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1. 組合員意識の経年変化
　「ＯＮ・Ｉ・ＯＮ2」調査とは、これまでの労働組合
運動を総括し、新しいユニオン・アイデンティティの
構築を目指そうという意図のもと、国際経済労働
研究所が1990年に提案した、全国の労働組合の
組合員を対象とした共同調査である。この調査は
組合員に日頃の組合活動を評価してもらう、いわば

「顧客満足度調査」のような位置づけではなく、組
合員一人ひとりがメンバーとして活動にどれほど
積極的に関わっているかという「関与」の概念を
強調するところに大きな特徴がある。「ＯＮ・Ｉ・ＯＮ」
の由来も、「Ｉ(＝私)」が、組合にも会社にも「ＯＮ
(＝関与)」することをあるべき姿と考えているところ
からきている。これまでに、各産業を代表する全国
約290の労働組合が参加しており、わが国の労働
者の意識調査データベースとしては最大規模のも
のとなっている。1996年に総合報告書(国際経済
労働研究所, 1996)が発行され、その後の組合
員意識の経年変化についても、すでに数編の報
告がなされている(八木・阿部, 2006; 阿部・内
田・丹波・前田, 2008; 阿部・八木, 2009)。直
近の報告である阿部ほか(2008)および阿部・八
木(2009)では、「失われた10年」を経た組合員
意識の変化について報告した。小泉政権(2001
年4月～2006年9月)発足の前夜である、いわゆる

「失われた10年」において、企業の雇用創出能力
は減衰し、失業率の上昇、非正規労働市場の拡
大がもたらされた。このような時代背景の中、「94

年以前データ」と比較して、「01年以降データ」で
は、組合に対する全般的な関与意識や、組合に
対する評価の低下がみられた。また、組合活動を
通じての「人的交流」や「社会的視野の拡大」と
いった基本的活動に対する有益感や、組合とのコ
ミュニケーションも低下傾向がみられた。その一方
で、組合に対する批判的イメージについては否定
的な回答が減少し、他の側面とは異なる傾向もみ
られた。また働きがいについては、全般的にポジ
ティヴな回答が増加しており、一見すると「94年以
前データ」に比べて望ましい状態になっていた。し
かし、より詳細に検討した結果、必ずしも楽観視で
きない状態であることも明らかとなった。具体的に
は、仕事の楽しさ、生きがいといった内発的側面は
高まっているが、それは「仕事がよくできる」という
有能感によるものではなかった。むしろ、職場での

「居心地の良さ」による影響が強まったことが原因
であり、仕事そのものが、内発的に働くことのでき
る、魅力ある内容になったためではなかった。その
一方で、地位、昇進、給与といった、外発的な働き
がいの源泉となる要因の満足度は高まっており、
処遇・評価制度の項目においても、成果主義的な
人事制度の影響と考えられる意識の変化が随所
にみられた。

2. リーマンショックと組合員意識
　上記の分析における「01年以降データ」には、
2007年４月までに集積されたデータを使用してい
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　リーマンショックの発生から約半年経過後の
2009年4月から2012年3月までに「ＯＮ・Ｉ・ＯＮ2」
調査を実施した50労組のデータが対象である。
データの代表性を確保するため、配布数とは無関
係に、有効回答数の中から参加労組ごとに全組
織人員の3％相当を無作為抽出した、22499件を
用いた。
　また、リーマンショック発生前の比較対照データと
して、阿部ほか(2008)、阿部・八木(2009)の報
告でも用いた「2001年以降」データをそのまま使用
した。このデータは、2001年1月から2007年4月ま
でに「ＯＮ・Ｉ・ＯＮ2」調査を実施した72労組から、
参加労組ごとに全組織人員の１％相当を無作為
抽出した、12737件である。
　以降では、2009年から2012年までのデータを

「ショック後」、2001年から2007年までのデータを
「ショック前」と表記する。データはすべて正規従

るが、阿 部ほか(2008)の報 告 後の2008年9月
に、米国の大手投資銀行であるリーマン・ブラザー
ズの経営破綻とその後の株価暴落による世界的
な金融危機、いわゆるリーマンショックが発生して
いる。我が国におけるリーマンショックの影響は、輸
出減少に加え、在庫調整や需要減速以上の設備
投資の減速が起きたことから、発信源のアメリカ以
上に大きいものであったといわれている(小峰, 
2010)。このリーマンショックにより、企業の吸収合
併、コストカットという名の大幅な人員削減や事業
所などの縮小・閉鎖など労働環境も大きく変化し
たということができるだろう。このような経済状況、お
よび労働環境の急激かつ大きな変動は、労働者
の意識にさらなる変化をもたらしたのではないだろ
うか。そこで本稿では、リーマンショック前後の意識
調査データをもとに、労働組合員の意識の変化に
ついて検討する。

3. 仮説
　この期間における変化については以下のような
仮説が考えられる。まず、雇用情勢が急激に変化
するような出来事は、それまでのゆるやかな景気
後退とは異なる影響を及ぼすと考えられる。すな
わち、突如として職を失う労働者もいる中で、労働

業員のみで、非正規従業員は含まれていない。
　なお、上記のデータには「ショック前」「ショック
後」いずれかの期間にしか調査を実施していない
組織も含まれるため、厳密な経年比較とはなって
いない。そこで、「ショック前」「ショック後」のいずれ
の期間においても調査を実施した28労組のみを
抽出し、同一組織群同士での比較も行った。その結
果、同一組織群のみの抽出を行った後でも、抽出
前の結果との間に大きな差異は見られなかった。し
たがって本報告では、この抽出作業を行う前のデー
タを分析に用い、その結果をもとに議論を進める。
　さらに、より長期的な時間軸の中での変化もとら
えるために、主 要な項目については阿 部ほか
(2008)、阿部・八木(2009)で示された「94年以
前」の結 果も加えて、「01年 以 降(ショック前)」

「ショック後」の、３時点での変化についても補足し
て述べる。

組合が組織されている会社の従業員でいられると
いう事実の顕在化は、相対的な生活満足度や幸
福感の向上をもたらすだろう。またこうした状況に
おいては、「労働組合の存在によって雇用が守ら
れている」という意識がより強まりやすいと考えら
れるため、組合活動全般に対する評価も高まるこ
とが予測される。ただし、こうした評価の高まりは、
雇用・労働環境の変化に伴って、いわば受動的
に得られるものといえる。組合がこれを契機として
組合員を巻き込んで活動を盛り上げていくような
何らかのアクションを起こしていない限り、表面的
かつ総合的な評価は高まったとしても、組合の個
別の活動に対して積極的に関わろうという関与意
識にはつながらない可能性が考えられる。次に、働
きがいの観点からは、給与などの処遇労働条件や
職場環境に対する満足度は組合評価と同様に、
世間一般との相対的な比較によって高まると考え
られる。また、転職や再就職は難しいという認識が
浸透し、会社への勤続意志が上昇すると考えられ
る。しかしその一方で、会社の業績が伸びない状
況で、設定された目標を達成することがますます難
しくなり、仕事に対する自信や有能感は低下する
だろう。本稿ではこれらの点に注目しつつ、結果を
確認していきたい。

２：対象データ
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３：質問項目

　「ＯＮ・Ｉ・ＯＮ2」調査では、以下の側面につい
て検討するための項目を用意している。

1. プロフィール(属性)項目
　対象者の属性については、性別、年齢、婚姻状
況、子どもの有無、職種、勤続年数、学歴、年収、
転勤・転職経験、支持政党など、質問項目は多岐
にわたるが、本稿では今回の比較において特徴
的な傾向のみられた属性の結果のみ紹介する。

2. 生活意識と生活領域
　個人の私生活に関する意識を中心に、組合員
の生活全般に関する意識を検討する。具体的に
は、職場以外での友人の有無や、仕事以外での
生活の充実感、生活の豊かさ、幸福感、自分に対
する自信についてたずねた。また、生活領域の分
析では、「仕事」「家庭」「余暇」といった、日常生
活の中での各領域を、組合員がどの程度重視し
ているのかについても扱う。

3. 集団・組織観
　集団や組織に対するとらえ方を、2つの側面か
ら検討する。1つは集団に所属して活動することを
志向するかどうか、という意識の側面(集団志向
性)で、もう1つは、集団への出入りのしやすさ、集
団からの拘束を受容する程度に関する意識の側
面(拘束受容性)である。

4. コミュニケーション
　会社と従業員、労働組合と組合員のそれぞれ
の間におけるコミュニケーション構造を、トップダウ
ン・コミュニケーション(組合あるいは会社の方針を
理解し、従っているか)、ボトムアップ・コミュニケー
ション(組合員あるいは従業員の意見を聞き、反映
しているか)の2つの観点から検討する。

5. 組合に対しての関与・評価、否定的イメージ、
基本的活動への評価

　労働組合の活動全体を見渡しての関与意識
や評価を検討する。「ＯＮ・Ｉ・ＯＮ2」調査では組
合に対しての関心の有無、満足度と有益度という
活動全体の評価の指標、行動レベルの負担が伴

う積極的関与の指標、理念的な必要性と自分自
身にとっての必要性、期待感、価値観の一致と
いった多面的な組合評価を用意している。また、
組合に対する否定的なイメージとして、そのスタイ
ル、政治とのかかわり、組織、役員などに対する意
識、さらには相談、能力発揮の場としての機能、視
野の拡大、人的交流といった基本的活動への評
価からの検討も行う。

6. 個別活動領域別の組合関与・組合評価
　積極的関与を個別具体的に議論する部分であ
る。そもそも組合員はどういった領域であれば自ら
積極的に「関与」しようとするのか(一般関与)、ま
た、それは組合を通じて関与したいと考えているの
かどうか(組合関与)を28の具体的な活動領域に
分けて詳細に分析した。さらに、28の領域が組合
活動によってどの程度実現されているか(組合評
価)についても、評価を求めた。

7. 働きがい
　「ＯＮ・Ｉ・ＯＮ2」調査では、働きがいを、ワーク・
モティベーション(勤労意欲・仕事への動機づけ)
の観点からとらえて検討する。ワーク・モティベーショ
ンの源泉は大きく2つの側面に分けられる。ひとつ
は職務における自律性・有能性などに代表される
内発的側面である。「仕事に創意工夫が活かせ
る」といった自律感や、「仕事がよくできる」といっ
た有能感を通じて仕事のやりがいを感じる、いわ
ゆる「内面からわき起こる、やる気」である。もうひと
つは、仕事に対して付随的、副次的に与えられる、
外発的側面で、「給与」「地位」「昇進」などが代
表的なものである。こうした働きがいとそれを取り巻
く要因についての項目を用意し、その実態を検討
する。

8. 処遇・評価制度
　収入についての相対的な満足度の分析を行
う。また、給与や人事評価についての組合員の意
識を公正性の点から検討する。さらに、評価システ
ムの公正性にはその評価決定の過程に参加でき
る程度がかかわっているので、この側面について
も検討する。
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1. プロフィール(属性)項目
　まず、使用したデータの性別および年齢構成を
確認すると、「ショック前」に比べて「ショック後」で

　勤続年数をみると、「5年未満」が増加している
(12.2％→19.3％ )。転職経験に大きな変化はみ
られないことから、「失われた10年」以降続いてい

４：リーマンショック前後の比較結果

は男性の30代が減少し、30歳未満と40代が増加
している。その他の層に大きな変化はみられなかっ
た。

た採用抑制が、やや緩和された傾向がうかがえ
る。年齢構成においても、男性30歳未満がやや増
加傾向にあるのはそのためと考えられる。

　なお、これらの大部分の設問においてリッカート
尺度(「そう思わない」「どちらかといえばそう思わ
ない」「どちらともいえない」「どちらかといえばそう
思う」「そう思う」といった、心理的に等間隔とみな
せる選択肢を用いた設問)が用いられている。ただ
し各段階の回答をそのまま示すと結果が煩雑にな
り傾向も読み取りにくくなるため、次節以降の図表
中では結果を簡略化して示す。すなわち、「そう思

う(％ )」は、「そう思う」と「どちらかといえばそう思
う」の合計、「そう思わない(％ )」は「そう思わな
い」と「どちらかといえばそう思わない」の合計を表
す。中間のあいまいな回答である「どちらともいえな
い」の数値については示さない。なお、リッカート尺
度以外の、特殊な回答形式のものについては、結
果の中でその都度説明する。
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　「１ヵ月の時間外労働」については、「10時間未
満」が増え(34.6％→42.0％ )、それ以外の層が
減っている。多くの企業では人件費抑制のため労

　このような年収、時間外労働の実数の変化を
受けて、組合員の意識としての「給与」「休暇や

2. 生活意識と生活領域
　仕事以外での生活の充実感、生活の豊かさ、
幸福感については、肯定的な回答が増加してお
り、生活に対する意識は全般的に良好なものと

働時間の短縮を促す取り組みがなされており、そ
のことがデータからも確認されたといえよう。

労働時間」の満足度はどのように反応しているの
かについては後述する。

なっている。しかしその一方で、「私は自分に自信
がある」は否定的な回答が増えており、自分に対
する自信は低下していることが明らかとなった。

　次に「あなた自身の年収」であるが、大きな変化
はないものの、「ショック後」は最も割合の多い層で
ある「500 ～ 600万円未満」が少なくなっており
(22.5％→18.2％ )、その代わりに300万円未満と

800万円以上の両極がわずかではあるが増加し
ており、収入格差がやや広がっていることうかがえ
る。
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　生活領域の設問は、生活全体を100点として、
各領域をどれくらい重視しているか、得点を配分し
てもらう方式で回答を求めている。仕事領域を重

視するという割合が若干多くなっているが、全体
的にほとんど変化はみられなかった。

3. 集団組織観
　「集団や組織での活動は楽しい」「いろいろな
集団や組織活動にかかわっていきたい」の2項目
は集団志向性、「出入りの自由な集団や組織の
方がよい」「自発的に参加する集団や組織以外
にはかかわりたくない」の2項目は拘束受容性に
関する項目である。結果をみると、集団志向性に

4. コミュニケーション
　ここでは会社と組合に対するコミュニケーション
について、それぞれ4項目の設問への回答を求め
た。「～提案や意見をよく聞いてくれる」「～活動
に反映されていない」の2項目はボトムアップ・コミュ
ニケーションの程度を表し、「～十分に知っている」

「よく従っている」の2項目はトップダウン・コミュニ
ケーションの程度を表している。
　まず、ボトムアップ・コミュニケーションでは、組合
の項目が全般的に高まっていた。また会社も同様

関する項目に大きな変化はみられないが、拘束受
容性に関する項目では「そう思う」が減少してお
り、拘束されることを受け入れる方向に変化してい
る。これらのことから、集団活動を好む度合いにつ
いては大きな変化はないが、組織に加わることで
の自由や時間の制約を受けることについては抵
抗がなくなっていることがうかがえる。

に高まっていた。一方、トップダウン・コミュニケーショ
ンでは会社の項目が全般的に上昇している。それ
に対して組合はやや良好にはなっているものの、
大きな変化はみられなかった。
　コミュニケーションについては、もともとボトムアッ
プは組合の方が、トップダウンは会社の方が高い
傾向がみられていたが、ボトムアップについては組
合と会社の差が縮まってきており、トップダウンは会
社が大幅に上昇するという結果となった。
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5. 組合に対しての関与・評価、否定的イメージ、
基本的活動への評価

　組合に対する関与および評価意識についての
結果を示す。「関心を持っていない」「組合活動を
になう」「積極的に活動したい」といった、組合関
与に関する項目に大きな変化はみられなかった。

　次に組合に対する否定的なイメージに関する項
目の結果を示す。全般的には、否定的なイメージは
ショック前に比べて減少している。たとえば「型には
まった考え方や行動」をしているという認識は低下
しており、組合や組合活動に対する抵抗や嫌悪

それに対して、「満足している」「役に立っている」
といった組合評価に関する項目はやや高まってい
る。関与が十分にされない中で、評価のみが高
まっていることの問題点については後ほど議論す
る。なお、関与・評価以外の項目では、大きな変化
はみられなかった。

感 は 年 々弱まっているといえよう。阿 部 ほか
(2008)においても、「94年以前データ」と比較し
て、「01年以降データ」では否定的イメージが減少
しており、この20年にわたって一貫した傾向といえ
る。

　続いて、基本的活動への評価についての結果
をみていく。これらの項目はいずれも日常的な活動
を通じて実感される具体的なものであり、組合活
動の足腰とでもいうべき重要なものである。さきほ
ど確認した通り、組合に対する全般的な評価は高
まっていたが、意外なことに、これらの具体的な活
動について「役に立った」という回答は増加してお

らず、減少傾向の項目もある。また、「役に立ってい
ない」という回答が増加しているわけでもないこと
には注目すべきである。すなわち、ショック前に比べ
ると「どちらともいえない」という回答が増えているこ
とを意味しており、特に視野の拡大や人的交流は
「どちらともいえない」が増えている。これらの項目
は、そもそも組合活動に関与していなければ「役
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6. 個別活動領域別の組合関与・組合評価
　組合に関連する個別活動領域を、一般関与、
組合関与、組合評価という観点からとらえていく。
一般関与の水準は、表に示された28領域それぞ
れについて、「自ら積極的にかかわっていきたい」
と回答した割合によって表している（17ページ表
〈一般関与〉）。次に組合関与は、28領域それぞ
れについて、「自ら積極的にかかわっていきたい」
と回答し(＝一般関与が高い)、かつその領域に
「労働組合」を通じてかかわりたいとした割合を表

している。（18ページ表〈組合関与〉）最後に組合
評価は、28領域それぞれの活動が、組合によって

「実現されている」と回答した割合である（18ペー
ジ表〈組合評価〉）。
　まず一般関与についてみていくと、「人事制度
や要員確保に関わる問題」「基本的労働条件の
充実」が約10ポイント低下していた。他にも「勤務
形態の改善」「転勤や出向・転籍への対策」も関
与意識が低下していた。

立つ」とも「役立たない」とも判断がつかない領域
であり、「どちらともいえない」の増加は、組合員が

いかに活動に関与していないかの裏付けともいえ
る。

　組合関与については「基本的労働条件の充
実」「勤務形態の改善」「人事制度や要員確保に

関わる問題」が低下しているが、これについては、
一般関与の低下と連動した変化と考えられる。



− 18 −

　一般関与、組合関与ではいくつかの項目に低
下傾向がみられたが、組合評価には低下した領
域はみられなかった。むしろ、「福利厚生の充実」、

「安全衛生対策、職場環境の充実」、「雇用確

保」において評価は高まっていた。全般的な関与・
評価と同様に、個別領域での関与・評価において
も、組合に関与はしないが評価する、という意識実
態が確認された。
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7. 働きがい
　次に働きがいとそれを取り巻く要因について検
討する。まず、働きがいの全般的な傾向であるが、

いずれの項目も肯定的な回答が増加している。特
に、仮説でも示した「今の会社にずっと勤めたい」
という、会社への勤続意志が向上していた。

　働きがいを取り巻く要因については、会社関与
（「会社や、その事業は社会的に意義がある」「会
社や、その事業の将来に夢を持っている」の2項
目)や、職務自律性を示す項目である「自分の立て
たプランやスケジュール通りに仕事を進めることが

認められている」が高まっている。一方、「仕事はよ
くできるほうだ」「仕事上の問題はたいてい解決で
きる」といった仕事の有能感に関する項目はやや
低下傾向がみられた。

　次に、満足度に関する結果を示す。ここで扱う
のは仕事に関する要因のなかでも、職場内での
人間関係や、仕事に対して付随的、副次的に与え
られる、給与、地位、昇進といった外発的側面であ
る。
　いずれの側面においても全般的に満足度が高
まっていた。特に大きく変化しているのは「上司と

の関係」「上司の指導力」「上司からの評価」で
あった。なお、「休暇や労働時間」の満足度もアッ
プしているが、これは時間外労働の減少と関連す
るものと思われる。それに対して、「給与の水準」
の満足度は、実態としては格差が広がり全体とし
ての水準が高まっているわけではないにも関わら
ず、満足度は上昇していた。
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8. 処遇・評価制度
　ここでは年収に対する相対的な満足度を示す
ために、自分の年収について回答を求めるのとあ
わせて、「同じ年齢で同じ仕事をしているサラリー
マンの年収」についても想像して回答してもらって
いる。この２つの比較によって、自分の年収が、同
じ年齢で同じ仕事をしているサラリーマンより高い

と思っている「相対的高収入」型、同じと思ってい
る「相対的等収入」型、低いと思っている「相対的
低収入」型の３タイプに分類した。
　その結果、先ほどの「給与の水準」の満足度と
同様の傾向がみられ、「相対的低収入型」が減少
し、「相対的高収入」型が増加していることが明ら
かとなった。

　最後に、処遇・評価制度にかかわる公正感と、
評価制度への参加感について検討する。まず、給
与の公正さ、人事評価の公正さに加えて、「評価
の結果を知ることができる」「上司に意見を言うこ
とができる」についても肯定的な回答が増加して

いた。しかし、「組合は会社に意見を言うことができ
る」については肯定的、否定的回答のいずれもが
減少しており、「どちらともいえない」が増加してい
た。
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1. 長期的変化の確認
　ここまではリーマンショック前後の変化について
確認してきたが、より長い時間軸のなかでは、各側
面についての意識はどのように変化しているので
あろうか。ここでは「94年 以 前」「01年 以 降(＝
ショック前)」「ショック後」の3時点における、組合
関与・評価、働きがいとその関連要因、さらに生活
意識のうち顕著な変化がみられた幸福感と自分
に対する自信について、「そう思う」(満足度につ
いては「満足している」)の割合の変化を折れ線グ
ラフで示す(数値はいずれも％ )。

① 組合関与と組合評価
　組合評価(「今の組合の活動全体にとても満足

５：補足分析

している」)は「94年以前」と「01年以降」を比較
すると低下傾向にあったが、「ショック後」にかけて
は逆に上昇傾向がみられた。それに対して、組合
関与(「組合をよくするため積極的に活動した
い」)は低下傾向が一貫して続いていることが明ら
かとなった。

② 働きがい
　働きがいについては、内発的な働きがい(「今の
仕事が楽しい」)は一貫して上昇傾向にみられる
が、総合的な働きがいを表す、「今の会社にずっと
勤めたい」は、それ以上にこの20年の間に大きく
上昇していることがわかる。
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2. 組合関与、会社関与、社会関与、産業経営関
与

　組合関与、会社関与に加えて、さらに広い関与
概念として「社会関与」が考えられる。これは自分
の所属する組織にとどまらず、社会全般に対して
関与することを意味する。この社会関与をとらえる
ために、28の個別領域のうち、社会全般と関連す
る「地域社会の問題」「社会的活動」「さまざまな
差別などの人権問題」「外交政策など国の方針
に関わる問題」「制度・施策のあり方」の5領域の
一般関与の得点(各領域に自ら積極的に「かか
わっていきたくない」を1点、「かかわっていきたい」
を5点とする5段階)の加算平均を算出した。
　また、従来から使用している会社関与の指標と
なる項目は、下にも示す通り「（会社は）社会的に
意義がある」「（会社の）将来に夢を持っている」と
いった、個人と会社との間の情緒的な結びつきの
意味合いが強い項目であった。そこで、より課題志
向的で、開かれた視点からの関与指標を作成す
るため、これも28の個別領域のうち、「会社の属す
る産業全般に関わる問題」「会社の経営全般に
関わる問題」の2領域の一般関与の得点の加算
平均を「産業経営関与」として算出した。
　国際経済労働研究所ではかねてより、ワーク・
モティベーションと企業業績の関係を指摘している
が(八木・山下, 2009)、会社関与、社会関与、産
業経営関与はワーク・モティベーションと業績との
関連を補強する重要な指標である。ワーク・モティ
ベーションの水準に加え、会社関与や社会関与、
産業経営関与が高水準である場合、より高い企
業業績につながることが、リーマンショック以前の
データでも、以後のデータでも確認されている。業
績の向上のためにも、各自が目の前の仕事だけで
なく、会社全体、産業全体、さらには社会全体へと
視野を広げていくことが求められている。
　これらをふまえて、組合関与、会社関与、社会
関与、産業経営関与の水準とその変化を示す。な
お、ここでの組合関与は「私は組合活動には関心
を持っていない(得点を逆転)」「必要であれば役
員になって組合活動をになう」「組合をよくするた
めに積極的に活動したい」の3項目、会社関与は

「会社や、その事業は社会的に意義がある」「会
社や、その事業の将来に夢を持っている」の2項目
の得点(「そう思わない」を１点、「そう思う」を5点
とする5段階)を加算平均して算出した。　

③ 給与の水準と休暇や労働時間の満足度
　仕事に対する外発的満足度は全般的に上昇
傾向であったが、「給与の水準」「休暇や労働時
間」の満足度の2つにおいても同様の傾向がみら
れた。

④ 幸福感と自分に対する自信
　まず、幸福感(「私は今とても幸せだ」)につい
ては上昇傾向がみられる。それに対して、以前は
幸福感とほぼ同じ水準であった、自分に対する自
信(「私は自分に自信がある」)は20年間で大きく
低下していることがわかる。
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　まず、会社関与が他の関与に比べて非常に高
いことがわかる。「ＯＮ・Ｉ・ＯＮ」の理念にしたがえ
ば、会社だけでなく、組合にも、さらには社会にも関
与するのが望ましい姿ではあるが、現状は会社の
みに関与しているという状況である。また、それほど
大きな変化はみられないものの、ショック後はもとも
と高い会社関与のみがさらに高まって、組合関

与、社会関与は低下していることが明らかとなり、
その差は広がっている。さらに、産業経営関与も低
下していることから、会社関与の高まりは社会に開
かれた視点に基づくものというよりは、あくまでも個
人と会社との間の、どちらかといえば狭い視野にも
とづく関与であることがうかがえる。

1. 仮説との対応
　以上の結果をみると、おおむね仮説通りの結果
がえられたといえる。すなわち、生活満足度や幸福
感は向上しており、組合評価も高まっていた。その
一方で、組合関与には大きな変化が見られず、会
社関与のみが高い状況が続いていた。働きがいに
ついても、予測通り、外発的側面の満足度や勤続
意志の上昇がみられた。処遇・評価制度に対する
意識も良好なものとなっていた。働きがいを取り巻
く要因が全般的に良好な状態を示す一方で、有
能感には低下傾向がみられた。生活意識におい
て確認された自分に対する自信の低下傾向も、こ
の有能感との関連によるものと考えられる。今回
の結果について、組合に関する側面と働きがいに
関する側面に分けて以下で考察する。

2. 組合への高い評価と低い関与
　まず組合に関する意識であるが、組合に対する
全般的な評価は高まっており、否定的なイメージも

薄くなってきている。しかし、ここで問題なのは、組
合員一人ひとりが組合にしっかりと関与した上で
組合評価が高まったわけではなく、単に「顧客満
足」として受身的に、組合評価が高まっている可
能性が高い、ということである。阿部ほか(2008)で
も示されているとおり、全般的で漠然とした組合評
価は関与とは無関係に高まることがあるが、関与と
むしろ密接に関わるのは、具体的で日常的な活動
に関する評価である。今回の結果でも、個別具体
的な項目についての組合評価は変化していない
か、むしろ低下しており、そのことからも組合活動の
成果を実感した上での評価とは言いがたい。批判
的イメージに関する意見がこの20年を通じて減少
傾向なのも、組合のことをよく知らない人が増えた
からだけであって、批判的な意見を持てるぐらい、
組合に積極的に関与している人が少なくなってい
ることを意味しているのかもしれない。
　これらのことを考えると、組合評価のみが高いと
いう今回の結果は、決して望ましい状態ではない。

６：まとめ
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メンバーが関与していない組織は、ひとたび動揺
が走ると一気に崩壊してしまう可能性がある。労働
組合は本来、組合員の満足度を高めるためのサー
ビス機関ではなく、メンバーとしての組合員をオル
グし、運動を進めていく組織である。組合があるこ
とのありがたみを感じ、組合への評価が高まってい
る今こそ、関与を高め、ともに活動する仲間を増や
すチャンスではないだろうか。さらに、組合関与を高
めることの重要性は別の観点からも指摘できる。よ
り高い視点に立った関与の指標である産業経営
関与や社会関与は、会社関与よりも組合関与と
の関連が強く、その値は企業別労働組合であるに
もかかわらず、会社関与と組合関与との関連より
も強いことが明らかとなっている。組合は企業内の
ボランティア組織ともいえ、組合への関与は会社や
産業全体、さらには社会全体に対する当事者意
識のバロメーターとしてとらえることができる。また、こ
うした関与の高さは、働きがいと企業業績との関
係にも影響する。したがって、組合のためだけに組
合員の関与意識を高めるのではなく、従業員の働
きがいや会社全体のため、さらには社会全体のた
めにも、組合関与を高めていく努力が必要である。

3. 働きがいの変化とその原因
　次に、働きがいについて検討する。人間関係や
職場環境の満足度については、仮説でも述べたよ
うに世間一般との比較によって相対的に高まった
という説明もできるが、別の解釈も可能である。す
なわち、不況により転職できる可能性が低いという
状況は、今置かれている環境をより肯定的にとら
えようとすることを動機づけ、その結果として、人間
関係や職場環境に対する満足度が高まったとも
考えられる。また人間関係の満足度については、
採用抑制で人員削減が進む中、お互いに連携、カ
バーしあわないと業務をこなせないために、結果的
に人間関係が良好になったという考え方もできる。
特に上司との関係が良好になっている理由として
は、近年、パワー・ハラスメント(パワハラ)の認知度
が高まったことにより、パワハラととらえられることを
恐れる上司が敏感になり、部下への対応が変
わっている可能性も挙げられる。これらの満足度
は他の要因に比べても過去20年で大きく変化し

ていることから、いま挙げた要因全てが複合して影
響しているのかもしれない。
　働きがいを取り巻く要因は全般にポジティヴで
あったが、特に職務自律性が高まっていた。自律
的に仕事ができるという感覚(自律感)は内発的
な働きがいを高める要因であり、その自律感を得
やすくする環境が職務自律性であるため、本来で
あればこれは望ましい傾向といえる。しかし、先述
のとおり、各職場で人員の余裕がないため上司が
部下をじっくりと育成することができず、よくいえば
各自の自主性を重んじる状況、悪く言えば仕事の

「丸投げ」が生じている可能性もある。確かに内発
的働きがいも少し高まっているが、職務自律性の
高まりをポジティヴに解釈してよいのかは要注意と
いえるだろう。
　また、有能感の低さについても、不況による業績
不振で目標達成が難しくなっているという説明の
ほかに、米国型の企業統治や市場原理主義の浸
透によるカネの論理、人材の使い捨ての発想に
よって、自分の仕事に誇りが持てないような状況
が広まっている可能性も考えられる。また、コストカッ
トの観点から、単純な業務はアウトソーシングや非
正規化され、その一方で正社員には十分な能力
開発コストがかけられないまま、高度な知識やスキ
ルを要する業務が与えられる。その結果、複雑な
仕事が増加し、有能感があまり感じられなくなって
いる可能性も考えられる。これらの点についてはさ
らに詳細な検討が今後必要であろう。

4. 総括と今後の課題
　以上のことをふまえて、リーマンショック前後の変
化を総括する。阿部ほか(2008)で検討した、「失
われた10年」による変化では、組合に対する関与
も評価も下がっていた。それに対してリーマンショッ
ク後では、組合に対する評価は高まったものの、
関与は高まらなかった。また、「失われた10年」で
は内発的な働きがいも含めて、働きがいが全般的
に高まったが、リーマンショック後では総合的働きが
いの高まりだけが目立ち、内発的な働きがいはあま
り伸びていない傾向がみられた。
　全体的にみると、リーマンショック後の組合員の
意識は望ましい方向に変化しているといえる。ただ
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し、拘束受容性が高まっていることや、会社のトップ
ダウン・コミュニケーションが高まっていることなど、
随所において「指示待ち」「寄らば大樹」といった
意識がうかがえる結果ともなっている。その上、組
合への関与意識の低下が続いているというのが
現状である。個別領域に対する一般関与につい
ても、「人事制度や要員確保」「基本的労働条件
の充実」「勤務形態の改善」「転勤・出向」などが
低下していることが明らかとなった。これらについ
ては、雇用環境が悪化した状況から考えると、むし
ろ関与が高まってもおかしくないように思われる。
自分の労働環境に対する満足度が高いことから、
こうした問題に対する関心がなくなり、自分以外の
状況には関心を示さず、現状を改善しようという意
識が働かないのかもしれない。リスクを冒さない、い
わゆる「内向き志向」で、身近なところで満足しよう

とする傾向もみられ、幸福感は高い一方で、自信
はもてないという結果がそのことをよく象徴している
といえよう。
　最後に、今後の課題についても触れておきた
い。今回使用したショック後データには、2011年3
月に起きた、東日本大震災以降のデータも一部含
まれている。この震災を通じて人々の価値観には
大きな変化がみられたといわれているが、特に社
会に対する関与意識がどのように変化したのかに
ついては注目すべきポイントである。東日本大震災
の前後での意識の比較についても、今後検討し
ていきたい。また、先述したとおり、働きがいの指標
はその組織の業績を予測することができ、その予
測の精度は、さまざまな関与を組み込むことでさら
に高まることが明らかとなりつつある。この分析に
ついてはまた別の機会に報告する予定である。
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