIC が再就職支援を行う際に､ ANPE
を介在させる仕組みを設定していた｡ このため､ 2006年の協定が PARE を廃
止することにより､ UNEDIC と ASSEDIC は､ ANPE を介さないで再就職支
援を行う余地が拡大したといえるであろう｡ 2006年の協定においては､ 様々な
再就職支援策が発展させられている｡ ただし､ 再就職支援といっても金銭的給
付によるものであり､ その実質的な性格は､ 教育訓練､ 再就職後の所得保障な
どを目的とする､ 特別な保険給付として位置づけることができるであろう｡ も
う１つは､ PARE・PAP の仕組みが失業保険給付に関する協定 (2001年の協定)
( 84 )

琉大法学

第80号 (2008)

180

に根拠を有していたため､ その適用対象者は失業保険の受給権者に制度上限定
されることになる (制度の二極化､ (2) (e) 参照)｡ これに対して､ PPAE の仕
組みそれ自体の一般的な根拠は､ 法令 (2005年８月２日のデクレ､ 旧労働法典
R.311‑3‑11条および R.311‑3‑12条､ 新労働法典 R.5411‑14条から R.5411‑16
条まで) にあるため､ このような限定がなくなったとみられる｡ ただし､ 2006
年の協定により､ 失業保険の受給資格のある求職者については､ PPAE 作成前
における ASSEDIC による ｢初期診断｣ 等の一連の仕組みが定められているの
は､ 前述の通りである ((b)参照)｡
2001年の協定から2006年の協定に至る失業保険制度の改革は､ UNEDIC・
ASSEDIC と ANPE との役割分担に関する伝統的な境界線を､ 前者の役割を
拡大する形で次第に曖昧にしていったと評価できるであろう｡ このような動向
は､ MEDEF の ｢社会再建｣ 計画に端を発するものであったとしても､ 失業問
題に対処する社会的仕組みの刷新の必要性という課題62を､ その背景に伏在さ
せているのであれば､ 不可避的なものであるだろう｡ 両者の関係の再構成が政
治的な日程に上るのも､ 自然の流れであったといえる｡
2006年の協定の交渉に関する若干の報道資料をもとにすると､ 《profilage》
(プロファイリング) と《ciblage》 (重点化) という概念が MEDEF から強調
されていたことがとくに注目される63｡ これは､ 失業保険制度に関する協定の
代替的所得保障の側面ではなく､ 再就職支援策の側面について提起された概念
であるが､ 求職者の《profilage》と予算支出の《ciblage》という文脈で主張
された｡
求職者の《profilage》については､ PPAE の作成やその履行確保の仕組み､
とくに､ ASSEDIC が ｢初期診断｣ に基づき求職者に合わせて雇用復帰の ｢経
路｣ を明確にしたうえで､ ANPE がPPAE において個別的支援措置を決定する
という手法や､ ｢求職者一件書類｣ が作成され､ それを通じてASSEDIC と
ANPE が求職活動をチェックするといったやり方として､ 具体化されたといえ
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よう｡ また､ 予算支出の《ciblage》は､ 2006年の協定の交渉においては､ 職
業訓練に対する UNEDIC の援助を､ ニーズにより合致して､ より効果的であ
るが､ 費用のよりかかるものに限定することを意味した｡ 具体的には､ 公共職
業訓練 (formations homologués) ではなく､ 雇用に前置される訓練活動
(AFPE) や委託訓練活動に重点を置くことを求める｡ それは､ 前述の ｢訓練
援助｣ ((c)②参照) に反映しているといえるであろう｡ 失業保険制度が実施・
関与する再就職支援策の動向をみるうえで､ この２つの概念には今後も留意さ
れる64｡

３

経済的解雇との関連
CRP (個別的再就職協定)
と ASR (再就職支援特別手当)

(1)
(a)

職業転換協定から Pré-PARE (再就職支援事前プラン) へ
職業転換協定制度の創設

①1986年10月20日の全国職際協定とそれを再録した1986年12月30日の法律に
より､ 経済的理由による解雇に関して､ 職業転換協定 (convention de conversion) 制度が創設された65｡ 同協定は､ 職業転換特定手当 (allocation spécifique de conversion) と再就職支援のための個別的措置 (actions personnalisées) を､ 関係労働者に提供することを目的とする｡ 再就職支援のための個別
的措置は､ 当該労働者の能力評価と指導に関する総合評価の後に決定され､ 訓
練措置を内容とすることができるとされた (旧 L.322‑3条１項)｡
経済的解雇を行う使用者は､ 企業・事業場の従業員数および同解雇計画が対
象とする労働者数にかかわらず､ 職業転換協定を実施するための手段を講じな
ければならない (旧 L.321‑5条)｡ すなわち､ 使用者は､ 経済的解雇を行おうと
する労働者に､ 職業転換協定の利用を提案する義務を負うとされる｡ かかる提
案しない場合には､ 使用者は失業保険制度に特別保険料を支払わなければなら
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なかった｡ それは､ 当該労働者の失業保険手当の計算に使われる準拠賃金日額
の30倍とされていた66 (旧 L.321‑13‑1条)｡ また､ 1989年８月２日の法律は､ 従
業員50名以上の企業において10名以上の経済的解雇を行う場合には､ 使用者は
社会計画 (plan social) を作成しなければならない (旧 L.321‑4‑1条) ことな
どを定めた67｡ 同法によれば､ 社会計画は再就職支援措置を規定しなければな
らないとされ､ かかる措置として職業転換協定が例示されていた (旧 L.321‑4‑
1条３項)｡
職業転換協定は､ 労働者がそれを利用する企業と､ ASSEDIC との間で締結
されるものとされた68｡ その財政は､ UNEDIC (ただし､ 後述の手当給付に負
担は限定されていた) と､ 当該企業 (職業転換協定を締結した相手方である
ASSEDIC に対して支払う｡ 支払金額については後述参照｡) と､ それから
UNEDIC との協定に基づき国とによって負担された (旧 L.322‑3条２項､ ３
項)69 ｡ 労働者は､ 使用者の提案から21日間の熟考期間 (délai de réflexion)
を与えられ､ 職種転換協定に加入する (adhérer) か否かを自由に選択する｡
ただし､ 完全に失業すること､ 勤続年数が２年以上であること､ 肉体的に就労
可能であること､ 57歳未満であること､ 57歳未満であること､ といった加入要
件を満たさなければならない (旧 L.322‑3条２項後段､ 失業保険に関する1994
年の協定の付属規則２条)70 ｡ 労働者が職業転換協定に加入した場合には､ 当
該労働契約は合意解約したものとみなされた (L.321‑6条３項)｡
職業転換協定に加入した労働者は､ 前述のように､ 職業転換特定手当 (allocation spécifique de conversion) と再就職支援のための個別的措置 (actions
personnalisées) を受ける｡ このような地位は､ 労働契約解約の翌日から再就
職まで､ ただし最長で６か月間継続する｡ まず､ 個別的措置の決定や再就職支
援は､ ASSEDIC と協力しながら､ ANPE の中の職業転換協定を専ら担当する
再就職専門部署 (unité technique de reclassement de l’ANPE) が行った71｡
つぎに､ 職業転換特定手当は､ ASSEDIC により支給される代替的所得の一種
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とされ､ その額は AUD を下回らないものとされた｡ この手当にはいかなる待
機期間 (délai de carence) (ここでは､ Ⅳ１(2)(c)(ii)で紹介した ｢猶予期間｣
と同(iii)で紹介した ｢待機期間｣ とを含む概念のようである) も存在しないと
され､ 熟考期間終了の翌日から支給される72｡
なお､ 経済的解雇に関する社会的付随措置 (mesures sociales d’accompagnement) の一環として､ 企業は単独であるいは複数が共同して､ 12か月間､
職業転換組織 (cellule de reclassement) を設置することができる (国による
財政的支援がある)｡ この機関は､ 労働者の外部的職業転換 (企業の内部では
なく､ 外部で再就職先を探す) を支援するとされる｡ 職業転換協定に加入した
労働者との関係では､ ANPE の再就職専門部署と協力して､ 当該労働者の指導
監督を行う｡ 労働者は､ 使用者に明示的に要求したことを条件に､ この機関の
サービスを受けることができる (R.5111‑2条５号､ R.5123‑3条等参照)｡ さら
に､ ANPE､ APEC (管理職のための ANPE に相当する機関)､ AFPA (成人
職 業 訓 練 協 会 ) ､ 地 域 職 際 労 使 雇 用 委 員 会 (commission paritaire
interprofessionnelle régio-nale de l’emploi)､ ASSEDIC などの機関の代表
者によって構成される､ 再就職組織 (cellule de conversion) が設置される｡
この機関は､ 職業転換協定の加入労働者の一般的な指導監督を任務とし､ 定期
的に報告書を作成する｡ 個別的なケースに関与する権限をもたない (1986年の
前記協定等)73 ｡ これらの機関あるいはその根拠規定は､ 現在も存続している｡
②また､ 職業転換協定制度とは別に､ 1985年８月５日の法律により職業転換
休 暇 (congé en vue de bénéficier d’acitons déstinées à favoriser son
reclassement) 制度が創設されていた (旧労働法典 L.322‑4条２項４号､ R.322
‑1条５号)｡ この制度は現在も存続している (L.5123‑2条３号､ R.5111‑2条４
号､ R.5123‑2条)｡ 同制度は､ 解雇計画の対象となっている労働者に､ 職業的
再参入を促進するための休暇を与えることを目的とする｡ しかし､ その適用を
明示的に求めた企業に適用が限定されている｡ 同制度の実施は､ 国と当該企業
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との協定に基づいている｡ 企業は関連労働者に当該協定への加入を提案しなけ
ればならない｡ 職業転換休暇中の労働契約は一時的に停止され､ その終了後に
解約される｡ 同休暇の期間は４か月から６か月の間で､ その間､ 労働者は使用
者により職業転換手当 (allocation de conversion) を毎月支給される｡ その
額は､ 最後の12月の平均賃金の65％以上とされるが､ しかし､ SMIC の85％を
下回ってはならない｡ 同手当の50％を上限として国の財政的援助が行われる74｡

(b) Pré-PARE 制度への転換
①2002年１月17日の法律 (いわゆる社会現代化法 (loi de modernisation
sociale)) が､ 経済的理由による解雇が検討されている労働者の職業転換のた
めに､ Pré-PARE (PARE anticipé が正式な表記のようである) という新し
い仕組みを設けた (旧 L.321‑4‑2条)｡ また､ 同法は､ 再就職休暇 (congé de
reclassement) 制度を創設した (旧労働法典 L.321‑4‑3条)75 ｡ 同休暇制度は
現在も存続している (L.1233‑71条以下)｡ その後､ 2004年６月24日のオルドナ
ンスにより､ 前述の職業転換協定制度は廃止されるに至る｡
まず､ 再就職休暇は､ 経済的理由により解雇される労働者のための権利であ
るが､ しかし､ 当該解雇を行う企業が従業員1000名以上を使用し､ かつ､ 会社
更生または清算に入っていないことが条件となる｡ 使用者は､ 解雇通知の前の
事前面談の際に､ 再就職休暇の実施条件を労働者に伝えなければならない｡ さ
らに､ 使用者は､ 解雇通知状において､ この休暇の利用を労働者に提案しなけ
ればならない｡ 労働者は､ 解雇通知状の送達の日から１週間以内に､ 使用者に
自らの決定を伝える｡ この期間内に回答がない場合には､ 再就職休暇は拒否さ
れたものとみなされる｡ 労働者が再就職休暇を受諾する場合には､ 当該休暇は
この回答期限の満了後に開始する｡ 再就職休暇の期間は､ ４か月から８か月の
間で使用者によって決定される｡ 解雇予告期間の終了は､ 当該休暇期間に等し
い期間まで延長される｡
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なお､ 前述した2002年の社会現代化法では､ 雇用は維持されるべきであり､
解雇は最後の手段であることを強調する趣旨から､ 従来の社会計画という表現
に替えて､ 雇用保護計画 (plan de sauvegarde de l’emploi) という表現が用
いられるようになった｡ この雇用保護計画の作成義務がある場合には､ 再就職
休暇の実施条件を同計画に定めることなどが規定されている (R.1233‑18条)｡
再就職休暇の期間中､ 労働者が受けることができるのは､ 訓練活動と､ 求職
活動支援組織 (cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi) (前述の職業転換機関とは異なる｡ 使用者がその活動全体の費用負担をす
る｡) による給付である (L.321‑4‑3条２項)｡ すなわち､ 当該労働者は､ 求職
活動支援組織による評価と指導のための面談の後に､ 給付される内容を記載し
た文書を交付されるが､ そのすべてについて受給権を有する｡ さらに､ この休
暇の全期間中､ 賃金を毎月支払われる権利を有する｡ この賃金は､ 解雇予告期
間中の再就職休暇については､ 通常の賃金額である｡ 解雇予告期間を超える休
暇期間については､ 解雇通知前の最後の12月の平均月額賃金の65％以上である
(R.1233‑32条)｡
その一方で､ 当該労働者はいくつかの義務を負う｡ 前述の文書に記載された
訓練活動を行わなければならず､ また､ 求職活動支援組織により組織された活
動に参加しなければならない｡ 当該労働者が正当な理由なく義務を履行しなかっ
た場合には､ 使用者は再就職休暇の終了を通知することができる (R.1233‑33
条､ R.1233‑34条)｡
②つぎに､ 2002年の社会現代化法により導入された Pré-PARE 制度は､ 失
業保険制度に関する2001年の協定により定められた職業転換を援助する仕組み
を､ 労働者が解雇予告期間中に事前に利用できるようにするものであり､ 職業
転換協定を引き継ぐためのものであった76｡
すなわち､ 同法は､ PARE に規定される職業能力評価と再就職支援に関する
措置の利用を､ 前述の再就職休暇制度の下に置かれない企業 (従業員1000名未
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満の企業等) で､ 経済的解雇の対象とされた労働者に拡大した (旧 L.321‑4‑2
条)｡ この措置の発効には､ 失業保険制度に関する協定制度の枠内での協定締
結を必要とした (旧 L.351‑8条１項後段)｡ そこで､ この措置の実施を定める協
定が､ 2001年10月30日に締結され (2001年の協定の追加協定第３号等)､ 2002
年３月28日に認可された｡
PARE に定められる給付と雇用復帰援助措置をできるだけ早く発動するため
に､ 経済的理由で解雇される労働者で､ 再就職休暇制度の下に置かれず､ 失業
保険の受給要件を満たしているものについて､ PAP の実施を前倒しで行うこ
とができる｡ ただし､ そのためには､ 労働者は当該企業で少なくとも４か月の
勤続期間を有しなければならないとされた (旧 L.321‑4‑2条第１パラグラフ４
項)｡
労働者の経済的解雇を行うとするあらゆる使用者は､ この仕組みの利用を当
該労働者に提案する義務を負う (旧 L.321‑4‑2条第１パラグラフ１項)｡ この提
案を行わない場合は､ 最後の12労働月の平均月額賃金に等しい保険料を､
ASSEDIC に支払わなければならない (同条２項)｡ 必要があれば徹底的な能
力総合評価を伴う､ 職業能力診断に関する個別的な面談を､ 解雇通知から30日
の期間内に利用できる権限を有することを､ 使用者は労働者に知らせる｡ この
総合評価は解雇予告期間中に実施されることができるとされた｡
労働者は､ 解雇通知の受領日から１週間以内に､ Pré-PARE 制度を利用する
か否かの回答をしなければならない｡ 同期間内に回答がない場合には､ 拒否し
たものとみなされる (旧 L.321‑4‑2条)｡ 同意した場合には､ 同意書と､ ARE
の申請と PARE への署名を内容とする ASSEDIC への申請書とが作成される｡
評価と再就職に関する措置は､ 解雇予告期間中に ANPE により実施される｡
使用者は､ 予告期間の履行に関する義務､ とりわけ､ 賃金支払義務を遵守しな
ければならない｡ また､ 使用者は､ 労働者が ANPE の指示によって再就職活
動を行えるようにする義務を負う｡
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解雇予告期間終了時に再就職できていない労働者は､ 求職者の資格で PAP
の履行を継続する｡ 経済的理由により解雇された労働者で､ その解雇予告期間
中に PAP の前倒しでの実施を利用することに同意し､ 再就職先をみつけるこ
とができなかったものは､ 労働契約終了の翌日から､ ARE を受給することが
認められる｡ ARE は通常の条件に従って支給され､ 猶予期間や待機期間の適
用があるとされた｡
③職業転換協定制度と Pré-PARE 制度とを対比すると､ いずれも解雇予告
期間中からの再就職支援を可能にするものであるが､ 前者が一般の失業保険給
付よりも金額的に有利で､ 失業後直ちに支給される失業保険給付である職業転
換特定手当を､ 失業保険制度に関する協定とは別の協定によって創設していた
のに対して､ 後者はそれを一般の失業保険給付の中に解消してしまったといえ
る｡
職業転換特定手当の受給には､ 解雇を行う企業に２年以上勤続していたとい
う要件を満たさなければならない一方で､ 失業保険の受給要件を満たしている
ことはそれ自体として課されていなかったようであり､ この点でも一般の失業
保険給付とは異なる取扱いがされていたことになる｡ なお､ ２年以上勤続して
いた労働者を解雇する場合には､ ２か月の解雇予告が必要となるが (L.1234‑1
条､ 旧労働法典 L.122‑6条)､ 職業転換協定に労働者が加入すると労働契約は合
意解約されたことになり､ 解雇予告期間中の賃金支払い､ あるいは同額相当の
解雇補償手当77の支払いが不要となる｡ この２か月分の賃金相当額が､ 使用者
による職業転換手当への財政的分担の基本額とされていたことが注目される78｡
また､ Pré-PARE 制度は､ 所得保障という点からみると､ 解雇予告期間中に
賃金を通常通り支給されながら､ 再就職活動に取り組めるところが特徴的であ
ろうが､ この利用に関しては､ 失業保険の受給要件を満たしていることに加重
して､ ４か月以上の勤続年数という要件があったことが留意される｡
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(2) CRP 制度への再転換
(a)

総説

Pré-PARE 制 度 に さ ら に 代 わ る も の と し て ､ CRP (convention de
reclassement personnalisé) (個別的再就職協定) 制度が創設された79 ｡ 2005
年１月18日の法律 (いわゆる社会結合法 (loi de cohésion sociale)) がその
指導原則を規定し､ 2005年４月27日の協定がその適用方式を定めた｡ 同協定は､
労使双方ともすべてのナショナルセンターが署名し､ 2005年５月24日に認可さ
れた80｡ この協定の有効期間は､ 失業保険制度に関する 2004年の協定の有効期
間と同じとされたため (同協定22条第１パラグラフ)､ 同制度に関する2006年
の協定締結の際に､ 同じ日付 (2006年１月18日) で CRP に関する協定も締結
された｡ こちらの協定も､ 労使双方ともすべてのナショナルセンターが署名し､
2006年２月26日に認可されている｡
CRP は､ 経済的理由により解雇された労働者の再就職の迅速化を促進する
ことを目的とし､ 労働契約の解約後に､ 精神的援助､ 指導､ 支援､ 職業能力評
価､ および再就職促進教育を､ 労働者が利用できるようにするためのものであ
る81 (L.1233‑65条､ 旧労働法典 L.321‑4‑2条)｡ 従業員1000名未満の企業におい
て､ 使用者は､ 経済的理由による解雇を検討している各労働者に､ CRP の利
用を提案しなければならない｡ その一方で､ CRP を利用するために､ 労働者
はつぎの要件を満たさなければならない82｡ すなわち､ ①熟考期間 (後述) の
最終日に完全に失業し､ いかなる職業的活動も行わないこと､ ②同じ使用者の
下での少なくとも２年間の勤続年数を有し､ ２か月の解雇予告期間への権利を
有すること､ ③失業保険給付の受給権を有すること､ ④フランス (海外県と海
外準県 (サンピエール・ミクロン) を含む) に居住していること､ ⑤肉体的に
就労可能であること､ ⑥満額で年金受給可能な年齢に至るまで支払われる代替
的所得を受けることができないこと (Ⅳ１(1)参照)､ である｡ ②については､
例外があり､ ARE の受給要件 (つまり③の要件) を満たしている場合には､
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一定の条件の下で CRP が利用できる (後述)｡
CRP を労働者に提案しないで経済的解雇を行う使用者に対しては､ 制裁が
定められている｡ 最近12労働月の平均賃金の２か月分に等しい保険料を､
ASSEDIC に支払うことである (L.1235‑16条)｡ この制裁は､ 従前の同様のも
のに比べて２倍に加重されている｡ ただし､ この種の制裁については､ 当該制
度を利用できる権利をもった労働者に対して､ 提案を行わなかった場合に限っ
て適用されると解するのが論理的である､ との指摘がある83｡
各労働者は､ CRP の内容とその利用可能性について､ 個別的に書面で通知
されなければならない｡ CRP を受け入れるか拒否するかについて､ 書面で提
案のあった日から14日間の熟考期間が置かれる (職業転換協定に比して１週間
短縮され､ Pré-PARE に比して１週間延長されたことになる｡)｡ この期間終了
までに回答がない場合には､ 拒否したものとみなされる｡ 労働者が CRP を受
け入れた場合には､ 労働契約は合意解約されたものとみなされる (L.1233‑67
条１項)｡

(b)

ASR

CRP の履行中､ 労働者は職業訓練の研修生の地位の下に置かれる (つまり､
失業保険給付の支給対象となる求職者ではないことになる｡ Ⅲ１(1)(b)､ Ⅳ４
参照｡)｡ 当該労働者には､ ASSEDIC から ASR (allocation spécifique de
reclassement) (再就職特定手当) が支給される｡ ２年以上の勤続年数を満た
す者については､ ASR の額は､ 最初の91日間は準拠賃金日額の80％ (当該労
働者が CRP を拒否していたならば支払われたであろう､ 解雇補償手当の日額
の80％を下回ることはできない)､ その後は70％ (CRP を拒否していたならば
同時期に失業保険の枠内で支払われたであろう､ 手当額を下回ることはできな
い) とされる｡ ２年の勤続年数を満たさない者については､ 額も支給期間も
ARE と同じとされる｡ 後者の場合､ 当該労働者は､ 再就職差額補償 (indem( 94 )
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nité différentielle de reclassement) (一般の失業保険制度の下における再就
職差額援助 (Ⅳ２(3)(c)⑦参照) と同様の制度､ 後述) を受けることができな
い｡ いずれの場合も､ ASR は､ 労働契約終了の翌日から支給され､ ｢猶予期間｣
(Ⅳ１(2)(c)(ii)) も ｢待機期間｣ (同(iii)) も適用されない｡ ASR は､ 最長で
８か月間支給される｡

(c)

再就職支援措置

CRP の発効日から８平日の間に､ 労働者は事前総合評価 (prébilan) のた
めの個別的面談を受け､ この面談は､ 必要に応じて能力総合評価の判定にまで
至りうる｡ この面談は､ CRP 利用者のプロフィールと再就職プランを確定し､
当人の潜在的に秀でた点・問題点・場合によっては生じうる制約を識別するた
めのものである｡ それは､ 関連する雇用の受け皿をとりわけ考慮しながら､
ANPE または公的雇用サービスに参加するその他の機関により実施される｡
この面談の結果をみて､ 両者の合意の上で採用される支援措置の給付内容が､
面談の翌月に CRP 利用者に提案され､ PARP (plan d’action de reclassement
personnalisé) (個別的再就職活動プラン) が作成される｡ PARP にはこれら
の給付内容が記載され､ 以下のようなことが盛り込まれる｡ すなわち､ ①必要
な場合には能力総合評価 (bilan de compétence)､ ②当人に適した連絡者の
介在による個別的指導監督､ ③CRP に記載された相互的義務を履行してもら
うための社会的・心理的支援措置､ ④地域の労働市場の状況を考慮に入れた指
導措置､ ⑤採用面接の準備､ 履歴書の作成､ 就職活動のテクニックのような支
援措置､ ⑥企業創設に関する情報提供､ 企業創設計画の評価への援助､ ⑨技能
検定措置 (Ⅳ２(3)(c)①参照)､ ⑦当人の職業経験を考慮に入れた事前評価を
含む訓練措置､ である (なお､ CRP 加入者は､ ANPE において担当者を変わ
ることなく､ これらの一連のサービスを受けるとされているようである｡ (e)
参照)｡
( 95 )

169

フランスにおける労働市場政策と法 (矢野昌浩)

支援措置は､ つぎのような再就職援助により補完されうる｡ すなわち､ ①
CRP の一環として､ 勤続年数が３か月以上である50歳以上の CRP 利用者の採
用のための､ 使用者への漸減的援助 (Ⅳ２(3)(c)⑧参照)､ ②通常の居所から
離れた地域において､ 無期労働契約または12か月以上の有期労働契約による雇
用を受け入れた CRP 利用者のための､ 地理的移動援助 (同⑩参照)､ である｡
職業転換組織 ((1)(a)①参照) によるサービスと CRP とは､ 経済的理由によ
り解雇された労働者に､ 同時進行的に提案されることができる｡
CRP が終了する前に雇用をみつけて就労を再開した場合､ ２年以上の勤続
年数という要件を満たす者は､ 新しい雇用での賃金が以前の雇用での賃金より
も85％以下である場合に､ 再就職差額補償手当を受ける権利を有する｡ この補
償手当の月額は､ ASR の計算で用いられた準拠賃金日額の30倍と､ 再開した
雇用での月額賃金との差額に等しい｡ この補償手当は､ ASR の残余額の50％
を総額の上限として毎月支給される｡

(d)

財源

以前の職業転換協定と同様に､ CRP の財源は､ 企業と UNEDIC と国によっ
て負担される｡ 企業が､ 勤続年数２年以上の労働者について､ ２か月分の賃金
相当額を負担するのは､ 職業転換協定のときと同じである (この支払いを行う
相手方は ASSEDIC である)｡ しかし､ 勤続年数にかかわらず､ 各労働者につ
いて､ 当該労働者が獲得したが行使しなかった個別的訓練権 (droit individuel
à la formation) の名目での分担を､ 企業が求められる点が新しい仕組みとなっ
ている｡
この個別的訓練権は､ あらゆる労働者が職業生活の全期間を通じて自己教育
を現実にできるようにするために､ 2004年５月４日の法律が､ １年以上の勤続
年数を有する無期労働契約締結者 (見習契約､ 熟練化契約を除く) と､ ４か月
以上の勤続年数を有する有期労働契約締結者とに認めたものである (L.6321‑1
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条以下参照)｡ この権利は､ 訓練のための有給時間保障 (crédit d’heures) と
いう形態をとり､ その時間数は１年に20時間で (パートタイム労働者の場合は
時間数に比例して付与される)､ 積立可能で上限を120時間とされる84｡
個別的訓練権はポータブル (transférable) であるが､ しかし､ 現行法上､
それは解雇 (重大な非行 (faute grave) と重い非行 (faute lourde) の場合
を除く) と辞職の場合に限られている (L.6323‑17条､ L.6323‑19条)｡
この個別的訓練権を根拠とする企業による CRP の費用負担は､ 訓練手当
(allocation de formation) (労働者が勤務時間外に訓練を行う場合に使用者が
支払う手当) の額 (当該労働者が離職前に受け取っていた手取賃金額の50％)
を基礎として算出される｡
また､ 国は､ UNEDIC との協定に基づき､ CRP の枠内で行われる活動に関
する費用の財政負担を､ とりわけこの個別的訓練権保障という名目で行う｡

(e)

加入者による評価

CRP に関する調査では､ つぎのことが指摘されている85｡ UNEDIC の調査
によれば､ 2007年８月時点で､ CRP への加入率は平均36％である｡ また､ 2006
年１月および同７月に CRP に加入した者に対して､ 2007年２月に ANPE が行っ
たアンケート調査によれば､ 加入者の４分の３が､ ANPE での通常の登録と比
較してメリットがあることを理由に CRP を選択している｡ 所得補償上の優遇
(加入者の３分の２)､ 同一の面談者 (interlocuteur unique) による指導監督
(53％)､ 職業訓練の可能性 (38.6％)､ 面談者との頻繁なコンタクト (30.4％)
などがそのメリットとして挙げられている｡ 68.2％が､ CRP によって求職活
動をよりよく支援されたと感じている｡ 10人中９人近くが､ 個別的に指導監督
してくれる面談者をもてたことが重要であったと評価している｡
ANPE による同じアンケート調査によれば､ CRP を利用して１年の間に
68.5％が､ 雇用に復帰している (あるいは復帰直前である)｡ 企業設立準備中
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の者も含めると､ その数字は72.0％に上る｡ 雇用に復帰した者のうちの56.1％
が無期契約を締結しており､ 72.1％が６か月以上の長期契約を締結している｡
雇用に復帰した者のうちの36.1％が以前よりも賃金の低い仕事に就いているが､
しかし､ 雇用復帰者のうちの10人中９人以上が当該雇用に満足している｡

(3)

小括

①こうして､ 解雇理由や企業の従業員規模での限定はあるが､ 現在では CRP
という制度の枠内で､ ASSEDIC は､ 失業保険協定とは異なる協定による特別
な給付手当の支給を行うとともに､ ANPE は､ 国・企業・UNEDIC の財政的
援助を受けながら､ PARP の作成・実行を通じて､ 再就職支援を徹底的に行う
という仕組みが再建されたことになる｡ また､ この前者の給付手当は､ 労働契
約終了の翌日から支給され､ また､ ARE よりも失業者に有利な額となってい
る｡ 経済的理由により解雇された労働者を､ 職業訓練やカウンセリングを含め
た積極的な個別的サポート体制を通じて､ より強力に雇用に復帰させる仕組み
が準備されたことになる｡
換言すれば､ 企業のリストラに対応して､ 労働市場における労働者の
《mobilité》 (移動可能性) を支えるための仕組みが､ 再就職支援サービスの
徹底した個別化､ さらには個別的訓練権のような企業横断的に通用する労働者
個人の権利保障を通じて､ 労使の交渉により試行錯誤を経ながら整備されよう
としている点が注目される｡
②なお､ 2006年３月23日の法律86とそれに基づく同年４月13日のオルドナン
スは､ 職業移行契約 (contrat de transition professionnelle) を創設した87｡
2006年４月15日から2007年３月１日までの間に､ 従業員1000名未満の企業で行
われる経済的解雇に関して､ ７つの地域に限って (Charleville-Mézières, Montbéliard, Morlaix, Saint-Dié-des-Vosges, Toulon, Valenciennes, Vitré)､ 実
験的に CRP の代わりに同契約の仕組みが適用されるものとされた｡ 職業移行
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契約が CRP と異なる主な点は､ 労働者と AFPA の子会社 (有限責任の一人企
業 (entreprise unipersonnelle) として設立された) との間で締結されること､
最長12か月の契約期間であること､ 給付される職業移行手当 (allocation de
transition professionnelle) が契約期間終了まで従前賃金額の80％であること
などである｡
この実験的措置については評価報告書が作成され､ UNEDIC の管理を行う
労使双方に提示された後､ 2008年６月１日までに議会に提出される予定である｡
同報告書では､ この実験に続いてとられるべき措置が提案されることになって
いる｡

４ 職業訓練との関連
(1)

Aref (訓練中に支給される ARE)

2001年と2006年の UNEDIC 通達

｢Aref (allocation d’aide au retour à l’emploi formation)｣､ ｢ARE (formation)｣､ ｢訓練中に支給される ARE (ARE au cours d’une formation)｣
などと表記される失業保険手当がある (以下 ｢Aref｣ という｡)｡ 2001年の協定
の下で､ 2001年９月28日の UNEDIC 通達01‑08号により導入された (｢表６
受給者の訓練と補償へのアクセス｣)｡ この手当は､ 2006年の協定の下でも､
2006年７月21日の UNDEIC 通達2006‑14号により実施されている (｢表６

訓

練中に支給される ARE｣)｡

(2)

1993年の協定による AFR の導入

Aref の前身にあたるものとして､ 1993年の協定の下で AUD の仕組みに組み
込まれていた再就職支援手当 (AFR) がある｡ この AFR では､ AUD の受給
者が ANPE による職業能力評価・就職指導に従い､ 週20時間以上､ 全体で40
時間以上､ 最長３年間の訓練を行う場合に支給された｡ AFR の受給期間は､
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AUD の残余給付期間とされた (訓練の終了後にまだ再就職できない者で､ 給
付期間が残っているものは､ AUD を受給することになるので､ その場合には､
訓練期間が AFR の受給期間となる)｡ その額は､ 訓練開始の前日に支払われて
いた AUD と同額とされるとともに (つまり､ 訓練期間中は AUD が減額され
ないことになる)､ AUD の最低保障額 (1992年７月１日現在で日額131,01フラ
ン) に２％の割増をしたものを下回ってはならないとされた｡ ただし､ この計
算額が準拠賃金日額の75％を超える場合には､ 後者が AFR の日額とされた｡
さらに､ AFR の受給期間が､ 研修期間中に終了してしまった場合には､ 研
修終了まで､ 研修継続手当 (allocation de formation-reclassement de fin de
stage) が支給された｡ その額は､ AUD が減額されないまま当該研修に入った
者については､ AUD の満額に等しい額､ AUD が減額されて当該研修に入った
者については､ この減額された AUD に等しい額とされた88｡

(3)

2001年の協定による Aref への転換

2001年の協定の下では､ 求職者として登録していて ARE を受給している者
は､ Aref を受給できることとなった｡ Aref の受給者は､ PARE の一環として
ANPE により指示された訓練を受けなければならないとされた｡ また､ この訓
練は､ ANPE により認証 (validation) されたものであることを要する｡
Aref では､ AFR と異なり､ それを受給するための訓練の最低もしくは最長
期間または時間数について､ いかなる基準も明確に定められなかった｡ しかし､
2001年の前記通達は､ はつぎのことを確認した｡ すなわち､ 一方で､ 受給者が
40時間以下の訓練を受ける場合には､ ただちに就労可能な求職者としての地位
を維持し､ カテゴリ１､ カテゴリ２またはカテゴリ３ (表９参照) として登録
され続けることになる｡ このため､ 求職者として､ ARE を受給し続けること
になり､ 積極的な求職活動を継続しなければならない (Ⅲ１(1)(a)参照)｡
他方で､ 受給者が40時間を超える訓練を受ける場合には､ もはやただちに就
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労可能とは扱われず､ 職業訓練の訓練生であるとされ､ カテゴリ４ (表９参照)
に属するものとなる｡ このときに､ ARE ではなく Aref の受給が可能になる｡
したがって､ 訓練時間が40時間を超えることが､ Aref の支給基準として事実
上は存在することになる｡
Aref の支給は､ ARE の受給期間の範囲内で行われる｡ 訓練期間中に支給さ
れる Aref の額は､ 失業期間中に支給されていた ARE の額に等しい｡ しかし､
訓練期間中は､ 手当日額は､ 17.11ユーロ (当時) に定められた最低基準を下
回ることはできない｡
AFR とは異なり､ この最低保障額はどのような場合でも支給される｡ すな
わち､ 研修に入る前に､ 季節的失業やパートタイム労働に関する削減係数の適
用を受けていた場合､ 準拠賃金日額の75％の上限規制の適用を受けていた場合､
あるいは老齢もしくは障害年金との併給に関する特別規定の適用を受けていた
場合でも､ 研究期間中はこの最低額が保障される｡
なお､ 訓練期間中に AFR に接続する研修継続手当は失業保険給付であった
が､ ARE (Aref) の受給期間が終了した場合には､ 求職者は､ 連帯手当の１つ
である訓練継続手当 (allocation de fin de formation (AFF)) を受給するこ
とができる (５(4)参照)｡

(4)

2006年の協定の下での Aref

2006年の協定の下での Aref は､ 2001年の協定の下での Aref と基本的には同
様の仕組みである｡ Aref の受給者は､ PPAE の枠内でそれに規定された訓練
を受けなければならないとされた｡ この訓練は､ ANPE により認証 (validation) されたものであることを要する｡ 40時間を超える訓練時間という事実上
の支給基準は維持されている｡ Aref の受給期間､ 支給額､ 最低保障額､ AFF
との接続に関する仕組みは同じである｡ 最低保障額は､ 18.28ユーロ (当時)
とされた｡
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５
(1)

拠出にもとづかない扶助的給付 (連帯制度)
特定連帯手当 (allocation de solidarité spécifique, ASS)

新労働法典には５種類の連帯手当が定められている｡ 特定連帯手当は､ 失業
保険の受給期間の満了者が対象となる｡ 失業保険を受給することとなった労働
契約の終了から遡った10年間で､ 最低５年間就労したことが要件となっている｡
資産要件も課されており､ 申請の日において､ 当該申請者の月額所得が単身者
については特定連帯手当の日額の70倍､ カップルについては110倍を下回るこ
とを証明しなければならない｡ 支給期間は６か月で更新可である (以上につい
ては､ L.5423‑1条以下､ R.5423‑1条以下参照)｡ 給付日額は14.74ユーロである
(2008年１月１日改定)｡ 一定の留保付であるが､ 税と社会保険料は免除される
(L.5428‑1条２項)｡

(2)

待機一時手当 (allocation temporaire d’attente, ATA)

待機一時手当は､ 特殊な理由 (外国での勤務､ 労災など) により失業保険の
受給資格を持たない者が対象となる｡ 資産要件も課されており､ 申請者は､ 月
額所得が社会活動・家族法典 L.262‑2条等に定められた RMI (revenu minimum d’insertion) (参入最低所得) (単身者で月額447.91ユーロ､ 2008年１月
１日改定) (Ⅴ２(9)参照) を下回ることを証明しなければならない｡ 支給期間
は最長12か月年である (以上については､ L.5423‑8条以下､ R.5423‑18条以下
参照)｡ 給付日額は10.38ユーロとなっている (2008年１月１日改定)｡ 一定の
留保付であるが､ 税と社会保険料は免除される (L.5428‑1条２項)｡ 待機一時
手当は､ 2005年12月30日の法律により､ 従来の参入手当 (allocation d’inserti
on, AI) から切り替わったものである｡ 完全な切り替えは2008年度から行われ
ている｡
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年金相当手当 (allocation équivalent retraite, AER)

年金相当手当は､ 老齢年金の拠出期間である160四半期 (40年) を60歳 (年
金支給開始年齢) 未満で満たす求職者が対象となる｡ 60歳に達するまで支給さ
れる｡ 資産要件も課されており､ 申請の日において､ 当該申請者の月額所得が
単身者については AER の日額の48倍､ カップルについては69倍を下回ること
を証明しなければならない (以上については､ L.5423‑18条以下､ 旧労働法典
R.351‑15‑1条以下参照)｡ 給付日額は31.82ユーロとなっている (2008年１月１
日改定)｡

(4)

訓練継続手当 (allocation de fin de formation, AFF)

訓練継続手当は､ 2001年12月６日のデクレで新設されたものである｡ 失業保
険給付を受給していた者で､ ANPE の指示に基づき､ 生涯職業訓練に関する労
働法典第６部の要件に合致する訓練活動を行ったものに､ 失業保険給付の終了
後に支給される (L.5423‑7条)｡ 従来は､ 受給要件として､ 失業保険の受給期
間が７か月以内であることが課せられていたが､ 2006年12月19日のデクレによ
りこの制限は廃止された｡ また､ AFF の受給期間は最大４か月とされていた
が､ これも同デクレにより廃止された｡ したがって､ 職業訓練の全期間を通じ
て支給されることとなった｡ AFF の日額は､ 失業保険給付の終了時の同給付
額に等しいとされる (R.5423‑15条以下)｡

(5) 新規採用契約定額手当 (allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches)
新規採用定額手当は､ 2005年８月２日のオルドナンスにより､ 新規採用契約
(contrat de travail nouvelles embauches)89 が創設された際に､ 同オルドナ
ンスにより新設されたものである｡ 新規採用契約は､ 従業員20名以下の企業を
対象にしており､ 無期で締結されるが､ 締結後の２年間は自由に解雇できると
されている (無期労働契約の解約に関する旧労働法典 L.122‑4条から L.122‑11
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条まで､ L.122‑13条から L.122‑14‑14条まで､ 経済的解雇に関する同 L.321‑1
条から L.321‑17条までが適用除外とされている)｡ この２年間に新規採用契約
を解約された労働者は､ 同契約により４か月継続就労したこと､ 解約から３か
月以内に求職者登録をしたことを要件に､ 新規採用契約定額手当を支給される｡
支給期間は６か月であり､ 支給日額は16.40ユーロとされている (L.5423‑15条
以下､ D.5423‑38条以下､ R.5423‑41条以下､ 2005年８月２日のデクレ参照)｡

６

受給者数等

2007年12月末の時点で､ 失業者数 (カテゴリ１から３までに属する者､ ６か
ら８までに属する者 (表９参照)､ および求職活動を免除された者の合計数)
は､ 346万名､ 失業保険受給者は174万6600名､ 連帯手当受給者は41万6000名で
ある｡ 連帯手当受給者については､ 待機一時手当 (・参入手当) の受給者が２
万1200名､ 特定連帯手当と年金相当手当の受給者が39万1800名となっている90｡
2007年末の失業補償・失業保険給付・連帯手当の各受給率は､ それぞれ60.9
％､ 48.9％､ 12.1％となっている｡ ここ10数年の各受給率の変動をみると､
2001年の協定前には低下していた失業保険給付の受給率が､ その後回復したこ
と､ しかし､ 2004年の協定以降は再び低下していること､ 2006年の協定の下で
は､ 失業保険給付の受給率はほぼ横ばい傾向であるが､ その一方で､ 連帯手当
の受給率が若干増加していることなどが注目される (表12参照)｡
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失業者全体に占める失業補償 (失業保険給付・連帯手当) の受給者率 (フランス)

グラフは､ 上から､ 失業補償全体の受給率､ 失業保険給付の受給率､ 連帯手当の受
給率の変動を示す｡
分母：失業保険制度・連帯制度の適用範囲外の失業者を含む｡
分子：カテゴリ１から３までに属する者､ ６から８までに属する者 (表９参照)､ お
よび求職活動を免除された者
出典： Unedic, Direction des études et des statistiques, Chômage indemnisé ou
non indemnisé (principaux résultats au 31 décembre 2007 et analyse détaillée
au 30 juin 2007), le 4 avril 2008. 表13､ 表14､ 表15についても出典は同じである｡

年齢階層別の受給率をみると､ 年齢が高い階層のほうが高い受給率となって
いる (表13参照)｡ これは､ 年齢や勤続年数が高いほうが受給権の保障水準が
手厚くなるという､ 失業保険制度の仕組みが影響していると考えられる91｡ ま
た､ 性別の受給率をみると､ 男性のほうが高くなっている (表14参照)｡ この
点は､ 女性のほうが失業率・長期失業率ともに男性よりも高いことからすると
(表２､ 表３､ 表６､ 表７参照)､ これらの数字の上では､ 失業が女性に与える
影響はより深刻であるといえるかもしれない92｡
失業補償を受給してない者の内訳をみてみると､ 受給に必要な一件書類の作
成を拒否された者が､ 減少傾向にはあるがもっとも多い (表15参照)｡ 2007年
６月末時点で､ 失業補償を受給していない者は106万9052名であるが (ただし､
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カテゴリ１と６に属する者 (表９参照) に対象を限定している)､ その半数以
上である56万150名が一件書類の作成を拒否された者である｡ そのうちでは､
表13

年齢階層別の失業補償の受給率 (フランス)

グラフは､ 上から､ 50歳以上､ 25歳以上49歳未満､ 25歳未満の受給率の変動を示す｡
また､ 横軸について､ たとえば ｢1T07｣ は､ 2007年の第１四半期を意味する｡ この点
は､ 表14も同様である｡

表14

性別の失業補償の受給率 (フランス)

グラフは､ 上から､ 男性､ 女性の受給率の変動を占めす｡
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カテゴリ１と６の失業者に占める失業補償の非受給者数 (フランス)

グラフは､ 右端の上から､ 一件書類の作成を拒否された者､ 受給権が終了した者､
受給権をもたない者の数の変動を示す｡ 縦軸は1000名単位である｡

女性が55.2％､ 30歳未満の者が46.3％を占める｡ 一件書類の作成を拒否された
理由としては､ 失業保険の受給権を獲得するための加入期間要件を満たさない
というのが､ 72.9％に達している93｡
なお､ 2007年９月の時点で､ 失業保険受給者の平均受給月額は1073ユーロで
あり､ また失業前の平均賃金月額は1851ユーロであった94｡

Ⅴ
１

職業紹介・労働市場改革との関係
2005年１月18日の法律 (いわゆる社会結合法)

職業紹介 (placement) に関する活動は､ 常態として､ 雇用の供給と需要と
を接近させるためのサービスを提供することからなり､ この活動を保障する自
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然人または法人は､ そこから生じうる労働関係の当事者とはならないものをい
う (L.5321‑1条)｡ 求職活動を行うあらゆる者は､ 職業紹介サービスに無料で
アクセスすることができなければならない (L.5321‑3条)｡ 職業紹介に関して
は､ 2005年１月18日の法律 (いわゆる社会結合法) が大きな改正を行った95｡
第１に､ 職業紹介は､ 長い間､ ANPE に公的な独占権が与えられていた (旧
L.311‑1条)96 ｡ しかし､ この独占は､ 自由な競争という EC のルールに反する
と EC 司法裁判所により判断された｡ このため､ 同法はそれに終止符を打ち､
いくつかの条件の下で民間事業者 (opérateurs privés) の活動を認めるに至っ
た97｡
第２に､ 同法により､ ｢公的雇用サービス｣ (service public de l’emploi) と
いう概念が､ ｢公的職業紹介サービス｣ (ANPE による職業紹介の独占を実質的
には内容とした) に替えて用いられるようになった｡ 同概念は､ 固有の意味で
の職業紹介だけでなく､ 求職者の補償､ 参入､ 訓練および支援を含むものとさ
れる (L.5311‑1条)｡ 公的雇用サービスは､ 一方で､ 公的諸制度 (雇用に責任
を有する国の諸機関､ ANPE､ AFPA (成人職業訓練協会))､ 他方で､ 失業保
険を労使対等原則で管理する職業的諸制度 (UNEDIC､ ASSEDIC) により分
担される (L.5311‑2条)｡ 国と ANPE と UNEDIC は､ 複数年協定を締結し､
公的雇用サービスの目的､ ならびにその実施条件および評価方法を定めるもの
とされた (L.5311‑5条､ 旧労働法典 L.311‑1条４項に相当)｡ 協定の当事者は､
求職活動のコントロールを共同で行う (L.5426‑1条)｡
第３に､ 地方公共団体は､ 公的雇用サービスに協力しなければならないとさ
れ､ その地域内で活動するさまざまな公的組織または私的組織 (訓練実施者､
職業的参入・派遣労働を行う企業､ 民間職業紹介機関など) の参加で助力して
もらうこともできるとされた｡ また､ ｢雇用会館 (maison de l’emploi)｣ が設
置されることになった (L.5312‑1条以下参照)｡ これは州のレベルで､ 公的雇
用サービスに関する諸活動の調整を行う公益団体である｡ 雇用会館には､ 同会
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館のパートナーとして､ 地方公共団体､ 国､ ANPE､ ASSEDIC (以上は参加
が義務とされる)､ 他の組織 (AFPA､ 外国領事機関､ 労使各団体等) が集め
られる98｡ 2007年半ばで97箇所に開設されているとのことである99｡
第４に､ 公的雇用サービスへの参加者が複数であることから生じる不都合を
軽減するため､ 求職者単一書類 (DUDE) の制度が創設された (旧労働法典 L.
311‑1条４項 c 号､ 新労働法典 L.5311‑5条に相当)｡ この制度の詳細については､
前 述 し た 国 ・ ANPE ・ UNEDIC の 三 者 間 で 締 結 さ れ た 協 定 で 定 め ら れ た
(DUDE に関する2006年５月５日の協定)｡ この求職者一件書類は､ インター
ネット上で管理され､ 協定署名当事者の情報システムにより求職者情報を蓄積
されそのデータ交換を行う､ という特徴をもつ (同協定３条)｡
しかしながら､ ANPE による職業紹介と UNEDIC・ASSEDIC による失業
補償という､ フランスの就労支援制度の特徴である二元性は､ 2005年の改正に
よっても､ なお基本的には維持されていた｡
ただし､ 一方で､ 国・ANPE・UNEDIC の三者間で締結された協定により､
単一窓口 (guichet unique) (ASSEDIC での求職者登録と ANPE での面談が
同じ場所でできる) の実現が基本方針として盛り込まれていることが注目され
る (公的雇用サービスに関する2006年５月５日の協定前文・３条 c 項・８条 a
項参照｡ この協定は無期協定であり､ それが有効である間が､ さきほどの
DUDE に関する協定の有効期間とされている｡)｡ とくに､ 2006年末までに､
各州で最低１つの ANPE と ASSEDIC の単一窓口の開設が方針とされていた｡
2007年５月に公表された同協定の実施に関する中間報告では､ 2007年２月末ま
でに172箇所で単一窓口 (ただし､ 同じ場所にあるケースだけでなく､ 建物が
隣接しているケース､ 200メートル以内の場所にあるケースが含まれている)
が開設されていること､ また､ ７箇所の雇用会館で単一窓口が設置されている
ことが記されている100｡ このような試みが､ 2008年２月13日の法律による改革
への下地をつくることになったものと解される｡
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また他方で､ この2005年法前後から､ 後にみる2008年２月13日の法律に至る
までの間に､ 失業保険制度のあり方､ それと職業紹介との関係､ さらにはフラ
ンスにおける労働市場政策一般に関して､ さまざまな報告書・意見書が公表さ
れた｡ これらも､ 基本的には､ 2008年法への下地をつくった要因の１つといえ
るであろう｡ 以下に､ これらの報告書等を簡単にみてみることにしたい (なお､
の中に記載したのは､ 紹介者のほうで情報を補足・補正した部分である｡)｡

２

失業保険・職業紹介・労働市場政策に関する各種報
告書等

(1)

マランベール報告 (2004年１月14日)

コ セ ン セ イ ユ ・ デ タ 評 定 官 ( 当 時 ､ 以 下 同 様 ) マ ラ ン ベ ー ル (Jean
MARIMBERT) (ANPE の 旧 理 事 長 ) が ､ 労 働 大 臣 フ ィ ヨ ン (François
FILLON) に､ 2004年１月14日付で ｢雇用サービス間の接近｣ (rapprochement
des services de l’emploi) に関する報告書を提出した101｡
同報告書では､ 失業者の指導監督を改善するために､ ANPE､ UNEDIC､
AFPA などの雇用サービスを接近させる手段を検討することが目的とされた｡
そこでは､ ①労働市場に介入する仕組みが､ 他の欧州諸国に比類するものがな
いほど《複雑》であり《分断》されていること､ ②このことが､ 失業者の求職
活動に対する審査を脆弱なものにしている (失業保険給付の支給停止などの制
裁件数が非常に少ないことにそれは表れている) こと､ ③失業補償を受けるた
めの求職者の義務を､ 法律は明確に定めるべきであること､ ④非難されるべき
事実に比例して､ 失業給付を減額できるような仕組みを導入すること

現行で

も手当の減額は行われうるとのことである｡ Ⅲ１(2)(b)参照｡ ､ ⑤国の後見の
下にある ANPE と労使により管理される UNEDIC との統合 (fusion) は､ 問
題が多く費用もかかるので､ 《戦略的パートナーシップ》を選択するほうが望
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ましいことなどが指摘された｡

(2)
(a)

カユ＝クラマール報告 (2004年12月６日)
概要

雇 用 大 臣 ボ ル ロ ー (Jean-Louis BORLOO) と 財 務 経 済 大 臣 サ ル コ ジ
(Nicolas SARKOZY) が､ 経済学者であるカユ (Pierre CAHUC) (パリ第１
大学教授) とクラマール (Francis KRAMARZ) (エコール・ポリテクニーク
教授) に検討を依頼して作成されたのが､ ｢不安定からモビリティへ――職業
的社会保障に向けて｣ (De la précarité à la mobilité : vers une sécurité
sociale professionnelle) と題する報告書である102 ｡ 公式には2004年12月６日
に発表されたが､ サルコジが財務省を辞任する直前の同年11月末には､ その側
近によって内容が明らかにされていたとされる｡
同報告書は､ ①あらゆる失業者の《プロファイリング》を行うこと､ 支出を
もっとも必要とする者に《重点化》すること､ ②雇用会館の中に多様なアクター
(ANPE､ UNEDIC､ AFPA 等) を取りまとめる単一窓口を設置すること､ そ
の役割を失業補償の管理と求職者のプロフィールの決定に集中させること､ ③
再就職のプロセスの調整役を国に任せること､ 競争入札で選択され､ その報酬
は成果主義で決まる外部の取引相手に､ 雇用復帰支援を委託すること､ ④企業
の再就職支援に関する義務を､ 解雇を行った場合の課税に替えること､ その税
収は公的雇用サービスの財政運営に回されること､ ⑤失業者と国の《相互義務
(engagement mutuel)》を明記すること､ それにより､ 失業者は､ 一定の失
業期間の後に､ 求職活動を継続できるパートタイムの活動を提案され､ それを
拒否した場合には､ 失業補償を停止することなどを提案した｡
それ以外に､ 同報告書では､ 労働市場に関する政策として､ ⑥小売業､ カフェ､
ホテル､ 獣医､ タクシーなどのような産業部門での入職規制 (学位など) を廃
止し､ 規制産業・規制職種へのアクセスを広げることで､ 雇用を創設すること､
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⑦有期労働契約を廃止し､ 単一労働契約 (contrat de travail unique) を創
設することが提案された｡ 最後の点について､ 若干敷衍しておく｡

(b)

単一労働契約

①まず､ ｢雇用の社会的価値を復権させる｣ という表題の小節で､ つぎのよ
うな問題提起を行う｡
｢単一労働契約の創設は､ 有期労働契約の過度の利用による不平等を抑制す
ること､ 過度に複雑となり､ そのことがこの20年間に処遇の不平等の大きな原
因となった労働契約を単純化することを目的とする｡ …職業的経路の安定化は､
雇用への参入に最大の困難を抱えている者をわきに放っておかずに､ あらゆる
者によい条件で迅速な雇用復帰を保障できることでなければならない｡ この目
的を達成するために､ 労働契約と解雇規制が､ ２つの相互補完的な原則に基づ
いて制度化されなければならない｡ 雇用の社会的価値 (valeur sociale) の尊
重であり､ 再就職権 (droit au reclassement) の実施による人の保護である｡｣
｢労働者は財やサービスの生産のために企業により雇用される｡ この生産が
雇用の私的価値 (valeur privée) を表す｡ それは労働者には賃金として､ 企
業には利益として分配される｡ しかし､ 企業やその労働者は､ 社会のそれ以外
の部分から孤立しているのではない｡ …雇用を破壊する決定は､ 企業や関連す
る労働者のみの利益を超えて影響を及ぼしうる｡ この場合､ 社会にとっての雇
用の価値

雇用の社会的価値

は､ その私的価値と異なる｡｣

｢雇用の社会的価値と私的価値とが乖離する重要な原因は､ 税制の全体的な
仕組みのうちに存在する｡ 歳入の大部分は就労者に由来する｡ 失業者や非就労
者は…歳入にほとんど寄与しない｡ そこから社会的価値と私的価値との間の乖
離が生じ､ 被用者から失業者・非就労者への地位移動により生じる歳入の喪失
と…追加支出とにより､ この乖離は算出可能である｡ OECD 加盟国の大部分
では､ 雇用の社会的価値と私的価値の差は相当なものであり､ それは雇用保護
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を正当化する｡｣
｢失業保険と社会的最低基準保障 (minima sociaux) の財政方式は､ 雇用
の社会的価値と私的価値との相違のもう１つの原因であり､ おそらく税制より
もはるかに重要である｡ フランスも含めて多くの国では､ 失業保険は賃金への
タックス [強制徴収される失業保険料をここでは意味するものと解される
訳者注] により財政運営される｡ この文脈では､ 従業員の中の１人を解雇する
使用者は､ 解雇された労働者への給付の財源として､ その他の労働者や使用者
を当てにしている｡ この使用者は､ 自分が破壊した雇用が失業保険の財政にも
はや寄与しないということも､ 考慮に入れていない｡ …雇用の社会的価値は､
失業期間中の被解雇者集団のための費用に等しい金額の分だけ､ その私的価値
を上回っている｡ 解雇により惹起された財政的影響を無視することによって､
企業は自分のところの人件費だけを考慮しており､ この解雇の現実的費用はそ
の念頭にはない｡ 現実的費用が人件費を上回る状況において､ 企業はあまりに
も多くの雇用を破壊する傾向にあるといえる｡｣
｢したがって､ 国家は､ 企業の利益が社会の利益と一致するような介入を行
うべきである｡ 企業による雇用の社会的価値の軽視を正す方法は､ 失業保険や
社会的最低基準保障の財政に寄与する解雇への課税を導入することにより､ 雇
用保護を《税制化》する (fiscaliser) ことからなる｡｣
｢この観点から､ 雇用保護の《税制化》は､ 被解雇者の求職活動支援と再就
職への権利を保障することを､ 究極の目標とする｡ このような目標は､ 現行シ
ステムにおいては達成されないことを認めざるを得ない｡｣
②つぎに､ ｢人を保護する｣ という表題の小節では､ つぎのように論旨を展
開する｡
｢労働契約の現行の規制は､ 雇用保護に集中しており､ 雇用を奪われた者を
保護する真の手段をもたらしていない｡ この特徴は､ ボワソナ報告103とシュピ
オ報告104において展開された労働契約の刷新に関する考察をもたらしたが､ 結
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局のところ､ 人も雇用も保護しない点で有害なものである｡｣
｢現在実施されているような雇用保護規制では､ 雇用の総量を増やすことが
できない｡ …たしかに､ 雇用保護は労働ポストの破壊を抑制する｡ それにもか
わらず､ それは代償として､ 雇用の創造の縮減をもたらす｡ 規制がなければ企
業が自ずと削減していた収益の乏しい人員の維持による過剰費用は､ 新しい雇
用により期待される収益を減少させるからである｡ したがって､ 雇用保護は､
それにより多く抑制されるのが雇用の創造よりも雇用の破壊である場合に有効
である｡ そうである以上､ 失業と雇用に対する雇用保護の影響は､ 実証可能な
問題となる｡ ところで､ …いくつかの国で行われている数十を数える実証分析
によれば､ 解雇保護は､ とりわけ､ 労働市場への参入が最も困難である､ 若者・
女性・高齢者のような人口集団にとっては､ むしろ雇用に悪影響を及ぼしてい
る｡ したがって､ 現在の規制は､ 雇用保護という目的を達成していない｡｣
③そのうえで､ 同報告書では､ ｢単一労働契約｣ を提案する｡ それは､ 労働
者に真の再就職権を保障するために､ 雇用の社会的価値を企業に考慮に入れさ
せることで､ 職業経路を安定化し均質化する (homogénéiser) することを目
的とするとされる｡ このような観点から､ 単一労働契約は､ ３つの主要な特徴
を持つものとして示される｡ すなわち､ 第１に､ 無期契約であること､ 第２に､
同契約の解約の場合に､ 使用者は労働者に対する補償と､ ドゥラランド拠出金
(Ⅲ２(2)(c)参照) にならって､ 公権力に対する連帯拠出金とを支払うこと､
第３に､ 同契約の署名は､ 雇用喪失の場合に個別的支援と代替的所得の保障を
もたらすことである｡
このような特徴との関係でとくに注目されるのが､ 経済的解雇に関する特別
な規制は不要であるとし､ さらに､ 解雇についての ｢真実かつ重大な理由｣ の
存否の判断基準は､ 連帯拠出金の支払いと解雇手続の遵守 (具体的には､ 労働
者に対する補償の支払いを意味するものと解される) となるとしている点であ
る (同報告書 ｢3.2.3.再就職保障と経済的解雇概念の放棄｣ 参照)｡
( 114 )

琉大法学

(c)

第80号 (2008)

150

小括

結局のところ､ 同報告書の単一労働契約構想は､ 相重なり合う２つの理屈か
ら成り立っている｡ １つは､ 雇用の社会的価値はその私的価値を上回るという
点 (上記(ii)①)､ もう１つは､ 解雇規制は雇用をむしろ抑制しているという点
(同②) である｡ そのうえで､ 前者については､ 雇用の社会的価値は労働者が
失業した場合の経済的負担に単純化され､ その経済的負担を企業が負うとしつ
つも､ そのことにより､ 雇用に有害と判断された解雇規制の事実上の撤廃を正
当化しようとする｡
同報告書における ｢プロファイリング｣､ ｢相互義務｣ 原則などの強調も､ こ
のような単一労働契約構想とは無関係ではなく､ 解雇規制の事実上撤廃された
労働市場における労働力の効率的再配置のための施策として､ 求職活動のモニ
タリング強化を１つの主要な柱とする再就職支援策の改革案が､ 打ち出されて
いると解されるであろう｡
なお､ 労働組合の反応としては､ ｢職業的社会保障｣ という問題提起には賛
同が表明されつつも､ 再就職に関する企業負担を軽減するものである (CGT)､
不安定を克服するよりは､ 不安定を制度化し日常的なものにする (CFTC) と
いった批判がされたことが報じられている105｡

(3)
(a)

雇用・所得・社会結束評議会報告 (2005年10月20日)
目的と課題

首相の下に置かれた組織である雇用・所得・社会結束評議会 (Conseil de
l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale, Cerc) (議長はジャック・
ドロール (Jacques DELORS) であり､ 前述のカユ・パリ第１大学教授も構
成員となっている) が､ 2005年10月20日に ｢雇用への復帰を援助する｣ と題す
る報告書を公表した106｡ 同報告書の目的は､ 雇用復帰を援助する仕組みを徹底
的に分析し､ 失業者支援を改善するための提案を作成することにあるとされる｡
( 115 )

149

フランスにおける労働市場政策と法 (矢野昌浩)

同報告書によれば､ フランスにおける失業対策は､ ４つの困難に直面してい
るとされる｡ ①国家・地方公共団体・労使の間で責任の所在が曖昧になってい
ること､ ②資金が分散していること､ ③実務を行う者がばらばらになっている
こと､ ④手段やさらには方向性が不安定で､ さらにほとんど進歩しないことで
ある｡ このような状況を改善するために､ 同報告書は､ フランスのシステムの
実効性を高めるとともに､ 失業者にとっての機会均等を促進することを目的と
した改革を､ つぎのように提案する｡

(b)

失業補償の見直し

失業保険制度はあらゆる状況をカバーしていない｡ ２人に１人の失業者しか
ARE を受給しておらず､ 特定連帯手当は失業者の10％にしか開かれていない｡
このため､ 相当数の求職者が RMI (後述) を求めることになるが､ RMI はそ
の受給要件からして25歳未満の若者には利用できない｡ 若者と一定の不安定雇
用者は､ 一般に､ 十分な代替的所得を受けることができない｡ さらに､ 失業保
険の財政運営は､ 職際的な連帯 (労使の保険料) のみを基礎としているので限
界がある｡ したがって､ つぎのような措置が検討されるべきである｡
①失業保険制度の財政に税財源を導入すること｡
②ARE と特定連帯手当と RMI について､ これらの代替的所得の付与に関す
るルールを同時に検討することで､ 三者間の連関を見直すこと｡
③失業保険制度をより公平なものにすることで､ 失業リスクをよりよくカバー
すること｡ そのために､ 第１に､ 失業保険の給付期間 (最長を23か月とする
現行制度のランクでは ｢Ⅳ｣ が廃止されることになる､ Ⅳ１(1)参照 ) 保険
料の支払期間に比例するであろうが､ 保険料支払いの最初の月から手当受給権
を付与する｡ 第２に､ 労働市場に参加したばかりの若者を含めて､ 積極的に求
職活動をしているすべての ANPE 登録者に対して､ 資産要件という留保付で､
連帯手当受給権を拡大する｡ 第３に､ 失業したパートタイム労働者が RMI の
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受給を求める必要がないようにするために､ 最低補償基準を設ける｡
また､ 失業保険手当の漸減制を復活させることではなく､ ヨーロッパで最も
高額とされる現行の手当上限額を引き下げることが検討に値する｡

(c)

支援の改善

PARE と PAP は､ 失業者の早期受入れと個別的指導監督により､ 雇用復帰
と再就職期間に積極的効果をあげているが､ しかし､ 控え目のものにとどまっ
ている｡ したがって､ 他の措置によって補完されるべきである｡ そのために､
一方で､ 求職活動の全過程を通じて､ ANPE の地方支局 (実際に失業者がサー
ビスを受ける事務所) において､ 失業者が同じ担当者 (référent unique) を
利用できるようにすること､ 他方で､ 失業者が訓練により円滑にアクセスでき
るようにし､ また､ 訓練の提供者と内容の評価が実施されることが挙げられる｡

(d)

公的雇用サービスのガバナンスの改善

フランスのシステムの複雑さは､ 深刻な非効率性の原因となっている｡
UNEDIC と ANPE との曖昧な競合状態を回避するために､ つぎのようなガバ
ナンスの単純化が必要である｡
①ANPE と UNEDIC との統合が必要ないと判断されたとしても､ 労使と国
とは､ 失業者の補償と雇用復帰支援とを管理するために､ より緊密に結びつき
あうことが望ましい｡ 労使は､ ANPE の戦略的方向付けのなかで有効な役割を
果たすことができる｡ 国は､ UNEDIC の管理部に参加する｡
②UNEDIC と ANPE の相互の任務を明確にすること｡
③失業者への職業紹介を援助するための民間事業者の利用は､ 明確なルール
と民間事業者の活動の評価と審査に従って選定するとともに､ 競合状態にする
べきである｡ 事業者が最も困難な者を放置して､ 失業者の上澄みを掬う
(écrémage) のを避けるために､ これは必要である｡ 職業紹介のプロセスを支
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配するのは､ 常に ANPE であるべきである｡

(e)

小括

この報告書では､ 労使と国との関係をより密接にするという基本的な方向性
の下で､ とくに､ 失業保険制度のあり方について､ 財政に税財源を導入する
(それとともに国が同制度の管理運営に参加する)､ 失業保険受給に要する加入
期間を１か月にまで短縮する､ 原則としてすべての求職者に連帯手当受給権を
拡大する､ 最低補償基準を設ける､ といった具体的な提案がだされていること
が注目される｡

(4)

会計院報告 (2006年３月23日)

2006年３月23日に､ 会計院は､ ｢失業保険の発展

補償から雇用復帰援助

へ｣ と題する報告書を公表した107｡ 同報告書では､ ASSEDIC や ANPE などの
地域的管轄にまとまりがないことや､ ASSEDIC と ANPE との役割分担があ
るために､ 求職者にとっては複雑な手続になっていることなどから､ 多くの機
能不全が生じていることを､ 現状の問題点として指摘した｡ そのうえで､ 失業
保険制度と ANPE との統合という考えは退けつつも､ 両者間のより顕著な接
近が必要であり､ また､ 失業者支援において UNEDIC により一層の責任を与
えるのが望ましいという､ 基本的方向性を示した｡ さらに､ 具体的には､ つぎ
の点が指摘された｡ ①から⑤までが失業者の受入体制の改善､ ⑥から⑩までが
関連機関の協働体制の改善､ ⑪から⑭までが財政の改善にかかわるものである｡
①雇用会館のコンセプトを明確にすること｡ それは､ 雇用サービスの一貫と
して行われる諸活動の調整に寄与しており､ 行政の補足的機関にすべきではな
い｡
②求職者単一書類を速やかに実施すること

この報告書が公表されたときに

は､ 国・ANPE・UNEDIC 間の DUDE に関する2006年５月５日の協定が､ ま
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だ締結されていなかった｡ ｡ それは､ 雇用復帰措置に関する指示の透明性を高
め､ 諸措置の効果の判定を容易にする｡ この仕組みの効率性は､ リアルタイム
での情報の真の共有化が図れるかどうかに依拠する｡
③失業保険機関､ ANPE､ 連携契約者 (co-contractant) あるいは認可事業
者 (prestataire agréé) に関係なく､ 支援措置の指示ができるようにすること｡
失業者に無用な移動をさせたり､ 雇用復帰をそれだけ遅らせる過度な期間設定
を行ったりすることは避けるべきである｡ ASSEDIC のアドバイザーは､
ANPE の事前の同意なく､ 訓練や雇用に向けての失業者の指導を直接できるよ
うにすべきである｡
④UNEDIC と ANPE の主要な連携先 (APEC など) との直接的な関係を創
設すること｡ これは､ 指導と審査の効率性を高めるのに寄与する｡
⑤プロファイリングの技術を発展させること｡ それにより､ 支援を最も必要
としている者を速やかに引き受けて､ 手元にある求人の最適な活用を促進し､
多数の指導監督を一斉にすることからくる支障 (面談の遅れ､ アドバイザーの
相対的不足) を制限することができる｡
⑥共通の情報機器を通じて､ 各当事者間でより効率的な調整を行うこと｡ そ
のことは､ 失業者のより効率的なコントロールを可能にする｡
⑦求職者名簿の構成を見直すこと｡ 求職者の現在のカテゴリ分けは､ 雇用市
場の実態や個人の状況の多様性 (部分的活動､ 企業創設) をもはや反映してい
ない｡
⑧求職者名簿の改定を､ より信頼できるものにすること｡ 正確で定期的で､
国・ANPE・UNEDIC に共通の調査の実施は､ 情報の共有化を伴わなければ
ならない｡
⑨社会保険料徴収機関 (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations famililiales, Urssaf) の情報の ASSEDIC への
系統的で完全な伝達を､ 必要な法律等の修正の後に行うこと｡ これにより､ 社
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会保険料徴収機関が行う徴収基礎額審査の結果を､ ASSEDIC は利用できるよ
うになる｡
⑩国が求職活動の審査に関する権限を完全に保持することを選択したのは､
残念であったこと

ただし､ 求職活動の審査権限を国が保持する仕組みは､

2001年の協定の交渉の際には維持されたが､ 2005年１月18日のいわゆる社会結
束法により変更された｡ Ⅲ１(2)(a)参照｡ ｡ 国は､ 効率的な管理と虚偽申告の
防止・発見にとって不可欠な､ 情報とファイルの交換を促進すること｡ 社会保
険料徴収機関に伝達されたのと同じ情報を､ 同じ期間内に､ 失業保険機関にも
伝達しなければならないこと｡ 保険料不払者からの徴収権限を ASSEDIC に委
譲する可能性を検討すること｡
⑪PARE に関連する UNEDIC と ANPE との財政的関係を明確にすること｡
ANPE は､ 失業保険機関の負担で自らが行った支出を､ 適切に説明できるよう
にしなければならない｡ UNEDIC により財政支出される雇用復帰援助は､ 現
場の実情によりよく適合させられなければならない｡
⑫複数の独立組織に委託される徹底した評価が､ 検討されているすべての新
しい措置について実施されなければならない｡ 労働供給が不足している目下の
需要に対応するための委託訓練が､ 促進されなければならない｡ 採用に前置さ
れる訓練活動の成果は､ 使用者に採用の約束の遵守をより一層促すことなどに
より､ 改善されなければならない｡
⑬労使は､ 失業保険制度の管理者としての財政的責任を完全に引き受けるこ
と｡
⑭ドゥラランド拠出金 (Ⅲ２(2)(c)参照) を早急に廃止すること [これは
2006年12月30日の法律により､ 2008年１月１日から廃止された]｡

(5)

経済社会諮問院意見 (2007年５月30日)

経済社会諮問院 (Conseil économique et social, CES) は､ 第５共和制憲
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法69条以下に定められた諮問機関で､ 法案や経済社会問題に関して政府の諮問
に応じて意見書を提出する｡ 同院は､ 2007年５月30日に､ ｢職業経路の安定化｣
(sécurisation des parcours professionnels) に関する報告書を提出した108｡
この時期の動向はつぎの通りである｡ 2007年２月26日に､ ドヴィルパン
(Dominique-Marie-François-René Galouzeau de VILLEPIN) 首相は､ フラ
ンスでは労働法と労働契約を発展させることが､ フランス流の真のフレキシビ
リティ (fléxisécurité) を確立するための鍵である旨の演説を､ 経済社会諮問
院で行った109｡ それに続き､ 同首相は､ 同年６月18日には､ 労使対話の現代化
(modernisation du dialogue social) に関する2007年１月31日の法律110 (労働
立法の改革の際に労使との事前協議を政府に義務づけた) に則り､ 一方で､ 労
働市場の現代化と職業的経路の安定化､ 他方で､ 社会的民主主義に関する政府
の指針表明を行った111｡ これに続き､ 同年６月19日には､ 労使のナショナルセ
ンター間で､ ｢職業的経路の安定化､ 労働契約および失業保険に関する労働市
場の現代化｣ についての団体交渉を開始することを決定した112｡ 交渉は同年９
月７日に開始し113､ 2008年１月11日に ｢労働市場の現代化｣ に関する協定の締
結に至った114｡ このような一連のプロセスの比較的初期の段階で､ 経済社会諮
問院は､ 前述の意見書を提出した｡ その内容はつぎのようなものであった｡
①特別な契約に依拠しないで､ 若者の参入が安定されなければならない｡ 単
一労働契約という方法は､ 選択されたモビリティ (mobilités choisies) の発
展にとってブレーキとなると考えられるので､ 勧められない｡
②休暇権 (droits à congés) の行使の後の雇用復帰をより一層早めること
で､ 女性の就労条件が改善されなければならない｡
③失業期間は､ 移行 (transition) 時期として活用されなければならない｡
この時期は､ ディーセントな収入により安定化される一方で､ 能力のダイナミッ
クな発展時期とされなれければならない｡
④ある企業・部門から別の企業・産業にポータブルな権利で､ もはや労働契
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約ではなく､ 人に付随して､ 全生涯を通じて累積可能なものが､ とりわけ相互
扶助化 (mutualisation) を通じて集団的に保障されなければならない (個別
的訓練権など)｡
⑤職業経路の安定化は､ 各人にその職業生活を予想し支配する手段を与えな
ければならない｡ それは､ とりわけ継続的訓練の発展､ 経験の承認､ 選択され
たモビリティの促進によって与えられる｡
⑥構造と手段と財政の改革が､ 職業経路の安定化には不可欠である｡ とりわ
け､ 全就業者にその職業経路の全体にわたって､ 平等なサービスが提供されな
ければならない (指導､ 雇用､ 訓練)｡

(6)

雇用方針審議会中間意見 (2007年６月13日)

雇用方針審議会 (Conseil d’orientation pour l’emploi, COE) は､ 2005年
４月７日のデクレによって創設された｡ 首相の下に置かれ､ 雇用問題の全体に
ついて調査報告と協議を行う機関である｡ 同審議会も､ さきほど経済社会諮問
院が意見書を提出したのと同じ背景の下で､ ｢職業経路の安定化と活発化
(dynamisation)｣ と題する報告書を､ 2007年６月13日に提出した115｡ それによ
れば､ つぎのようなことが指摘されている｡
①大量の退職者がでるために､ 2015年までの毎年､ 約75万のポストが提供さ
れる｡ 経済は第３次化 (サービス化) により特徴づけられ､ 労働市場は一定の
職業においては深刻な人手不足に直面するであろう｡
②単一労働契約という考え方は､ 職業経路の流動化と安定化を求める１つの
道筋である｡ しかし､ この改革は多くの法的制約に直面し､ 成果も不確かであ
ろう｡
③もはや労働契約ではなく､ 人に付随する､ 個別的訓練権のようないくつか
の権利のポータビリティは､ 労働組合全体に共通の権利要求事項となっている｡
④失業保険制度の改革の一環として民間事業者が活用されたが､ そのことは､
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厳密で独立した評価システムの設置という問題を提起している｡
⑤雇用サービスにおける役割分担は､ 共通の地理的区画に基づいていないた
め､ 協力の仕方が問題となっている｡ 現在進行中の諸機関の接近が､ 引き続き
求められることになる｡
⑥失業保険制度の改革により､ 失業者に支給される手当として､ ARE と
RMI (後述参照) の再編がもたらされる可能性がある｡ また､ 本審議会は､ 最
も有利な条件で補償を受けている者に対する手当額の漸減制､ あるいは雇用復
帰の困難さとの関連で補償期間の長さを決定する仕組みの導入を検討する｡

(7)

使用者団体による提案 (2007年10月15日)

(a)

背景

労働市場の現代化に関する交渉過程において､ 2007年10月15日に､ MEDEF
が使用者側の３つのナショナルセンターの名前で､ 雇用復帰に関する論点整理
のための文書 (note problématique) を組合側に提示した116｡ そこでは､ 新し
い失業保険制度と求職者支援策に関するプランが示されている｡

(b)

新しい失業保険制度

経営者側が提案しているのは､ 国民的連帯 (つまり税財源) により財政負担
され､ 求職者全体に開かれた基礎的一般制度 (régime général de base) の
創設である｡ さらに､ 公権力の責任の下に置かれる同制度を補完するものとし
て､ 労使の拠出金により財政負担され､ 一定の条件を満たす失業者に給付を行
う保険的制度 (régime assurantiel) が位置づけられている｡ 労使が当該保険
的制度の諸々の構成要素を決定することになるが､ この論点整理文書では､ つ
ぎのような基本方針が示されている｡
①この保険的制度から給付を受けるためには､ 失業者は､ 基礎的一般制度の
適用対象者であること､ および､ 雇用を非自発的に奪われたか合意解約により
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求職者となったことを､ 満たさなければならない｡
②労使の保険料の決定は､ 一定の条件の下で限定された期間について保険給
付を可能にする水準で行われなければならず､ 企業の負担を増大させてはなら
ない｡
③失業保険給付のランク

Ⅳ１(1)参照

は､ つぎの諸点を踏まえて決定さ

れなければならない｡ 労働市場の新しい特徴に合致すること｡ 強化された再就
職支援の個別的措置の設置とセットになって､ より短い期間に受給者をよりよ
く補償すること｡ 高齢者の活動期間を長くする必要性を考慮すること｡ 再就職
を促進すること｡ 仕組みのより一層の単純化と透明化を確保すること｡
④保険的制度による補完的給付額は､ 上限の範囲内で､ かつての賃金の一定
割合に対応しなければならない｡ 保険的制度の給付と基礎的制度の給付の併給
額は､ かつての賃金の一定割合を越えることができない｡
⑤両制度からの給付の代替的所得としての性格は維持される｡

(c)

求職者支援の方式

さらに､ 同文書では､ 求職者支援の方式に関して､ つぎのようなことが提案
されている｡
求職者支援の改善のために､ ANPE､ ASSEDIC､ APEC､ 民間事業者といっ
た人的手段をより一層動員すべきである｡
低資格者あるいは不適合資格者に対しては､ 労働市場の状況を考慮に入れて､
資格取得あるいは資格再取得への特別な援助へのアクセスを保障するのが適切
である｡ このアクセス保障は､ 熟練化契約へのよりよい準備の一環として位置
づけられうる｡
求職活動の指導監督に関しては､ 《相互の権利と義務の尊重という論理
(logique de respect des droits et devoirs réciproques)》に従って､ 求職者
の側での積極的求職活動が求められる｡ この論理からすれば､ 求職活動の実効
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性の審査方式と､ 雇用の有効な申込み (offre valable d’emploi) の概念を明
確に定義することになる｡ 後者の概念については､ 求職者の失業期間の長さ､
経験､ 訓練 (これまでの訓練だけでなく､ 失業期間中に提供される訓練も含む)､
かつての賃金､ 居所が考慮されなければならない｡

(d)

小括

経営側から､ いわば２階建ての失業補償制度構想がだされたのが注目される｡
２階の部分が現行の失業保険制度に相当する｡ １階の部分は､ 税負担により全
失業者に給付を行う基礎的補償制度であり､ 現行の連帯制度を普遍主義的に再
構成したものといえよう｡ この点で､ 前述の雇用・所得・社会結束評議会が､
原則としてすべての求職者に連帯手当受給権を拡大するとした提案と類似して
いる｡
しかし､ 同評議会の提案は､ 失業保険制度と連帯制度の二元性 (２本立て)
は維持されている｡ これとの対比では､ 経営側の提案は､ 失業保険制度による
現在の給付額を部分的に税財源に置き換えることとなり､ 保険料それ自体につ
いては負担軽減を導くことになろう｡
また､ これと並んで､ ｢相互義務｣ 原則が強調され､ 失業者へのモニタリン
グ強化が唱えられているのが注意される｡

(8)

アタリ委員会報告 (2008年１月23日)

サルコジ大統領により､ フランスの経済成長の制約要因を取り除く手段を検
討するという目的を与えられ､ 2007年８月に設置された ｢フランスの成長力の
解放のための委員会｣ (Commission pour la libération de la croissance française)

委員長であるアタリ (Jacques ATTALI) (ミッテラン (François

MITTERRAND) の側近で1981年から大統領特別補佐官を務め､ その後1991年
か ら 1993 年 ま で 欧 州 復 興 開 発 銀 行
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reconstruction et le développement) の初代総裁となる) の名前をとってア
タリ委員会 (commission Attali) と通称される

は､ 2008年１月23日に､

｢フランスを変えるための300の決断｣ と題する報告書を公表した117｡ 失業保険
制度と再就職支援制度に関しては､ つぎの２点が提案されている｡
１つは､ とりわけ最も弱い立場にある労働者に利益を与えるため､ 失業保険
制度を改革して､ 受給要件を寛大なものにすると同時に､ 支給額に上限を設定
することである｡ もう１つは､ ｢移行契約 (contrat d’évolution)｣ 制度を創設
することである｡ この契約では､ 求職活動は有償活動とみなされている｡ すな
わち､ 職業活動と同じくそれ自体で１つの活動であり､ これに対して､ 対価が
支払われるという擬制が行われる｡ 具体的には､ 移行契約に署名した者は､ 就
職のための支援を享受できる一方で､ 訓練活動等を行う義務を負うとされる｡
この署名者には､ RMI の受給者も想定されている｡
同報告書について､ MEDEF は､ 報告書の基本原則を支持すると表明したの
に対して､ 組合の側は､ 検討に値するものもあれば退けるべきものもある
(CFDT)､ 社会的後退を増大させる措置である (CGT)､ 挑発である (CFTC)､
より悪い改革の集積物である (CGT-FO) と､ 総じて批判的な評価を行ってい
ることが伝えられている｡

(9)

小括

以上の一連の報告書類での特徴的な傾向としては､ つぎの点を指摘すること
ができる｡
①失業保険機関と ANPE とのより一層の接近か､ それとも両者の統合かと
いう点で若干の相違がみられるが､ １つの窓口で失業補償も再就職支援も受け
られる仕組みを設けるという共通の方向性が存在する118｡
②失業者と国との ｢相互義務｣ の強調が顕著となってきている (とくに ｢移
行契約｣ の提唱において)｡ これは実質的には､ プロファイリング等を通じて､
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求職活動のモニタリングを強化することを正当化するものとなっている｡
③一度は廃止された失業保険給付の漸減制を再導入しようという主張や､ 再
就職の困難な者についてはその困難さに応じて補償期間を長くするという主張
がだされている｡ また､ 失業保険給付の受給要件を緩和する一方で､ 支給額の
上限設定を行おうとする主張 (いわば失業保険給付を ｢広く薄く｣ 行うという
考え方)､ さらには､ 失業保険制度と連帯制度との伝統的な二元性を維持する
のか､ それとも１本の失業補償制度における２階 (保険給付) と１階 (租税に
よる基礎的給付) として再構成するのかという相違はあるが､ 現行の連帯制度
をあらゆる失業者に利用可能なものに改編しようとする主張が存在する｡
失業保険給付のあり方に焦点を絞って整理してみると､ 一方で､ 保険給付の
重点化という方向性と､ 他方で､ 保険給付の普遍主義化という方向性とが示さ
れている｡ 前者の方向性については､ 現行の連帯制度の普遍主義化という主張
とは必ずしも矛盾せず､ 両者がセットとなって提唱されることもある｡ 後者の
方向性については､ 給付額の上限の厳格化､ あるいは失業保険財源の国庫負担
(制度運営への国の参加を伴いうる) という主張とともに提唱されることがあ
る｡
④再就職支援策の強化を､ 失業保険給付受給者に限定しないで実施しようと
いう主張が存在する｡ それとともに､ RMI を広い意味での失業給付と捉えて､
従来の失業補償制度および再就職支援策と､ RMI 制度との統合 (あるいは連
関の仕方の見直し) を図ろうとする構想がだされつつある119｡
なお､ 若干敷衍すると､ RMI 制度は1988年12月１日の法律により創設され､
｢年齢､ 肉体もしくは精神的､ または経済および雇用の状況を理由として､ 労
働能力のない状態に置かれているあらゆる者は､ 自治体から生活のための適切
な手段を獲得する権利を有する｣ (社会活動・家族法典 L.115‑1条参照) という
根拠規定に基づいて､ 該当者に所得保障を行っている｡ この ｢労働能力のない
状態｣ という点から､ RMI 受給者は､ 一方では､ 失業状態にあると解されう
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るとされるが120､ しかし他方で､ 現行法上は失業補償の受給対象者とはなりえ
ないことになる｡ なお､ RMI を受給するためには､ 県会議長によって代表さ
れる県との間に､ 社会参入契約 (contrat d’insertion) を締結することが求め
られる (同 L.262‑37条)121｡
また､ 労働市場の現代化に関する2008年１月11日の協定では､ 求職者支援の
改善に関する条文 (17条) や権利のポータビリティに関する条文 (14条) など
が定められた｡ 前者については､ ①求職者支援は､ 質の高い雇用への復帰を迅
速に行うこと､ 企業の需要によりよくマッチしていること､ という２つの目標
に同時に対応しなければならないこと､ ②この支援は､ 各人の状況を考慮に入
れ､ その要求に合致したものであり､ 求職者すべてにとってアクセス可能なも
のでなければならないこと､ などが規定されている｡ それが文字通りであるな
らば､ 失業保険給付受給者に限定されない､ 再就職支援策の整備が規定された
ことになる｡ これとの関連で､ とりわけ25歳未満のあらゆる若年者については､
個別的検診 (examen personnalisé) と個別支援 (accompagnement spécifique)
という形で､ 上述のような新しい公的雇用サービスの特別な給付を受けること
ができること､ 非自発的に離職したが､ 失業保険給付の受給のための加入期間
を 満 た し て い な い 場 合 に は ､ 失 業 保 険 か ら 支 給 さ れ る 定 額 手 当 (prime
forfaitaire) を受給できること､ この手当の受給資格､ 金額､ さらに､ その後
に失業保険の受給権を最初に取得した際に､ 当該受給額からこの手当額を控除
しうる条件 (要するに､ 25歳未満のすべての若年者を適用対象とするこの定額
手当制度の財源は､ 失業保険であり､ 同手当は､ 将来支給されるであろう失業
保険給付の前払的性格を有することになる) は､ 新しい失業保険協定により定
められることなども規定されている点が注目される (３条)｡ この協定につい
ては､ その内容を盛り込んだ法案を今春に提出して､ 今夏には採決する予定で
あるとの､ ベルトラン (Xavier BERTRAND) 雇用大臣の発言が報じられて
いる122｡
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⑤労働市場において､ ｢職業的社会保障｣ あるいは ｢職業経路の安定化｣ な
どといった視点から､ 失業時の所得保障と再就職支援制度とを整備することに
より､ 雇用と失業とを場合によっては繰り返すことを､ 雇用の不安定としてで
はなく､ モビリティ (あるいは ｢選択されたモビリティ｣) 保障として捉え直
そうとする､ 一連の構想が唱えられている｡ また､ 現在のところは､ 個別的訓
練権に主として限られているが､ ｢労働契約ではなく､ 人に付随する権利｣ と
いう視点から､ 労働市場における企業横断的な権利のポータビリティを保障す
る仕組みが検討されている｡
⑥形式的なレトリックの点では必ずしも前面にはだされていないが､ 離職者
に対する所得保障・再就職支援策と在職者に対する解雇規制とが､ いわばトレー
ドオフの関係にあることを前提にしたかのような立論がみられるようになって
いる｡ 具体的には､ 産業構造の転換や企業のリストラを促進するという観点か
ら､ 前者を充実させる一方で､ そのことが後者の緩和を正当化する実質的根拠
とされていると解される主張が存在する｡

３

公的雇用サービスの組織の改革に関する2008年２月
13日の法律

このような一連の流れの中で､ 公的雇用サービスの組織の改革に関する2008
年２月13日の法律が成立した123｡ この改革の主要な内容は､ つぎの通りである｡
①一方で ANPE と､ 他方で ASSEDIC および UNEDIC の一部とによる既
存のサービスは､ 同じネットワークの内部に再編される｡ ただし､ UNEDIC
は廃止されない｡
②この単一のネットワークの管理は､ 三者構成により運営される新しい全国
的制度により保障される｡ 同制度は､ 公的雇用サービスの任務のすべてを行う｡
とりわけ､ 労働市場の調査､ ならびに求職者の登録､ 職業紹介､ 補償および支
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援を行う｡ なお､ 同制度は､ ANPE と同じく行政的公施設とされる予定である｡
また､ 従前どおり､ 失業保険手当に関する訴訟は､ 司法裁判所の管轄に､ 連帯
手当に関する訴訟は､ 行政裁判所の管轄に属することが予定されている｡
③同制度の任務に参加する ANPE､ UNEDIC および ASSEDIC の職員全体
は､ 同制度に移籍する｡ ANPE の職員､ UNEDIC・ASSEDIC の職員のそれ
ぞれの身分の特殊性を考慮に入れて､ 経過規定 (dispositions transitoires)
が定められる｡
④地域レベルでは､ 同制度の理事会によって決定された条件に従って､ 独自
の規制手段を付与された州局 (directions régionales) によって支えられる｡
⑤この新しい全国的制度の財政は､ 国と､ 失業保険制度への労使の保険料の
一部とによって保障される｡ 失業保険制度は､ UNEDIC によって自律的に管
理される｡
⑥失業保険の保険料徴収の管轄は､ 遅くとも2012年１月１日までには､
UNEDIC から社会保険料徴収機関 (Urssaf) に移譲される｡ 一定の公務員に
関しては､ 特例が定められる｡
⑦なお､ 同法は､ 雇用全国評議会 (Conseil national de l’emploi) を設置
する｡ 同委員会は､ 雇用高等委員会 (Comité supé-rieur de l’emploi) に替え
て設置され､ 雇用大臣により主宰され､ 主たる任務として雇用政策全般の一貫
性をチェックする｡ その活動は､ 地域レベルでは､ 雇用地方評議会の活動によっ
て補われる｡
こうして､ 同法は､ 職業紹介制度と失業保険制度との組織的統合という歴史
的転換を行ったことになる｡ 同法は､ この新しい制度の設置を準備する臨時全
国機関 (instance national provisoire) の創設を規定している｡ また､ この
新しい全国制度の最初の理事会のときに､ 同制度が創設されたとみなすと定め
る｡
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最近の動向
｢雇用の合理的な申込み｣ の定義に向けて

政府は､ 2008年５月６日に労使双方に提案を行った｡ それは､ 失業者が受け
入れなければならないとされる ｢雇用の合理的な申込み (offre raisonnable
d’emploi)｣ の定義について､ 法律を制定するという提案である｡ その中で､
政府は､ 法律で当該申込みを拒否した場合のルールを明確にしたいという要望
を表明し､ また､ 他の欧州諸国では､ このような客観的に定められた基準に基
づくシステムを整備していると指摘している｡ 具体的には､ つぎのような趣旨
の提案が行われた124｡
雇用の合理的な申込みの定義は､ 時間に応じて変動する｡ 一定の失業期間中
に､ 自分が望む範囲で雇用をみつけられなかった場合には､ 求職活動の範囲は
拡大するというのが常識的である｡ このような原則を基礎にして､ 雇用の申込
みを２回以上は拒否できないとする｡ すなわち､ ①求職活動の最初の四半期中
は､ 提案された雇用は､ 求職者の ｢職業プロジェクト (projet professionnel)｣
(後述) に記載され､ 前職での賃金と少なくとも同じ賃金で､ 予め定められた
地域の中にあるものとされる｡ ②つぎの四半期中は､ その資格と両立して､ 前
職の95％以上の賃金 (SMIC を含めた適用法令に反してはならない､ 以下同様)
である雇用を受け入れなければならない｡ ただし､ 地域については､ 当該雇用
は予め定められた地域の中にあるものとされる｡ ③６か月を超えた場合には､
雇用の申込みは､ 失業者の資格と両立し､ 前職の80％以上の賃金で､ ２時間未
満の通勤時間 (または60キロ未満) である場合には､ 合理的であるとされる｡
④失業期間が１年を超えた場合には､ 受給している失業手当 (一般的には前職
賃金の57.4％､ Ⅳ１(2)(d)(i)参照) を上回る賃金である雇用を､ 失業者は受
け入れることを余儀なくされる｡ 資格と地理的距離についての条件は③と同じ
とされる｡ 以上のような仕組みのコロラリーとして､ 制裁が定められる｡ 雇用
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の合理的な申込みを２回拒否した場合には､ 失業者は求職者名簿から２か月間
削除されるとされる｡
政府は､ 同様に､ 求職者が公的雇用サービスでの登録の際に作成しなければ
ならない､ 職業プロジェクトに関する原則を､ 法案の中に規定することを提案
している｡ この職業プロジェクトを根拠として､ 雇用へのアクセス経路が構成
され､ 雇用の合理的申込みの定義が行われる｡ 同プロジェクトは､ 求職活動の
進行状況との関連で､ ３か月ごとに改定されるものとされる｡
このような政府の案は､ 求職者の行動規制と結びついて､ 失業保険給付の逓
減制度を復活させようとするものであり､ 職業プロジェクトと PPAE とをど
のように関連付けるかという問題とならんで､ 今後の動向が注目される｡

(2)

雇用研究センターの分析

雇用研究センター (Centre d’études de l’emploi) (雇用に関する研究を行
う公施設) が､ 2008年２月に刊行された同センターの月刊誌の中で､ 失業保険
制度と ANPE との統合により開かれた展望等について分析を行っている125｡ そ
の要旨はつぎのようなものである｡
雇用のための様々な施策へのアクセスは､ 失業補償を受ける上での地位では
なく､ 職業経路の論理に依拠すべきである｡ しかし､ 雇用政策は次第に補償シ
ステムに連動するようになった｡ 失業補償給付の分裂により､ 雇用の分野にお
ける主体と仕組みの一層の多様化がもたらされ､ 政策の効率性が損なわれた｡
すなわち､ 財政的困難を理由に､ 1979年に設置された単一の失業補償制度は
廃止され､ UNEDIC に委ねられた失業保険制度と､ 国家に移譲された連帯制
度との間の分離がもたらされた｡ さらに､ RMI が､ 失業保険手当・連帯手当
を受けられない失業者の増大に対応して発展することで､ 失業補償の第３の構
成要素として現れた｡ 失業補償上の地位との関連で失業者を分類することは､
雇用政策の構造を決定する効果を有した｡ この分析を行った時点で､ 180万名
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が ARE を､ 45万名が特定連帯手当を､ 120万名が RMI を受け取っている｡ こ
の３つの身分は､ 失業の性質との関連ではなく､ 財政責任者との関連でますま
す分化した処遇を与えられている｡ さらに､ UNEDIC は､ 再就職支援につい
てそれ自身の仕組みを発展させた｡
求職者の指導監督を改善するために､ 再就職支援策を失業補償システムに連
動させる傾向を見直さなければならない｡ この転換を実現するには､ ２つの道
筋が考えられうる｡ １つは､ ARE､ 特定連帯手当､ RMI という３種類の給付
の統合である｡ しかし､ 公的雇用サービスの改革にみられる方向性は､ この道
筋とは異なっている｡ もう１つは､ 失業補償システムと再就職支援システムと
の分離である｡ 再就職支援策は､ 失業補償受給者の地位とは無関係に､ 人のニー
ズとの関連で検討されることになる｡ 失業保険制度と ANPE との統合により､
UNEDIC がその固有の仕組みを放棄したことは､ こちらの道筋が選択された
ことを意味するであろう｡ この道筋は､ それぞれの人の状況に適した施策を行
うためのより大きな自由を､ 新しい制度に与えるであろう｡
しかしながら､ この統合が､ 供給されるサービスのより広範な普遍性を可能
にするのかは不明である｡ また､ 公的雇用サービスの改革は､ RMI 受給者の
状況には未着手である｡
以上のような雇用研究センターの分析は､ 失業者の法的地位がその受給して
いる失業補償手当の種類によって分断され､ さらにそれによって利用可能な再
就職支援サービスにも格差が生じていること､ 再就職支援策を失業補償から切
り離すことで､ 前者の内容を選別主義的なものから普遍主義的なものに転換さ
せる潜在的可能性が､ 2008年の改革には存在すること､ しかし､ RMI 受給者
は､ 公的雇用サービスの仕組みから､ 以前として漏れ落ちてしまっていること
などを､ 明確に指摘した点で注目される｡
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(3)

エピソード

2006年９月に刊行され､ 当時､ テレビや雑誌などで話題となった本がある｡
プロの失業者 というタイトルの本である126｡ 著者 (同書の著者名はペンネー
ム) へのインタビュー記事が､ フィガロ紙やル・ポワン誌でも掲載された127｡
この２つの記事による著者の紹介文をとりまとめると､ つぎのようになる｡
この本の著者は､ 24年間 (約四半世紀) に渡って､ ASSEDIC の ｢お世
話｣ になってきた｡ 具体的には､ 特定連帯手当を受給してきた｡ また､ 住宅手
当も受給しているので､ 月額にして600ユーロを国からもらっている｡ アパー
トは賃貸ではなく自己所有で､ 車はアルファロメオに乗っている｡ 彼自身はこ
れを恥ずかしいことだとは考えておらず､ だれもが平等に認められた権利の行
使だと主張している｡ 彼は､ 失業保険に関する本をたくさん集め､ それらを熟
読している｡ 他の失業者に法的なアドバイスもしている｡
さらに､ ル・ポワン誌では､ つぎのような趣旨の紹介もされている｡
彼は､ RMI よりも､ 特定連帯手当のほうがよいという (月額では両者
は同じくらいの金額になる)｡ RMI だと (県との間に社会参入契約を締結する
ことで) 受給者がなにをやっているのかをチェックされるからだ｡ たしかに､
特定連帯手当の受給にも就職活動をしていることが条件となる｡ しかし､ 彼は
履歴書を企業に送る際に､ 国籍を省略する｡ これは外国人がよくやる手なので､
これで面接にまでいくことはない｡ 奇跡が起こって､ 面接に呼ばれた場合には､
瓶の底のようなメガネをかけ､ ウールの上着を着て (つまり､ ダサい格好をし
て)､ ピントはずれの答えを笑みとともにして､ さらに､ 電話をもってないと
いえば､ 効果的だという｡
ル・ポワン誌は､ この記事の最後に､ ｢彼は怠け者ではなく､ 失業の罠の犠
牲者だ｣ というコメントをつけている｡
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最低賃金
最低賃金制度の根拠法と基本的特徴

フランスにおける法定最低賃金に関する現行法は､ 1970年１月２日の法律に
由来し､ 労働法典 L.3231‑1条以下 (旧 L.141‑1条以下) に収録されている｡ こ
の1970年の法律は､ 1950年２月11日の法律により導入された SMIG (salaire
minimum interprofessionnel garanti) ( 職 際 最 低 保 障 賃 金 ) を ､ SMIC
(salaire minimum interprofessionel de croissance) (成長連動型職際最低
賃金) に転換するものであった｡ 1950年の法律は､ 戦後フランスにおける団体
交渉・労働協約システムの再建を目的としたが､ その一方で､ 法定最低賃金制
度として SMIG を創設した｡ その後数度改正が行われたが､ 直接的には､ 1968
年５月事件が大きなインパクトを与えて､ 1970年の法律が制定された｡
SMIC の制度的特徴としては､ 少なくとも４点を挙げることができる｡
SMIG との対比での基本的なコンセプトの新しさ､ このコンセプトを反映した
２ 本 立 て の 決 定 方 式 ､ 適 用 範 囲 の 一 般 性 ､ 最 低 月 額 賃 金 (rémunération
mensuelle minimale) の保障である｡ ここでは､ 第１の点について触れるに
とどめ､ それ以外の点については節を改めて紹介することにしたい｡
SMIG と SMIC との一番大きな違いとしては､ 最低賃金に関する基本的なコ
ンセプトが異なることが挙げられる｡ すなわち､ SMIG が ｢もっとも恵まれな
い者の最低生活水準の維持という古い静的な観念｣ に依拠するのに対し､
SMIC はこのような考え方を放棄して､ ｢経済発展の成果への参加を保障し､
それを定期的に拡大するという動的な観念｣ を採用したとされる128｡ 労働法典
L.3231‑2条は､ SMIC の目的として､ ｢賃金がもっとも低い労働者に､ ①購買
力の保障､ ②国民経済の発展への参加をもたらす｣ ことを挙げる｡ SMIC の特
徴は､ この②に端的に示されている｡
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しかし他方で､ SMIG も SMIC も､ フランスにおける団体交渉の一般的脆弱
性の表れであり､ 最低賃金水準に関する労使双方の交渉能力の欠如が､ 国家に
大きな役割を与え､ このことがさらにまた､ 産業別交渉の役割の低下を招き､
産業別協約の多数で SMIC 以下の賃金条項がみられる事態をもたらした､ との
指摘があることが留意される129｡

２
(1)

最低賃金の決定方式・適用範囲等
決定方式

SMIC は１労働時間を単位とする賃金である｡ SMIC の決定方式は､ 前述の
２つの目的に対応して､ 基本的には２本立てになっている130｡ １つは､ ①の目
的を達成するためのいわゆるスライド制 (indexation) であり､ 消費者物価指
数に連動した自動的な引上げ方式である (L.3231‑4条以下)｡ 消費者物価指数
が最低２％の上昇を記録したときに､ SMIC は､ 同指数の公表の翌月第１日目
から､ 同じ比率で引き上げられる (L.3231‑5条)｡ この引上げは､ 労働､ 農業､
経済､ 財政の各担当大臣の共同のアレテにより行われる｡
もう１つは､ ②の目的を達成するために､ スライド制とは独立して､ 毎年７
月１日に行われる引上げ方式である (L.3231‑6条以下)｡ 政府は､ 団体交渉全
国委員会 (Commission nationale de la négociation collective) (政労使の
三者構成機関である (L.2272‑1条)) での協議とその理由付意見書提出の後に､
SMIC の新しい額を決定する (L.3231‑7条等)｡ 重要なのは､ ｢いかなる場合に
も､ SMIC の購買力の年間増加は､ 労働に責任を有する大臣の四半期ごとの調
査により記録された､ 時間当たり平均賃金の購買力の上昇の半分を下回ること
はできない｣ (L.3231‑8条１項) とされていることである｡ 具体的には､ 時間
当たり平均賃金の上昇率からインフレ率を引いた数値 (すなわち､ 購買力の上
昇率) の２分の１以上と､ この１年間の消費者物価指数の上昇率とを､ 昨年の
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SMIC 額に掛けて､ 今年の SMIG 額が決定される｡
なお､ 1950年の法律では､ 一方で､ 一般的経済条件と国民所得の変動を､ 他
方で､ 労働協約高等委員会 (Commission supérieure des conventions collectives) の意見を考慮して､ SMIG 額を政府が決定するとされた｡ その後､ 1952
年７月18日の法律 (1957年６月26日の法律により修正) は､ 労働組合の要求に
沿って､ SMIG の決定にスライド制責務を導入した｡ その意味では､ SMIG の
決定方式においても､ スライド制といわば審議会方式とは採用されていたこと
になる｡ しかし､ その後の経済成長期において平均賃金と SMIG との乖離は
増大し続け､ このシステムでは不十分であるとされるようになった131｡ 審議会
方式において､ 毎年の改定を義務づけるとともに､ ｢SMIC の購買力の年間増
加は､ …時間当たり平均賃金の購買力の上昇の半分を下回ることはできない｣
としたことが､ やはり SMIC 制度の大きな特徴であるといえよう｡

(2)

適用範囲

SMIC は､ その適用対象となる地理範囲､ 職業､ 受益者､ 報酬形態の点で､
一般性を有するとされる｡ すなわち､ 第１に､ SMIC は､ 本国領土全体に対す
る画一的な法定額である｡ なお､ SMIG には導入当初は減額地域 (８つの地域)
が存在したが､ 1968年５月31日のデクレにより廃止されている｡ したがって､
フランスの法定最低賃金は､ 1968年からすでに本国領土全体に対して画一的に
適用されていたことになる｡
第２に､ SMIC は､ 私法上の使用者とその労働者 (L.3211‑1条)､ 商工業的
公施設の職員､ 行政的公施設の私法上の職員に適用される (L.3231‑1条)｡
第３に､ SMIC の受益者は､ 18歳以上で､ 通常の肉体能力を有する全労働者
であり､ 性別を問わない｡ 18歳未満の労働者は､ 減額された SMIC への権利を
有する｡ 17歳未満は20％､ 17歳以上18歳未満は10％の減額となる｡ この減額は､
６か月の職業活動を経ることで廃止される (D.3231‑3条)｡ また､ 見習契約に
( 137 )
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は SMIC は適用されない (D.3211‑1条)｡ 見習は､ 契約または協約でより有利
な定めがある場合を除いて､ SMIC の一定比率の最低賃金保障を受ける｡ それ
は､ SMIC の25％から78％までの間で､ 当該見習の年齢と訓練課程における達
成度合とに応じて変動する (L.6222‑27条､ D.6222‑26条､ D.6222‑27条)｡ 熟練
化契約を締結する26歳未満の労働者についても同様の仕組みがあり､ 当該労働
者の年齢と熟練度合に応じて､ SMIC の55％以上から80％以上までの間での最
低賃金保障を受ける (L.6325‑8条､ D.6325‑14条､ D.6325‑15条､ D.6325‑16条)｡
第４に､ 労働者が時間を単位として賃金を支払われているのか
給であれ､ 週給であれ､ 月給であれ

それが時

､ 成果に対する報酬を受け取っている

のかにかかわらず､ SMIC は適用される｡ 後者の場合に､ 労働者は､ その成果
の少なさが肉体的不適格によるのでない限りは､ 各実労働時間 (chaque heure
de travail effectif) について､ 受け取った賃金と SMIC との差額を請求する
権利を有する｡ 賃金について相殺を行う場合でも､ SMIC を下回ることはでき
ない132｡

(3)

最低月額賃金

これは SMIC の月給化 (mensualisation) であり､ 1972年12月23日の法律
により導入された｡ 労働時間が週法定労働時間 (35時間) に少なくとも等しい
労働者は､ 最低月額賃金を受ける (L.3232‑1条)｡
最低月額賃金は､ 週法定労働時間を基礎とした当該月の法定労働時間数と､
SMIC 額との積に等しい (L.3232‑3条１項)｡ 法定祝祭日に対応する時間は､
それが企業において休日である場合でも､ この時間数に含まれるため､ 当該労
働者の賃金額は減らない｡ これが SMIC の月給化の重要な効果である｡ 各月の
法定労働時間数は当月の日数に応じて変化するが､ 現在では､ SMIC に毎月一
律の151.666時間 (＝35時間×52週/12月) を掛けて､ 最低月額賃金が算出され
ている｡
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ただし､ 最低月額賃金は､ 当月の実労働時間について SMIC で支払われた場
合の賃金額から､ 税や社会保険料を控除したものを越えてはならない (同条２
項)｡
欠勤､ 病気､ 事故､ 出産､ もしくは労働の集団的中止による労働契約の停止
のために､ または当該月の途中において労働契約が開始もしくは終了するため
に､ 労働者が法定労働時間数よりも少ない時間数しか働いていない場合には､
最低月額賃金は相応な額まで減額される (L.3232‑4条)｡
上記以外の理由で週法定労働時間未満に労働時間数が削減された場合に､ 労
働者が賃金と部分失業133 (chômage partiel) に関する法律上または協約上の
手当とを受け取ったが､ その総額が最低月額賃金に達しないときには､ 使用者
は､ その差額分の補完的手当 (allocation complémentaire) を､ 当該労働者
に支払わなければならない｡ 当該手当の給付は使用者の責任で行われるが (L.
3232‑7条)､ 国により､ 上限の範囲内で原則としてその50％に等しい金額が､
使用者に償還される (L.3232‑8条)｡ このような仕組みは､ 部分的失業の補償
の仕組みとほとんど異ならない｡ なお､ この補完的手当は､ 部分失業に関する
手当と同様に､ 一定の留保付であるが､ 税と社会保険料が免除される (L.3232‑
6条､ L.5428‑1条２項)｡

３
(1)

実態等
最近の SMIC の改定額とその決定方法

現在の SMIC 額は､ 8.71ユーロである (2008年７月１日改定)｡ 最低月額賃
金は､ 1321.02ユーロ (＝8.71ユーロ×151.666) である｡
前述の ｢国民経済の発展への参加｣ という目的のための決定方式に従って､
2007年７月１日に､ SMIC は8.44ユーロに改定された｡ ①前年の同日に改定さ
れた SMIC は､ 8.27ユーロであった｡ ②2006年５月から2007年５月までの間に､
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職工 (ouvrier) ・職員 (employé) が主として生計を維持する都市家庭の消費
者物価指数 (タバコを除く､ 以下同様) は､ 1.2％上昇した｡ ③この同時期に､
職工の時間当たり基本給 (salaire horaire de base ouvrier (SHBO)) が2.9
％増大するとともに､ 職工・職員が主として生計を維持する家庭にとってのイ
ンフレ率 (タバコを除く) は､ 1.3％に達した｡ このことから､ ｢時間当たり平
均賃金の購買力の上昇｣ は､ 1.58％ (＝SHBO の増加率−インフレ率) となる｡
以上の①､ ②､ ③から､ 8.27ユーロ (①) ×1,012 (②) ×1,0079 (③の２分
の１) ＝8.44ユーロ､ というさきほどの改定額が算出された134｡
その後､ 消費者物価指数が､ 2007年５月から2008年３月までの間に､ 2.3％
の上昇を記録したことが公表された｡ そこで､ 前述の ｢購買力の保障｣ のため
の決定方式に従って､ さきほど紹介したように､ 2008年５月から､ SMIC 額が
8.44ユーロ×1,023＝8.63ユーロに改定された135｡
さらに､ 2008年７月１日に､ SMIC は上述の8.71ユーロに改定された｡ 2007
年５月から2008年５月までの間に､ SHBO が2.9％上昇する一方で､ インフレ
率も３％に達した｡ したがって､ 購買力は0.1％低下したことになるため､ 購
買力上昇分に対応する SMIC の引上げは実施されなかった｡ しかし､ 2008年３
月から５月までの間に､ 消費者物価指数は0.9％上昇した｡ こうして､ SMIC
は8.63ユーロ×1,009ユーロ＝8.71ユーロとされた｡ この１年間で､ 消費者物
価指数の上昇に対応するだけで､ 3.2％ (＝2.3％＋0.9％) の SMIC 額の引上
げが行われたことになる136｡
なお､ 上記のいずれの計算においても､ 端数 (100分の１ユーロより下の位
の数値) は切り上げられている｡

(2) SMIC 受給者の比率等
1987年以降の SMIC 受給者 (smicards) の比率 (いわゆる影響率) をみる
と､ 1990年代末からの数値が高くなっていること､ それは2005年にピークを迎
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え (16.3％)､ その後低下しつつあることがわかる｡ 2007年７月１日に改定さ
れた SMIC の受給者の比率は､ 12.9％となっている (表16参照)｡
表16

SMIC 改定の影響を受ける労働者の比率 (フランス)

縦軸はパーセントを示す｡ 分母からは､ 見習､ 国・地方公共団体､ 農業部門､ 派遣
労働､ 家事サービス部門 (secteur domestique) を除く (表 17 についても同様)｡
出典：Dares, Les bénéficiaires de la revalorisation du SMIC au 1er juillet 2007,
mars 2008 - nº 10.3. 表17についても出典は同じである｡

SMIC 受給者の比率が高くなった当該時期については､ その主たる要因とし
て週法定35労働時間制への移行が挙げられるであろう｡ すなわち､ 1998年６月
13日と2000年１月19日の２つの35時間労働法 (いわゆるオブリー法Ⅰ＆Ⅱ) が､
従業員21名以上の企業では2000年１月１日､ 従業員20名人以下の企業では2002
年１月１日からの週35時間への移行を定めた｡ 2006年12月に公刊された記事に
よると､ 1999年以降､ 時間当たり基本給は16％しか上昇していないが､ SMIC
は29％も上昇したこと､ 週35時間制への移行の際に､ SMIC 受給者の賃金総額
が減少しない仕組みをとったために､ この移行に伴い SMIC が11.4％も上昇し
た点が､ その原因として挙げられることが指摘されている137｡
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つぎに､ SMIC 受給者の比率は､ 企業規模が小さいほうが高くなる傾向があ
り､ また､ パートタイム労働者では､ 2007年７月１日に改定された SMIC の受
給者の比率は､ 30.5％に上る (表17参照)｡ 前述の記事では､ たとえば､ ホテ
ル・レストラン業で働く労働者の50％が､ SMIC 受給者であること､ さらに､
SMIC 受給者の26.1％が､ 勤続年数10年以上の者であること (つまり､ 職業生
活の長期に渡って SMIC 額で賃金を支払われている者が､ 相当数に上ること)､
などが指摘されている138｡
表17 SMIC 改定の影響を受ける労働者の数と比率 (企業規模別) (フランス)

左端の欄は､ 上から､ 従業員数が ｢１名以上９名以下｣ から ｢500名以上｣ までを示す｡
その右隣の欄は､ SMIC 改定の影響を受ける労働者数と比率 (％) について､ 当該規模の企
業で働く労働者全体 (左側) とパートタイム労働者 (右側) とに分けて表示したものである｡

(3)

法定最低賃金額の準拠機能 (fonction de référence)

SMIG から SMIC に移行した際に､ 当時の SMIG を引き継ぐ形で､ MG
(Minimum garanti) (最低保障額) が設けられた｡ すなわち､ 1970年１月２
日の法律は､ SMIC を創設する一方で､ SMIG への準拠を含む法令の諸条項に
ついて､ SMIG を MG に置き換え､ MG が物価指数の上昇等により改定される
ことを定めた139 (L.3231‑12条､ 旧労働法典 L.141‑8条)｡ 現在の MG は3.31ユー
ロである (2008年７月１日改定)｡
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現行法では､ SMIC あるいは MG に準拠して (実際にはそれを何倍かにした
額を基準にして)､ ①種々の社会保険料の徴収額 (一律あるいは最低額) の確
定､ ②諸々の特殊な契約における報酬額あるいは社会保障からの給付額140の確
定､ ③社会保険料の義務的徴収が行われる最低所得基準の設定､ ④社会保障給
付が行われる最低所得基準の設定､ ⑤併給等の上限規制､ ⑥社会保障からの給
付額の上限規制､ などが行われている141｡ それらの具体的な規定を網羅する余
力はないが､ SMIC・MG の改定の際には､ これらの基準額も連動して改定さ
れることになる｡ 最低賃金の改定を報じる実務向けのジャーナルでは､ これら
の基準額等の変動についても合わせて紹介されるのが常である142｡ また､ 法的
には SMIC を用いて設定されていない基準であっても､ SMIC の何倍という形
で社会的には説明が行われることがある (たとえば､ 失業保険料の徴収基礎額
の上限は､ SMIC の最低月額賃金の約8.5倍であるといわれたりする143｡)｡
このように､ フランスにおける法定最低賃金額は､ 社会保障を中心にしてそ
の諸々の基準額を設定する際の ｢尺度｣､ あるいは一種の ｢基礎単位｣ として
用いられていることが注目される｡

Ⅶ
１

まとめ
フランスにおける失業保険制度とそれをめぐる議論
動向の特徴

以上の検討を踏まえて､ とくに､ フランスの失業保険制度あるいはその改革
論議に関して､ 注目すべきと考えられる点を列挙しておきたい｡
第１に､ フランスの失業保険制度をみると､ 国の介入との緊張関係に立ちな
がら､ 労使のナショナルセンターが団体交渉によりその内容を発展させてきた
( 143 )

121

フランスにおける労働市場政策と法 (矢野昌浩)

ことが注目される｡ 失業対策､ あるいはより広く､ 労働市場政策の中で失業保
険制度はなにを果たすべきか､ あるいは同制度を具体的にどのように設定して
運営していくのかについて､ 労使が知恵を出し合い､ 経験を積み重ねているこ
とが､ 結果としては､ 労働市場のリスクマネジメントという点でよい効果を挙
げているものと推測できる｡
第２に､ フランスの失業保険制度の近年の動向からは､ 失業者にはいわば離
職者であることと求職者であることとの二面性があること､ 離職者である面に
おいては所得保障が､ 求職者である面においては再就職支援が重要となること､
失業者のこのような両面性を同時にサポートする必要があることを認識させら
れる｡ また､ フランスでは今年になって､ 失業時の所得保障を行う労使自治組
織と､ 職業紹介を行う公的組織との統合が行われた｡ この点は､ 失業者が１つ
の窓口で､ 多様なニーズに対応したサービスを受けることができるようにする
ことが､ 重要であることを示している｡
第３に､ フランスの失業保険制度は失業時の所得保障から再就職支援へと､
次第に重点を移動してきたと評価できる｡ 失業時の所得保障を行うという失業
保険制度の保険的機能が､ 変質させられつつあるともいえる144｡ また､ 求職活
動を行うことが失業手当受給の要件の１つとされているとはいえ､ 失業者の求
職活動とそれに対する所得保障とをリンクさせる ｢相互義務原則｣ が近年強調
されるようになっていることは､ 失業保険制度の保険機能を､ 一層変質させる
ものといえよう｡ しかし､ 求職活動へのモニタリングが過度にわたる恐れをは
らみながらも､ フランスの再就職支援は､ ｢個別化｣ 等により失業者にとって
手厚いものにされてきたことは確かであると考える｡
第４に､ 再就職支援策に関して､ 現在のところ問題としてむしろ意識されて
いるのは､ このような手厚い再就職支援策を享受できるのが､ 失業保険の受給
者のみであり､ それもその受給期間に限定されるという点である｡ この点で､
再就職支援サービスを､ あらゆる失業者に普遍化していく必要性が指摘されて
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いることが注目される｡ しかも､ このような必要性について､ これまではどち
らかといえば､ 長期失業者を念頭に置いていたのに対し､ 若年者や不安定雇用
者を明確に視野に入れて議論されるようになった点も留意される｡ 労働市場の
二極化を防ぐという観点から､ 再就職支援サービスの普遍化という方向性は重
要であると考える｡
同様の観点から､ 所得保障についても､ フランスにおいては失業保険制度の
ほかに､ 連帯制度 (失業扶助制度) が存在する点がそもそも注目されるが､ さ
らに最近では､ RMI (日本の生活保護制度に相当) を含めた､ 失業補償全体の
仕組みをどのように整合的に再構成するかが課題とされている点も重要である
と考える｡
これらの点は､ 労働契約の存否によっては左右されない職業的地位の保障と
いう点でも､ 今後の議論の動向が注目されるところである145｡
第５に､ 上記の諸点以外でも､ フランスの失業保険制度が､ パートタイム労
働者やマルチジョブホルダーを含めて､ すべての労働者を対象とし､ またそれ
らの労働者を対象とするための技術的工夫を行っていること､ 再就職のための
職業訓練を受講中の失業保険手当・連帯手当には､ 一般の給付とは異なる取扱
いがされていること､ 経済的理由により労働契約の解約に至った労働者につい
ても､ 特別な失業保険手当と再就職支援措置の仕組みが用意されていることな
どが注目される｡
最後に､ 経済的解雇に関する現行規制の中に､ 失業保険制度や再就職支援策
が組み込まれていることだけにとどまらず､ さらに一般的には､ 労働市場改革
をめぐる議論において､ 解雇規制と失業保険制度・再就職支援策との連関を視
野に入れつつ､ 一方では解雇規制の緩和を目指す提案が､ 他方では失業保険制
度・再就職支援策の機能強化を図ろうとする主張が､ それぞれ展開されている
ことが留意される｡
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２

日本法への示唆

このようなフランスの失業保険制度とその改革論議が､ 日本法にどのような
示唆を与えうるのか｡ 問題の所在について､ おおまかに示唆する程度にとどめ
ざるをえないが､ ①失業保険制度が､ 労働市場の二極化の促進要因ではなく制
約要因となるような仕組みを検討すべきこと､ ②そのためには､ 失業者の前述
のような二面性に対応する失業時の所得保障と再就職支援に関する制度につい
て､ その適用範囲を可能な限り広範囲にすること､ ③解雇規制と失業保険制度・
再就職支援策との連関を明確に視野に入れる必要があること､ ④労働権保障
(憲法27条１項) という観点から､ 労働契約の存否によっては左右されない職
業的地位の保障を目指し､ 労働市場におけるモビリティが不安定さと紙一重の
ものではなく､ 可能なかぎり労働者の選択によるものとなるような仕組みを整
備することなどが､ 課題となるものと考える｡

(追記)

本稿脱稿後､ 以下の法改正・制度改革の動向に関する情報に接し

たので､ その限りで本文の内容を補正しておく｡
１. 失業保険給付額等の引上げ
2008年６月24日の UNEDIC 理事会の決定により､ 失業保険受給者の準拠賃
金額､ 失業保険の給付額・固定額部分などが､ 同年７月１日から2.5％引き上
げられることになった (cf. Bref social (Liaisons sociales), nº 15148 (le 26
juin 2008), p. 2 ; nº 15160 (le 17 juillet 2008), p. 3.)｡ 同理事会の経営者代
表側 (MEDEF､ CGPME､ UPA) は､ 当初は1.9％の引上げを提案していたが､
最 終 的 に は 2.5％ の 引 上 げ に 票 を 投 じ た ｡ こ れ に 対 し て ､ 組 合 代 表 側
(CGT､ CFDT､ CFTC､ CFE-CGC､ FO) は､ インフレ (INSEE (フランス
国立統計経済研究所) によれば､ 2008年に3.2％に達すると予想されている)
を考慮に入れて､ より大幅な引き上げを望み､ 投票を棄権した｡ 同日の理事会
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の際に検討された最新の財政収支報告によれば､ 2008年末には､ 失業保険の財
政収支は４万6990億ユーロの黒字となり､ 累積赤字は2007年の９万5900億ユー
ロから４万8900億ユーロに減少するとされている｡
具体的には､ 2008年７月１日から給付額等はつぎのように改定された (2008
年７月１日付の UNEDIC 通達第2008‑4号)｡ ①ARE の日額の固定部分は､
10.66ユーロから10.93ユーロに改定された (本文 ｢Ⅳ１(2)(d)(i)｣ 参照)｡ ②
ARE の日額の最低保障額は､ 26.01ユーロから26.66に改定された (同参照)｡
③Aref の日額の最低保障額は､ 18.64ユーロから19.11ユーロに改定された
(本文 ｢Ⅳ４(4)｣ 参照)｡ ④2006年１月18日付の適用協定第11号により労使に
より採用された移動援助 (aides à la mobilité) の最低保障額は､ 滞在・移動
について1065.89ユーロ､ 二重居所について1598.84ユーロ､ 引越について
2131.77ユーロに改定され､ 併給の場合の上限額は､ 3197.66ユーロに改定され
た (本文 ｢Ⅳ２(3)(c)⑩｣ 参照)｡ ⑤準拠賃金を構成する報酬のすべてが2008
年１月１日以前のものである場合には､ 当該準拠賃金が2.5％引上げられた
(本文 ｢Ⅳ１(2)(d)(ii)｣ 参照)｡
２. 労働市場の現代化に関する法律の制定と協定の拡張
労働市場の現代化に関する2008年１月11日の全国職際協定 (Conventions et
accords (Liaisons sociales), nº 22/2008, p. 1.) では､ ①労働契約に関する規
定 (無期労働契約の試用期間の制度化 (４条)､ エンジニアと職制を対象とす
る特殊な有期労働契約の創設 (12条 b等)､ ②労働契約の解約条件に関する規
定 (労働契約の合意解約の仕組みの創設 (12条 a)､ 私傷病による労働不能を
理由とする労働契約の解約について､ 解約補償手当が使用者の拠出による共済
基金により負担される仕組みの創設 (13条) 等)､ ③権利のポータビリティに
関する規定 (失業保険の支給対象となる重い非行 (faute lourde) によらない
労働契約の解約の場合に､ 失業者は､ 旧企業における補完的健康保険
(couvertures complémentaires santé et prévoyance) による保障を､ 失業
( 147 )

117

フランスにおける労働市場政策と法 (矢野昌浩)

補償期間の３分の１を超えないで､ かつ３か月を下回らない期間について享受
できること (14条)､ 個別的訓練権 (droit individuel à la formation) を､
失業補償期間中には100％保障されるとともに､ 新しい企業に採用された際に
は､ 採用後２年間は当該企業との合意によりこれを行使できること (同条)
(本文 ｢Ⅳ３(2)(d)｣､ 同 ｢Ⅴ２(9)④｣ 参照))､ ④若年者支援措置に関する規
定 (３条､ 17条) (本文 ｢Ⅴ２(9)④｣ 参照)､ ⑤新しい社外労働者利用制度
(portage salarial) の法制度化 (18条) が盛り込まれた｡
このうち､ ④を除いた部分の基本内容を再録した再録した法案が､ 2008年３
月26日に閣議決定され､ 同年６月12日に議会で最終的に採択された (労働市場
の現代化に関する2008年６月25日の法律) (Bref social (Liaisons sociales),
nº 15067 (le 28 février 2008), p. 1 ; nº 15086 (le 27 mars 2008), p. 1 ; nº
15140 (le 16 juin 2008), p. 1 ; nº 15163 (le 22 juillet 2008), p. 1 ; Projets
(Liaisons sociales), nº 89/2008 (le 10 avril 2008, p. 1 ; Législation sociale
(Liaisons sociales), nº 164/2008 (le 18 juillet 2008), p. 1.)｡ また､ 上記協
定は､ 2008年７月25日から拡張適用されることとなった (Bref social (Liaisons
sociales), nº 15167 (le 29 juillet 2008), p. 3.)｡
３. 雇用の合理的な申込みに関する法律の制定
求職者の権利および義務に関する法案は､ 2008年６月11日に閣議決定され､
同年７月23日に議会で採択された (求職者の権利および義務に関する2008年８
月１日の法律) (Bref social (Liaisons sociales), nº 15139 (le 13 juin 2008),
p. 1 ; nº 15166 (le 25 juillet 2008), p. 5, Législation sociale (Liaisons
sociales), nº 181/2008 (le 14 août 2008), p. 1.)｡ 本法は､ 雇用の合理的な申
込みの定義と当該申込みを拒否した場合のルールを明確化することを目的とす
る (本文 ｢Ⅴ４(1)｣ 参照)｡ とりわけ､ 他のヨーロッパ近隣諸国で一般に認め
られているように､ 相応な雇用の申込みを受け入れることを条件として､ 失業
給付が行われるという原則をより明確にした点で注目されている (Législation
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sociale (Liaisons sociales), ibid.)｡
本法は､ ただちに就労可能な求職者 (本文 ｢Ⅲ１(1)(b)｣ 参照) に対して､
積極的求職活動の実施のほかに､ PPAE の作成・改定､ 雇用の合理的な申込み
の受諾を義務づけた (改正 L.5411‑6条)｡ このような本法は､ PPAE に関する
規定､ 雇用の合理的な申込みにかかわる規定､ さらに､ 求職活動の免除 (同上
および注(20)参照) の段階的廃止に関する規定を新設した｡
第１に､ PPAE は2006年１月18日の協定により定められ､ 労働法典の行政立
法の部 (partie réglementaire) にも規定が置かれているが (本文 ｢Ⅳ２(3)｣
参照)､ 本法により同法典の法律の部 (partie législative) にも規定が置かれ
ることになった｡ すなわち､ PPAE は､ 求職者と公的雇用サービス機関
(ANPE と ASSEDIC との統合による新しい実施主体､ これが設置されるまで
の間は ANPE) との共同により､ 作成・改定される｡ 公的雇用サービスに参加
する組織 (民間の実施主体を含む) も､ 公的雇用サービス機関と協定を締結す
ることで､ PPAE の作成・改定を行うことができるとされる｡
PPAE の目的は２つあるとされる｡ １つは､ 求職活動の対象となる雇用の性
質・特徴､ 求職活動が優先に行われる地理的範囲､ 賃金の期待額が記載される｡
もう１つは､ 雇用復帰を早めるために､ とりわけ､ 個別的支援､ 場合によって
は､ 職業訓練および移動援助に関して､ 公的雇用サービス機関が実施しなけれ
ばならない活動が記載される (L.5411‑6‑1条)｡
第２に､ 本法は､ 雇用の合理的な申込みの基準とその時間的な変化を定めた｡
雇用の合理的な申込みの構成要素は､ 求職活動の対象となる雇用の性質・特徴､
求職活動が優先に行われる地理的範囲､ 賃金の期待額であり (L.5411‑6‑2条)､
前述のようにこれらは PPAE に記載されることとなっている｡ したがって､
政府が2008年５月６日に行った提案の中で挙げられていた求職者の ｢雇用プロ
ジェクト｣ は､ PPAE を結局は意味することとなる｡
PPAE 改定の際に､ とりわけ雇用復帰の展望を拡大するために､ 雇用の合理
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的な申込みの構成要素は改定される (L.5411‑6‑3条)｡ PPAE の改定は､ 求職
者登録から３か月後､ ６か月後､ １年後とされている (本文 ｢Ⅳ２(3)(b)｣ 参
照)｡ そのうえで､ ①求職者登録から３か月後には､ 職業資格および職業能力
に合致して､ 前職の95％以上の賃金である雇用の申込みは､ 合理的なものとさ
れる｡ ②求職者登録から６か月後には､ 職業資格および職業能力に合致して､
前職の85％以上の賃金であり､ 公共交通機関を使って片道１時間または30キロ
以内の通勤を要する雇用の申込みは､ 合理的なものとされる｡ ③求職者登録か
ら１年後には､ 職業資格および職業能力に合致して､ 労働法典 L.5421‑1条に定
められた代替的所得 (失業保険給付または連帯保険給付) の水準以上の賃金で
あり､ 上述の通勤条件を満たす雇用の申込みは､ 合理的なものとされる (同条)｡
したがって､ 雇用の合理的な申込みの構成要素は､ 失業後の月数の経過ととも
に､ 求職者にとってより拘束的なものとなる｡
その一方で､ とりわけ､ 雇用の合理的な申込みの基準のこのような変化が､
ソーシャルダンピングに至らないようにするために､ 本法は､ 求職者に対する
一定の保障を定めた｡ すなわち､ ①同基準は､ 当該地域・職業で通常支払われ
る額を下回る賃金を受け入れることを､ 求職者に強いることはできない｡
PPAE に定められた賃金の期待額は､ 法律および協約で定められた基準､ とり
わけ SMIC を下回ることはできない｡ ②PPAE が求職活動の対象となる雇用
をフルタイムとしている場合には､ 求職者にパートタイム雇用を受け入れるこ
とを強いることはできない (L.5411‑6‑4条)｡ ③求職者が PPAE に定められた
職業訓練を行っている場合には､ PPAE の改定は､ この職業訓練の期間中は延
期される (L.5411‑6‑3条４項)｡
さらに､ 本法は求職者名簿からの削除理由に関する労働法典 L.5412‑1条 (本
文 ｢Ⅲ１(2)(b)｣ 参照) の改正を行い､ 雇用の合理的な申込みを正当な理由な
く２回拒否した場合を､ 削除理由に追加した｡ 本法の適用のためのデクレでは､
当該拒否の場合について､ 求職者名簿からの２か月間の削除 (したがってその
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間の代替的所得の給付停止) が規定されることが予定されている (Bref social
(Liaisons sociales), nº 15115 (le 9 mai 2008), p. 1 ; nº 15124 (le 23 mai
2008), p. 1 ; nº 15139 (le 13 juin 2008), p. 1, Législation sociale (Liaisons
sociales), ibid.)｡ なお､ 本法の改正により､ 同条は､ PPAE の作成・改定を
正当な理由なく拒否した場合も､ 削除理由に追加した｡ また､ 提案された職業
訓練等を行うのを正当な理由なく拒否した場合については､ すでに同条に列挙
されていたが､ 当該職業訓練等が PPAE の枠内に含まれるものでなければな
らないことが明確にされた｡
第３に､ 求職活動の免除を受けることができる年齢は､ たとえば ARE に関
しては､ 2009年には58歳に､ 2010年には59歳に､ 2011年には60歳に引上げられ､
最終的には､ 当該免除措置は､ 2012年１月１日から廃止されることとなった｡
４. ANPE と ASSEDIC との統合
ANPE と ASSEDIC との統合をレールに載せるための準備機関 (本文 ｢Ｖ
３｣ 参照) は､ 《フランス雇用》 (France emploi) と命名された｡ その第１
回の理事会が､ 2008年４月28日に雇用省において開催され､ シェルティエ
(Dominique-Jean CHERTIER) 氏 (ラファラン (Jean-Pierre RAFFARIN)
元首相の社会参事官) が議長に選出された｡ 理事長には､ シャルピー
(Christiant CHARPY) 氏 (ANPE の現理事長) が任命された｡ ANPE と
ASSEDIC との統合作業の遅れを取り戻すため､ 理事会を月１回開催すること
が決定されている (Bref social (Liaisons sociales), nº 15099 (le 15 avril
2008), p. 5 ; nº 15102 (le 18 avril 2008), p. 5 ; nº 15109 (le 29 avril 2008),
p. 5 ; nº 15110 (le 30 avril 2008), p. 5 ; nº 15119 (le 16 mai 2008), p. 3.)｡
ANPE と ASSDIC の統合による新しい制度は､ 2008年９月にはその名称の公
表が行われ､ 2009年１月１日には設置に至るものとされている (Bref social
(Liaisons socials), nº 15176 (le 19 aout 2008), p. 2.)｡
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５. SMIC の改定時期の変更
労働所得のための法案 (projet de loi en faveur des revenues du travail)
が､ 2008年７月23日に閣議決定された｡ 同法案は､ ｢労働所得のダイナミック
化をより促進するための枠組みを設定する｣ ことを目的としており､ 今秋には
議会に提出される予定である｡ 同法案では､ 企業が賃金の年次交渉義務 (労働
法典 L.2242‑8条１項) を遵守しない場合に､ 当該企業が社会保険料の使用者負
担の軽減 (社会保障法典 L.241‑13条 (いわゆるフィヨン控除) など) を享受し
ているときには､ その軽減額が10％削減される､ といったことが規定されてい
る｡ 同法案では､ 2010年から､ SMIC の自動的改定時期を､ 現行の毎年７月１
日から､ １月１日に変更することも規定されている (Bref social (Liaisons
sociales), nº 15166 (le 25 juillet 2008), p. 1, Projets (Liaisons sociales),
nº 176/2008 (le 6 août 2008), p. 1.)｡

(注記)

本稿は､ 科研費 (17330012) による研究課題 ｢雇用保険制度の比

較法的研究｣ (研究代表者：中窪裕也教授 (一橋大学)) の報告書の一部として
まとめさせていただいた内容に､ その後若干の加筆・構成の変更等を行ったも
のである｡ ただし､ 本稿における検討の視点や労働市場改革の動向に関する記
述については､ 科研費 (19530048) による研究課題 ｢沖縄県における若年者の
求職活動と雇用対策の課題｣ (研究代表者：筆者) の研究成果の一部が反映し
ている｡ 後者の研究課題では､ 沖縄県における若年者雇用対策の課題を､ 政策
担当者・経営団体・労働組合等へのヒアリングや､ 労働市場改革に関する比較
法的検討 (ヨーロッパ､ とくに若年者失業率の高いフランス) を踏まえて分析
する作業を進めている｡ このヒアリングの結果の紹介や､ 沖縄県の雇用問題を
前提にした若年者雇用対策の比較法的検討､ さらには沖縄の若年者雇用問題か
らみた労働市場規制一般の理論課題の明確化等については､ 別稿を予定してい
る｡
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注
１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

労働法典 L.5411‑2条参照｡ cf. Le chômage, Chômage total - Chômage partiel,
Liaisons sociales, 2002, nº 83. なお､ 同書自体は､ 2001年の協定の下での制度に関
する解説書であるため､ 現行協定の下での制度でも変更されていないと判断できる記
述部分を用いることにする｡
拙稿 ｢雇用社会のリスク社会化とセーフティネット｣ 日本労働法学会誌111号 (2008
年) 80頁以下参照｡
金子勝教授のセーフティネット論を､ ここでは参考にしている｡ 同教授のセーフティ
ネット論と労働法学への影響については､ 拙稿 ｢労働法における市場と規制
｢構
造改革と労働法｣ を主題として｣ 琉大法学72号 (2004年) 19頁以下参照｡
宮本太郎 ｢ポスト福祉国家のガバナンス､ 新しい政治対抗｣ 思想983号 (2006年) 27
頁以下､ 岩田正美 ｢貧困になるリスク・貧困であることのリスク
福祉国家と社会
的リスク管理の困難｣ 橘木俊詔編 リスク社会を生きる (岩波書店､ 2004年) 125頁
以下､ 中山竜一 ｢｢保険社会｣ の誕生
フーコー的視座から見た福祉国家と社会的正
義｣ 日本法哲学会編 市場の法哲学 (有斐閣､ 1994年) 154頁参照｡
拙稿 ｢沖縄県における若年者の求職活動と雇用対策の課題 (1‑2・完)｣ 琉大法学69
号 (2003年) 135‑136頁､ 同70号 (同) 28頁以下､ 同 ｢若年者雇用対策と法
労働法
制改革は若者の労働市場に何をもたらしたのか？｣ 琉大法学78号 (2007年) 308頁以下
参照｡
J. PELISSIER, A. SUPIOT et A. JEAMMAUD, Droit du travail, 23e éd.,
Dalloz, 2006, p.189.
2005年11月に UNEDIC を訪問し､ 制度国際関係局 (Délégation aux relations
institutionnelles et internationals) 所属の Frédéric-Paul MARTIN 氏から情報提
供を受けた｡ その際の同氏の発言も参考にさせていただいた｡
フランスの失業補償制度・失業保険制度の歴史に関しては､ 以下の文献等を参照に
した｡ J.-J. DUPEYROUX et R. RUELLAN, Droit de la sécurité sociale, 15e éd.,
Dalloz, 2005, p.1123 et s., CHAUCHARD, Droit de la sécurité sociale, 3e éd.,
L.G.D.J., 2001, p.464 et s. また､ ASSEDIC のホームページ (https://www.assedic.
fr/assedic/assedic.portal#) に､ ｢失業保険制度｣ と題するサイトがあり､ 同制度の歴
史の概説が掲載されている｡
ただし､ 一般に､ 失業保険制度は､ 他の社会保険制度に比してその発展が遅いとい
う特徴を有する｡ 労務行政研究所編 新版・雇用保険法 (コンメンタール) (労務行
政､ 2004年) 25頁以下参照｡
フランスの失業保険制度の特徴の１つとして挙げた法律と協約との役割分担につい
ては､ このときに始まったとされる｡ すなわち､ 1979年の法律は､ 失業扶助を廃止し､
国の役割を財政補助にとどめる一方で､ いわゆる枠組法 (loi cadre) として､ 失業保
険の給付内容の具体化を協定に委ねた (労働法典 L.351‑1条 (当時))｡
1984年の改革から2006年の協定に至るまでの歴代の協定の有効期間について､ 入手
可能であったいくつかの資料からすると､ つぎのように推測される｡ ①1984年２月24
日の協定：1984 年４月１日から1986年12月31日まで､ ②1985年11月19日の協定：1986
年４月１日から1987年12月31日まで､ ③1988年７月６日の協定：同日から1989年12月
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31日まで､ ④1990年１月１日の協定：同日か1992年12月31日まで､ ⑤1993年１月１日
の協定：同日から1993年12月31日まで､ ⑥1994年１月１日の協定：同日から1996年12
月31日まで､ ⑦1997年１月１日の協定：同日から1999年12月31日まで､ その後､ ２回
にわたり半年ずつ有効期間が延長される (2000年12月31日まで)､ ⑧2001年１月１日の
協定：同日から 2003年12月31日まで､ ⑨2004年１月１日の協定：同日から2005年12月
31日まで､ ⑩2006年１月18日の協定：同日から2008年12月31日まで｡
2001年３月22日の無期協定について､ CGT-FO は前日深夜に署名を行った｡ CGT は､
当初は署名を行わず､ 同年４月４日に署名を行うことを決定した｡ 当時､ 失業保険給
付に関する2001年の協定に署名しなかった両組合が､ この無期協定に署名したのは､
失業保険制度の管理運営に参加できなくなるのを回避するためであったと報じられて
いる｡ Bref Social (Liaisons sociales), nº 13367 (le 23 mars 2001), p. 4 ; nº 1368
(le 25 mars 2001), p. 4 ; nº 13370 (le 28 mars 2001), pp. 4‑5 ; nº 13375 (le 4 avril
2001), p. 3.
2006年協定５条２項で引用されている1984年の無期協定は､ 前述した失業保険の給
付内容等に関する同日付の有期協定と同じく､ 同年の改革の際に締結されたものであ
る｡ 1958年の協定も無期協約であったが､ 1982年11月19日に CNPF (フランス経営者
連盟､ MEDEF の前身団体) により破棄されたことから (このことが1984年の改革の
直接の引き金となる)､ 同協定５条で創設された ASSEDIC と UNEDIC の諸制度を存
続させるために､ 1984年にこの無期協定が締結された｡
J.-M. DOMERGUE, L’assurance chômage : un régime façonné par les
partenaires sociaux, in Mélange en l’honneur de J. PELISSIER, Dalloz, 2004, p.
222 et s.
Ibid., p. 218 et s.
Ibid., p. 221.
より広い文脈の中で､ 雇用サービスの契約化を､ ①政府と公的実施機関 (さらには
当該機関とその職員) との間の契約化 (公共サービスの内部での擬似契約化)､ ②雇用
サービスの外注化 (contracting-out) (ニューパブリックマネジメントの影響を受けた
労働市場の民営化)､ ③雇用サービス提供機関と求職者との間の契約化 (client contracts) (求職者への所得保障が､ その選択したサービス提供機関において現金化でき
る､ バウチャーとして行われる仕組みの導入まで含む) という３つの潮流で捉えるも
のとして､ H. MOSLEY & E. SOL, Contractualism in Employment Services : A
Socio-Economic Perspective, in E. SOL & M. WESTERVELD (Eds), Contractualism
in Employment Services, A New Form of Welfare State Governance, Kluwer
Law International, 2005, pp. 9‑15.
本稿では､ 契約化の意味を③に限定して用いている｡ 前掲書の序文では､ 失業者の
ための公的雇用サービスが､ ビューロクラティックなアプローチから市場志向的アプ
ローチに移行しつつあること､ 立法ではなく､ 契約が標準 (norm) となり､ 集団的な
命令が､ 自助促進のためにより高度化された個人責任に取って代わられつつあること､
このような動向の背景には､ 当事者をよりいっそう巻き込んで成果を挙げるという考
え方があること､ などが指摘されている｡
なお､ 上記の①と②の動向について､ ｢Cooperating (協働・連携)｣ という観点か
ら着目するものとして､ 中内哲 ｢再就職支援に果たすハローワークの役割｣ 日本労働
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法学会誌111号 (2008年) 78頁‑79頁参照｡
OECD, Employment Outlook 2007, p. 208, p. 236.
Le chômage, Chômage total - Chômage partiel, op. cit., nos 87‑88.
失業保険給付に関しては､ 57歳と６か月以上である者､ または老齢保険制度に160四
半期 (40年) 以上加入していて55歳以上である者について､ 失業扶助のなかの特定連
帯手当 (ASS) に関しては､ 55歳以上である者について､ 求職活動の免除がある｡ た
だし､ 代替的所得の支給という点でその地位に影響を及ぼしうるあらゆる変化､ とく
に､ 従属労働であるか否か､ 有償であるか否かを問わず､ あらゆる活動の再開につい
て､ 当該支給機関 (具体的には ASSEDIC) に72時間以内に通知しなければならない｡
正当とみなされる辞職としては､ つぎのものがある｡ ①18歳未満の労働者が保護者
の意見に従った場合､ ②新しい仕事に就くために (企業内の転勤を含む) 居所の変更
を行う配偶者に随行する場合､ ③居所の変更を伴う結婚等による場合､ ④給付期間を
残して新しい仕事に就いたが､ その仕事では新しい受給権を獲得しないまま辞職した
者について､ 給付を再開する場合､ ⑤賃金不払いを理由とする場合､ ⑥自分が被害者
であったと告訴している犯罪行為を原因とする場合､ ⑦解雇等の後に求職者登録をし
ないで仕事に就いて､ 91日を超えない試用期間中あるいはその終了時に辞職した場合､
⑧失業保険に３年間加入している労働者が､ 無期労働契約で仕事に就くために辞職し
て実際に雇用されたが､ 91日を超えない試用期間中またはその終了後に使用者が当該
雇用を終了した場合､ ⑨配偶者と一緒に仕事をすることが契約内容となっているいわ
ゆる ｢カップル｣ 労働契約において､ 配偶者の解雇により自動的に契約が解約された
場合､ ⑩良心条項 (L.7112‑5条) によるジャーナリストの辞職､ ⑪企業創設のために
辞職したが､ 36か月以内にそれが挫折した場合｡ Le chômage, Chômage total - Chômage partiel, Liaisons sociales, op. cit., nº 73.
Ibid., nº 74.
J. PELISSIER, A. SUPIOT et A. JEAMMAUD, op. cit., nº 129.
Ibid., nº 130.
Ibid., nº 131.
J. -J. DUPEYROUX, M. BORGETTO, R. LAFORE et R. RUELLAN, Droit de
la sécurité sociale, 15e, Dalloz, 2005, p. 1125.
Le chômage, Chômage total - Chômage partiel, Liaisons sociales, 2002, nº 23.
この点に関して､ ASSEDIC のホームページ (注(8)参照) に掲載されている文書で
は､ ｢フランスで適用される最低賃金の約8.5倍に相当する額が上限とされる｣ との記
述がある (Protection en France des personnnes involontairement privées d’emploi,
mise à jour mars 2008, p. 6)｡ たしかに､ SMIC (Ⅵ参照) の月額保障給を8.5倍に
すると､ 失業保険料の徴収対象となる賃金上限額の近似値となるようである｡
Le chômage, Chômage total - Chômage partiel, Liaisons sociales, 2002, nos 24‑
29.
Le chômage total, chômage partiel, Liaisons sociales, 1993, nº 11555, pp. 67‑
68.
Ibid., nº 78.
Ibid., nº 79.
Ibid., nos 118‑119.
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Ibid., nos 102‑111 (ただし､ ARE の定額部分と最低保障額については改定されてい
る｡).
Ibid., nos 127‑132 (ただし､ 月労働時間数､ 最長期間の月数については変更されて
いる｡).
Ibid., nos 133‑139.
Législation sociale (Liaisons sociales), nº 8131 (le 21 décembre 2000), p. 1.
Cour de comptes, L’évolution de l’assurance chômage : de l’indemnisation à
l’aide au retour à l’emploi, mars 2006, p. 38.
J. PELISSIER, A. SUPIOT et A. JEAMMAUD, op. cit., p. 189.
A. SUPIOT, Un faux dilemma : la loi ou le contrat ?, Droit social, 2003, p. 68.
同協定については､ Documents (Liaisons sociales), nº 63/2000 (le 11 août 2000),
p. 1 et s.
L. FABIUS et M. AUBRY, La crise de l’assurance chômage, Droit social, 2000,
p. 823 et s.
同協定については､ Documents (Liaisons sociales), nº 83/2000 (le 9 octobre 2000),
p. 1 et s.
Bref social (Liaisons sociales), nº 13258 (le 18 octobre 2000), p. 1.
認可の前に諮問された雇用高等委員会 (Comité supérieur de l’emploi) の報告書
では､ 政府は PAP のような雇用に向けた個別的支援を支持してきたこと､ 政府自身が
２年前から《ニュースタート (nouveau départ) 》プログラムに取り組むことで､ こ
のような個別的支援を発展させようとしてきたことなどを指摘する (Législation
sociale (Liaisons sociales), nº 8131 (le 22 décembre 2000), p. 19.)｡ これらの点は､
２度目の認可拒否の際の政府コミュニケでも指摘されていたことである (Documents
(Liaisons sociales), nº 83/2000 (le 9 octobre 2000), p. 18.)｡ フランスにおける失業
者に対するアクティベーション戦略の先駆けといえる､ このプログラムについては､
林雅彦・高津洋平 ｢フランスの失業保険制度と職業訓練制度
Welfare to Work の
観点から｣ 海外労働時報臨時増刊号342号 (2003年) 45頁参照 (本研究を進めるうえで､
同論文をたいへん参考にさせていただいたことを記しておく)｡ なお､ PAP のなかに
ニュースタートプログラムを取り入れたと思われる､ PAP-ND (PAP pour nouveau
départ) が2001年 7 月から開始しているようである (Bref social (Liaisons sociales),
nº 13383 (le 17 avril 2001), p. 1.)｡
J. PELISSIER, A. SUPIOT et A. JEAMMAUD, op. cit., p. 190.
導入当初の ARE は､ その直前の AUD の給付内容から手当額の漸減という仕組みを
取り除いたものに､ ほぼ等しかった｡ Le chômage, Chômage total - Chômage partiel,
Liaisons sociales, 2002, pp. 38‑39.
AUD の下では､ 使用者側・労働者側の保険料はそれぞれ4.18％､ 2.42％であったが､
これにさらに保険料を加算する仕組みがあった｡ Le chômage total, chômage partiel,
Liaisons sociales, op. cit., nº 16.
Conseil d’Etat, 11 juillet 2001, Revue de jurisprudence sociale, 2001, nos 1157
et 1168.
失業保険制度に関する協定は､ 文字通りの労働協約である｡ したがって､ 本文のよ
うな場合､ 労働協約による失業者の権利の不利益変更という観点からも､ 議論を立て
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ることができるかもしれない｡ しかし､ 失業者については労働契約の存在を前提にし
ないことから､ 通常の協約法理がどこまで援用でき､ どのような修正が必要となるか
が問題となるであろう｡ あるいは､ 労働契約存続時に失業保険協定の適用を受け､ 退
職時に受給権の内容が確定するという構成も考えうる｡ この場合には､ すでに確定し
た個人の権利を､ 労働協約が削減することは認められないことになる｡
J. PELISSIER, A. SUPIOT et A. JEAMMAUD, op. cit., p. 192. 学説では､ ス
テレオタイプの文書に署名したのではなく､ 相互の義務を交渉するプロセスに当事者
を参加させ､ お互いを結びつける関係を個別化することを目的としているのであるか
ら､ PARE も PAP も契約として性質決定できること､ この点で､ 確かに､ 求職活動
が失業補償の前提条件であることから､ 両者は従来からリンクしていたが､ PARE は
そのリンクの仕方を ｢契約化｣ したと評価できることが指摘されている｡ A. SUPIOT,
op. cit., p. 68.
同論文では､ この種の契約では､ ｢当事者は､ その単なる財産的利害を超えた目的に
従属することになる｡ 契約は､ 量 (quantités) の交換に使われる代わりに､ 共通善
(bien commun) の確定に参加することで､ 《公的なものになる》 (se « publicise »)｡
…当事者は､ その固有の利害を超えた目的に意思を従属させる…｡ 当事者の自由は､
これらの目的のためにプログラム化されている｡ この現象は､ 個別的レベルでは行動
の 規 格 化 (normalisation) と し て ､ 集 団 的 レ ベ ル で は 法 源 の 道 具 化
(instrumentalisation) として現れる｡｣ (Ibid., p. 67) との指摘がみられる｡ 法律の
規定する目的や原則を､ 個別的あるいは集団的交渉により具体化するという法政策的
手法における､ 契約あるいは集団的協定の性質変容に関する分析として興味深い｡
編・章の構成からすると､ 2001年の付属規則は ｢他の介入｣ を ｢再就職援助｣ の中
に位置づけたのに対し､ 2006年の付属一般規則は両者を別個に扱っている｡
本文で挙げた12種類の措置のうち､ この⑧だけが使用者に給付されるもので､ 残り
の11種類は求職者に給付される｡
2006年の協定の付属一般規則により新設された｡
編・章の構成からすると､ 2006年の付属一般規則は ARE と賃金との併給を再就職
支援として位置づけるのに対し､ 2001年の付属規則は併給を ARE の支給の仕方の１
つとして位置づけていた｡
タイトルは ｢地理的移動援助 (aide à la mobilité géographique)｣ となっており､
2006年の協定の付属一般規則と表現が若干異なる｡
ただし､ 2001年の付属規則には規定されたが､ 2006年の付属一般規則にはみられな
いものとして､ ｢住宅援助 (aide au logement et accessoires au logement)｣ (第２
編第４章第１節) がある｡
技能検定に関しては､ 2002年１月17日の法律 (いわゆる社会現代化法) が､ 職業活
動を行うあらゆる人を対象に規定を置いていた｡
熟練化契約は､ 労使の意向に沿って､ 2004年５月４日の法律により､ 労働市場への
アクセス経路を明瞭にするために導入された｡ 教育訓練と就労とを交互に行う様々な
参入契約 (contrat d’insertion en alternance) が､ 見習契約ともはや明確には区別
できなくなっていたため､ それらに替えて､ 単一ではあるが調整可能な仕組みとして
創設された (J. PELISSIER, A. SUPIOT et A. JEAMMAUD, op. cit., nº 182.)｡
熟練化契約は､ 職業資格を取得し､ 職業的参入あるいは再参入を促進するためのもの
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であり､ 16歳から25歳までの者と､ 26歳以上の求職者に開かれている (L.6325‑1条以
下参照)｡
失業補償を受給しているときも許容されている部分的活動 (１(4)参照) のことを指
すものと思われる｡
注(133)参照｡
EU では､ 2000年３月のリスボン欧州理事会､ いわゆる ｢リスボン雇用サミット｣
において､ ｢より多くのより良い仕事とより強い社会的連帯を確保しつつ､ 持続的な経
済発展を達成しうる､ 世界の中で最も競争力がありダイナミックな知識基盤経済 (the
most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable
of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion)｣ を構築するという､ 今後10年間に渡る経済・社会政策に関する包括的な方向
性が示された｡ そこでは､ 人的投資を行い､ 能動的な福祉国家 (active welfare state)
を建設することにより､ 欧州社会モデルを現代化することが､ 重要な課題の１つとさ
れていた｡ このような流れの中に､ 前述した ｢成長と仕事のための総合指針 (2005‑
2008年)｣) (Ⅱ３(2)参照) も位置づけられる｡ 知識基盤経済・能動的福祉国家・包括
的労働市場・欧州社会モデルの現代化､ といった課題設定の中では､ 失業問題に対す
るアプローチの仕方も､ アクティベーション戦略などにみられるように､ 従来とは大
きく異なってくるものと考える｡
Bref social (Liaisons sociales), nº 14508 (le 25 novembre 2005), p. 1 ; nº 14514
(le 5 décembre 2005), p. 2 ; nº 14518 (le 9 décembre), p. 1 ; nº 14527 (le 22
décembre 2005), p. 1.
再就職支援策における ｢Profiling (個々人の情報集積とそれに基づく適切な施策の
実行)｣ という潮流に着目するものとして､ 中内・前掲論文注(17)78頁‑79頁参照｡
職業転換協定については､ 野田進 労働契約の変更と解雇
フランスと日本 (信
山社､ 1997年) 334頁‑335頁､ 372頁以下参照｡ 同協定に関する以下の記述は､ 同書に
よるところが大きい｡ なお､ 当時の解説書としてはつぎのものがある｡ Convention de
conversion, Liasons sociales, numéro spécial, 1996 ; Licenciment économique,
mesures d’accompagnement indemnisation, Liaisons sociales, numéro spécial,
1997.
また､ 破毀院判決によれば､ 職業転換協定の利用の提案をしなかった使用者は､ 労
働者に対する損害賠償責任を負うとされている｡ Convention de conversion, op. cit.,
p. 24.
社 会 計 画 に つ い て は ､ 野 田 ・ 前 掲 書 注 (65)300 頁 ､ 334 頁 参 照 ｡ Voir aussi,
Licenciment économique, op. cit., p. 20 et s.
Licenciment économique, op. cit., nº 13, Convention de conversion, op. cit.,
nos 25‑27.
Convention de conversion, op. cit., pp. 14‑15.
Ibid., p. 20 et pp. 32‑33.
Ibid., p. 12 et p. 47.
Ibid., pp. 42‑43.
Ibid., pp. 12‑13.
Ibid., p. 10, Licenciment économique, op. cit., pp. 59‑60.
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J. PELISSIER, A. SUPIOT et A. JEAMMAUD, op. cit., nº 477, Licenciement
économique, mesures d’accompagnement, indemnisation, Liaisons sociales, 2005,
pp. 34‑40.
Le chômage, Chômage total - Chômage partiel, op. cit., p. 28 et pp. 64‑65.
解雇補償手当については､ 野田・前掲書注(65)253頁参照｡
Convention de conversion, op. cit., pp. 14‑15.
J. PELISSIER, A. SUPIOT et A. JEAMMAUD, op. cit., No 478, Licenciement
économique, op. cit., pp. 27‑33.
Législation sociale (Liaisons sociales), nº 8561 (le 4 février 2005), p. 1 et s. ;
nº 8589 (le 17 mai 2005), p. 1 et s. ; nº 8608 (le 21 juillet 2005), p. 1 et s. ; nº 8635
(le 20 octobre 2005), p. 1 et s.
現在手元にある資料等には､ CRP の締結 (署名) 当事者が誰なのかが断言されてい
ない｡ 労働者は CRP の加入者として位置づけられている｡ 財政を含めた職種転換協定
との類似性から､ 企業と ASSEDIC との間で締結され､ それに労働者が加入するとい
う形式をとるものと推測している｡
なお､ 2005年１月18日の法律により､ CRP という労働者にとっての新しい社会的権
利が導入されたのは､ 同法が経済的解雇規制の緩和を行ったこと (小早川真理 ｢2005
年１月18日の法律
経済的事由による解雇の規制の改革について｣ 労旬1615・6号
(2006年) 98頁以下参照) の代償であること､ 職業転換組織 ((1)(a)②参照) と CRP
とを対比して､ 前者では企業が支配的な役割を果たすのに対して､ 後者では労働者の
再就職が公的雇用サービスの責任であるとしているという点で､ 職業再転換プロセス
における企業の位置づけにおける変化がみられることなどを指摘するものとして､ C.
BOUCHARDEAU, D. GRECO et C. TUCHSZIRER, La convention de reclassement
personnalisé, plus d’un adérent sur deux en emploi un an après l’entrée dans
le dispositif, L’observatoire de l’ANPE, octobre 2007, nº 14.
Licenciement économique, op. cit., pp. P. 28.
J. PELISSIER, A. SUPIOT et A. JEAMMAUD, ibid.
J. PELISSIER, A. SUPIOT et A. JEAMMAUD, op. cit., nº 198.
C. BOUCHARDEAU, D. GRECO et C. TUCHSZIRER, ibid.
同法については､ 注(118)も参照｡
Législation sociale (Liaisons sociales), No 8697 (le 1er juin 2006), p. 1 et s.
Le chômage total, chômage partiel, Liaisons sociales, op. cit., nos 126‑138.
ILO 理事会は､ 2007年11月16日に､ この新規採用契約が､ ILO158号条約 (使用者の
発意による労働契約の終了に関する条約､ 1982年に ILO 総会採択､ 1989年にフランス
政府批准) に適合しないとする報告書を採択した｡ Bref social (Liaisons sociales),
nº 14995 (le 16 novembre 2007), pp. 5‑6 ; nº 14996 (le 19 novembre 2007), p. 1.
その後､ フランスでは､ 2008年７月１日の破毀院社会部判決により､ 新規採用契約
が ILO158号条約に反するとされた｡ Bref social (Liaisons sociales), nº 15155 (le 9
juillet 2008), p. 1. しかし､ このときにはすでに､ 労働市場の現代化に関する2008年
６月25日の法律 (本文末尾の ｢追記２｣ 参照) により､ 新規採用契約の制度は廃止さ
れ､ 現在締結されている同契約は通常の有期労働契約に再性質決定されることが規定
されていた｡
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90

Unedic, Direction des études et des statistiques, Chômage indemnisé ou non
indemnisé (principaux résultats au 31 décembre 2007 et analyse détaillée au 30
juin 2007), le 4 avril 2008, pp. 1‑2.
91
Ibid., p. 5.
92
日本では､ 男性に比べて女性のほうが失業率・長期失業率ともに低い一方で､ 雇用
保険受給率は高く (雇用保険事業年報等参照)､ この点では､ フランスとは正反対の傾
向がみられる｡
93
Ibid., p. 9 et p. 14.
94
Unedic, Direction des études et des statistiques, Département études sur le
marché du travail, Salaires de reference et taux mensuels d’indemnisation, le 30
septembre 2007, p. 4 et p. 5.
95
J. PELISSIER, A. SUPIOT et A. JEAMMAUD, op. cit., nº 116, Législation
sociale (Liaisons sociales), nº 8567 (le 22 février 2005), p. 1 et s.
96
ただし､ ANPE による職業紹介の独占というのは､ 純粋に理論的な次元の問題であ
り､ 実際には､ つぎのようなさまざまな例外が存在した｡
①新聞による求職広告は､ 一定の制限の枠内で許可されていた｡ 求人文書の掲示は
禁止されていたが､ 家事使用人 (domestique) と職務代行者 (intérim) の求人につ
いてはこの禁止が除外されていた｡ これの制約は､ 2005年１月18日の社会結合法によ
り廃止された (３条)｡ ②一定の職業のための営利・非営利の職業紹介活動に関する特
別な制度が定められていた｡ ③さらに､ 国により認可されたまたは ANPE と連携した
公施設・労使同数構成組織・結社が､ 公的職業紹介サービスに協力することができる｡
④使用者も､ 再就職支援のための職業紹介活動を行うことができる (Ⅳ３(1)(a)参照)｡
⑤市町村も､ 国および ANPE と協定を締結することを条件に､ 職業紹介活動を行うこ
とができる｡ ⑥近年では､ 障害者の《Cap Emploi》 (cap は handicapé に由来する
ようである) の結社ネットワークなどに､ ANPE がその権限を委任することが増えて
いる｡
⑤については､ 1999‑2000年時点で1728件の協定が締結されていた｡ しかし､ 市町村
は求職活動をしている当該市町村の住民のためにサービスを行うので､ 利用者間の平
等という点で疑問がだされていた｡ Législation sociale (Liaisons sociales), op. cit.,
p. 2.
97
な お ､ ANPE と 派 遣 労 働 企 業 組 合 (Syndicat des enterprises de travail
temporaire, Sette) との間では､ 2002年３月29日に､ 求職者の採用と職業的参入に関
する協力と相互補完関係を発展させるための協定が締結されており､ 2005年７月６日
には､ 相互補完関係を強化するための新しい協定が締結されている｡ Bref social
(Liasons sociales), nº 14420 (le 8 juillet 2005), p. 1.
98
Bref social (Liasons sociales), nº 14365 (le 20 avril 2005), p. 3.
99
Bref social (Liasons sociales), nº 15054 (le 11 février 2008), p. 3.
100
Bref social (Liasons sociales), nº 14835 (le 21 mars 2007), p. 3.
101
Documents (Liaisons sociales), nº 10/2004 (le févirier 2004), p. 1 et s.
102
Documents (Liaisons sociales), nº 10/2005 (le févirier 2005), p. 1 et s.
103
Rapport de la commission présidée par J. BOISSONNAT, Le travail dans
vingt ans, La documentation française, 1995. ここでは､ ボワソナ報告が提起した
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｢就業契約｣ (contrat d’activité) という構想 (同書278頁以下参照) が批判されてい
るものと解される｡ 同構想に関する簡単な紹介とコメントとして､ アラン・シュピオ
｢90年代におけるフランス労働法の動向｣ 日本労働研究雑誌464号 (1999年) 83頁参照｡
104
A. SUPIOT (sous la direction de), Au-delà de l’emploi, transformation du travail et devenir du droit du travail, Flammarion, 1999. ここでは､ シュピオ報告
が提起した ｢社会法の４つの輪｣ という構想 (同書88頁以下参照) が批判されている
ものと解される｡ 同構想については､ 島田陽一 ｢労働形態の多様化と労働法｣ 法律時
報75巻５号 (2003年) ４頁以下参照｡
105
Bref social (Liaisons sociales), nº 14271 (le 8 décembre 2004), p. 4, Revue de
Presse (Liaisons sociales), nº 2651 (le janvier 2005), p. 8.
106
Conseil de l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale, Aider au retour à
l’emploi, Rapport nº 6, La documentation française, 2005, Bref social (Liaisons
sociales), nº 14494 (le 4 novembre 2005), p. 1.
107
Cour des comptes, op. cit., Bref social (Liaisons sociales), nº 14593 (le 24 mars
2006), pp. 1‑2.
108
Rapports (Liaisons sociales), nº 200/2007 (le 22 août 2007), p. 1 et s.
109
Bref social (Liaisons sociales), nº 14820 (le 28 février 2007), p. 1.
110
Législation sociale (Liaisons sociales), nº 49/2007 (le 29 février 2007), p. 1 et s.
111
Bref social (Liaisons sociales), nº 14896 (le 20 juin 2007), p. 1.
112
Bref social (Liaisons sociales), nº 14897 (le 21 juin 2007), p. 1.
113
Bref social (Liaisons sociales), nº 14948 (le 11 septembre 2007), pp. 1‑2.
114
Convention et accords (Liaisons sociales), nº 22/2008 (le 28 janvier 2008), p. 1
et s.
115
Rapports (Liaisons sociales), nº 218/2007 (le 17 septembre 2007), p. 1 et s.
116
Bref social (Liaisons sociales), nº 14972 (le 15 novembre 2007), pp. 2‑3.
117
Rapports (Liaisons sociales), nº 59/2008 (le 6 mars 2008), p. 1 et s., Bref social
(Liaisons sociales), nº 15043, p. 1.
118
ドイツでは､ 就労から福祉分野まできめ細かく用意された多様な支援策が､ １つの
窓口で利用できるとの紹介記事として､ 2008年４月８日付朝日新聞 ｢働く貧困層の自
立後押し､ ドイツ､ 多様な支援､ １つの窓口で｣ (野川忍教授のコメントも掲載されて
いる) 参照｡
119
2006年３月23日の法律は､ 特定連帯手当､ RMI､ 単親手当 (allocation de parent
isolé, API) の３種類の手当を､ 社会的最低基準保障 (minima sociaux) として総称
し (｢参入に関する｣ (d’insertion) という修飾語をつけてもいわれるようである)､ そ
の受給者の雇用復帰を支援する仕組みを創設した｡ すなわち､ これらの手当の受給者
が月78時間以上の雇用に就いた場合には､ 最初の３か月間は当該手当と賃金との併給
ができる｡ ４か月目には､ 1000ユーロの雇用復帰奨励金 (prime de retour à l’emploi)
が支給される｡ ４か月後から10か月間は､ 単身者には150ユーロ､ 世帯が２人以上の場
合 に は 225 ユ ー ロ の 月 額 一 律 奨 励 金 が 支 給 さ れ る (Législation sociale (Liaisons
sociales), nº 8686 (le 10 avril 2006), p. 1 et s., Bref social (Liaisons sociales),
nº 14498 (le 10 novembre 2005), p. 1.)｡ その一方で､ 不正受給に対する制裁の調和
が図られ､ 虚偽申告の場合には罰金4000ユーロ､ 義務違反の場合には罰金3000ユーロ
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とされた｡ 同法は､ 特定連帯手当と RMI を同列に扱うものといて興味深い｡
Conseil de l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale, La sécuité de
l’emploi, face aux défis des transformations économiques, Rapport nº 5, La documentation française, 2005, p. 153.
121
RMI については､ 藤井良治・塩野谷祐一編 先進諸国の社会保障６
フランス
(東京大学出版会､ 1999年) 234頁以下 (林信明)､ 都留民子 フランスの貧困と社会保
護
参入最低限所得 (RMI) への途とその経験 (法律文化社､ 2000年) 149頁以下､
川口美貴 ｢フランスにおける最低所得保障と社会的・職業的参入｣ 法政研究 (静岡大
学) ２巻１号 (1997年) 43頁以下参照｡
122
Convention et accords (Liaisons sociales), op. cit., p. 1.
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