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１. はじめに：2014年春闘の特徴

２．「合成の誤謬」と企業別組合を基軸とする労使関係

企業社会の変容と春闘
― 産別組織ヒアリングからの知見 ―

特集1

　周知のように2014年春闘では、昨今のベアゼ
ロの定着に代わって月例賃金の改善、いわゆる
ベースアップが、久々に社会的にも「最大の焦点」
（日経産業新聞、2014年2月18日付け）となった。
そして、そのベア回答の中間的な概要は、金属労
協の大手を中心とする集計登録組合で1737円
の賃金改善（ベア相当分、単純集計; 5月22日第
6回中央闘争委員会資料）、連合規模では平均
賃金方式で5981円、2.08％（組合員数加重平
均、第7回 回 答 集 計; 連 合Press Release, 
2014年6月4日付け）の引き上げという状況であ
る。背景要因としては、一方での「経済の好循環
実現に向けた政労使会議」を通した政府介入や、
他方での異常円高の是正や景気回復の動向な
ど政治経済環境の変化が大きかったとは言え、素

直に連合から産別組織、企業別組合を通じた、労
組側の主体的な努力の反映としてよいであろう。
　今次春闘の大きな一つの特徴は、格差是正を
含めて社会的にも経済的にもマクロ的観点が強
調されたことであり、言い換えれば、個別企業労使
が保持せざるを得ないミクロ的観点重視の傾きが
があらためて問い直されたことであった。そして、い
ま一つには、企業社会の内部に展開する業績
（成果）主義的改革と横断的な春闘がどのように
折り合いをつけることができるのか、ベアや定期昇
給のありようが問われる春闘であったようにも思わ
れる1。そこで以下では5月中旬から下旬に行った
主要産別組織へのヒアリングを素材として、上記
の二つの問題群を考察してみたい。

同志社大学社会学部教授　上　田　眞　士

労使関係が抱える厄介な体質
　春闘に向けて、デフレからの脱却や「底上げ・
底支え・格差是正」の実現を掲げた今次の『連合
白書』で、もっとも注目すべき記述は、私見で言え
ば以下のようなものであった。
　
「バブル崩壊後の1990年代以降、成果主義賃金の導
入や･･･（略）･･･『雇用の多様化』の下で、正社員を非
正規労働者に置き換えることなどによって、賃金の抑制
が行われるようになった。」「一方、労働組合も、企業存
続による雇用の確保を優先し、定昇・賃金カーブ維持相
当分確保に注力せざるを得ない状況に陥った。」「このよ
うに、各企業労使がとった行動は、日本経済全体でいわ
ゆる『合成の誤謬』を招き、デフレが長期間にわたり継続
する結果をもたらした。」（2014年版『連合白書』、22頁）

　何故、一見普通のこうした記述が注目に値する
のか。その理由は、企業別組合を基軸とする戦後
日本の労使関係には一つの厄介な体質が孕まれ
てきたのであり、上に引用した『連合白書』の分析
は、そうした体質の「自覚」の表明のようにも思わ
れるからである。たしかに一方でのグローバル競争
の激化や、他方でのデフレ経済の長期化など、昨
今に至るまでの春闘をめぐる経済環境には、きわ
めて厳しいものがあった。しかし、その時期を通じた
春闘の存在感の低下には、やはり単に外部環境
の問題へとは還元できない、日本的労使関係の
体質に由来する問題も深く関わっていた、そのよう
に考えるべきなのである。
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　管見の限りでは、春闘論としていち早くこの問
題を把握し、鋭い議論を提示したのは、経営史家・
加藤尚文[1991]による次のような春闘把握であっ
たように思われる2。
　
「春闘の向背をにぎったのは、じつは〈職場の財務管
理〉であった。それは“三種の神器”ほどには見やすいも
のではない。しかし、日本の原価管理の特徴はと問われ
たら、職場の労働者によって支えられるものだという答え
に、わたくしは何のためらいももたない。日本の財務管理
の真髄は、職場の原価管理にある。」「もしも、職場の財
務管理が『コスト低減』に懸命な諸君らじしんを自閉させ
ているとしたら、これほどの悲

ミ ゼ ー レ

しみはない。」（加藤
[1991]、85 ～ 86頁）
　

　若干の解釈を交えていえば、ここで言われてい
ることは、現場からの原価管理が労働者の日常業
務に深く組み込まれているような企業内部社会の
ありようからは、とりわけ企業間でグローバルな市
場競争が厳しく展開されているような昨今の状況
の下では、コスト高へと連動するような積極的な賃
金改善への動きはなかなか生まれようがない、とい
うことであろう。たしかに私見では、能率管理の面
でも品質管理の面でも現場からの改善の積み上
げに努力する、そして、自らの働く場である企業の
存続に心を配る、そうした企業別組合を支えてきた
現代日本の労働者のありように対しては、よりポジ
ティブな価値が見出されて然るべきであるように思
う。それが、戦後日本の製造業の高い競争力を支
え、広く国民経済の発展に寄与してきたし、また、
英米型とは異なる日本的な産業民主主義のあり
方の土台であったと考えるからである。しかしなが
ら、上述した加藤[1991]による「〈春闘〉を解き明
かす深部でのカギは、日本的原価管理がにぎって
いた」（同上書、86頁）とする把握が、企業別組合
を基軸とする労使関係の体内に秘められた問題
を透視する、秀逸な理解であることは揺るがない。
春闘を組織化するに当たって大事なことは、おそら
くこうした批判を「拒絶」することではなかろう。むし
ろ自らに固有の体質として、とりわけ産業別組織
が緊張感をもって「自覚」しておくことであるように
思われる。
　
産別組織が担う役割
　先述したように2014年版『連合白書』を一読し
て残る印象は、一つにはそこに戦後日本の労使関
係が抱え込んできた厄介な体質への「自覚」が、
表明されているように思われることである。そして

一つには、そうした体質の認識を踏まえて、春季生
活闘争で団体交渉（賃金交渉）を組織化していく
にあたっては、ナショナルセンターや産業別組織な
どの果たすべき積極的な役割が再確認されている
ように思われることである。そして、冒頭でも触れた
ように、その2014春季生活闘争の方針に基づい
て闘われた今次の春闘では、十分、不十分の議
論の余地はあるにせよ、多くの産業、企業で賃金
カーブ維持分を超えて賃金改善（ベア相当）を実
現する成果も獲得された。確認すべきことは、それ
らの具体的な賃金改善の成果は、個別の企業別
組合を春闘へと組

•

織
•

化
•

して行く、産業別組織など
の積極的な役割発揮があってはじめて、現実化し
えたということであろう。
　考察の一つの焦点は、それでは団体交渉（賃
金交渉）が十全に機能するためには、どのような
調整や組織化の活動が必要であるのか、言い換
えれば、機能発揮に向けた産業別組織による春
闘組織化の努力の核心はどこにあるのか、という
問題となろう。この問題を検討するにあたっては、
以下の自動車総連本部へのヒアリング記録が示
唆に富む。やや長文となるが、紹介しておこう。
　
自動車総連ヒアリング、Q&Aより：Ｑ「いやそんなこと
言っても足元では去年まで賃金カットしていたとか、･･･

（略）･･･人員も減らしていると、そんな時にベースアップ
1％とかと言われても厳しいとか、そういう声は個別企業
のところからは出て来ないですか？」
Ａ：「経営が厳しいところなどからはそういう声も聞かれます。」
Ａ：（個別企業労組を取り組みにどう巻き込んでいくの
か？）「もう議論を尽くすしかないと思います。私の個人的
な印象も入りますけれども、賃金を要求しないことによっ
てその企業が発展したなんていう話しは聞いたことがあり
ません。とりわけ今年のように、物価や様々な経済指標
が好転し、日本経済を長らく続いたデフレから脱却させる
ことが期待される年に、組合自らがわが社の経営が大変
だから賃金要求をしませんということがあって良いのかと
思います。それによってたとえば一年、二年は会社は一
息つけるかもしれない、だけれども私たちはこの先10年、
20年もその会社で一緒になってやっていくという意志が
あります。それで日本経済の好循環に結びつくのか、会
社の競争力が本当につくのかといったら大きな疑問を抱
かざるを得ません。」「･･･（略）･･･そういう話しもいろいろ
なところで（会議などの場で）議論しましたけれども･･･。」
Ａ：「（雇用問題などで）集中治療室に入っている人たち
（単組）を、無理やり吸入マスク取り外してマラソンせよと
は言いません」「だけれども、普通に生活している人であ
れば、しっかりと皆で走って行こうぜと（いうことです）。」

（自動車総連本部ヒアリング、副事務局長Ｈ氏、2014年
5月22日；括弧内は筆者による補足）
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　特徴的なことは、一つには競争力であるとか経
営業績であるとか、企業別組合が直視せざるを得
ない個別企業労使関係のロジックを尊重しなが
ら、そこに時間的には長期的、空間的には横断的
でマクロ的な視点が対置されているということであ
ろう。そして一つには、そのミクロ的な観点と横断
的な観点との間の緊張の解決には、話し合いを尽
くすこと以外には、何か特別な妙策が提示されて
いるわけではないということである。言い換えれば、
大事なことは論議を尽くすことだ、という理解に集
約されよう。企業横断的なあるいはマクロ的な観
点を保持しながら、企業別組合がこだわらざるを得

ないミクロ的な観点と組合内部で徹底して話し合
う、そこに産業別組織による春闘組織化の努力の
核心がある、このヒアリング記録から学びうること
は、そうしたことであるように思われる。しばしばこれ
まで春闘論の中では、〈産業別組織機能強化＝
産業別労使交渉体制の確立〉とほぼ等置されて
きた。しかし、60年に及ぶ春闘史が示すように、企
業別組合を基軸とした労使関係を基本として保持
しようとする限り、こうした主張にはそのリアリティに
そもそも大きな制限が課されている。産業別労使
交渉体制の確立だけが、産別機能強化の途では
ないということを、確認しておいてよいであろう。

　上で論じたように、個別の会社内部に展開する
企業社会のありようは、春闘における団体交渉

（賃金交渉）のあり方に大きなインパクトを及ぼさざ
るを得ない。それは、そもそも団体交渉（賃金交渉）
というものが企業別組合によって担われるというこ
とと、ほとんどイコールであるとも言いうる。そして、そ
うした観点で昨今の春闘の展開を観察するとき、
春闘のありように重大な意味を持ってきたと思わ
れるのは、企業内での業績（成果）主義的改革の
強まりである。
　
〈目標面接＆査定〉と個人業績の焦点化
　以前にも論じたことがあるが、業績（成果）主義
の強まりが春闘のありように及ぼすインパクトには、
大別して二つのルートがあるように思われる。一つ
には、〈目標面接＆査定〉の比重の高まりが、個人
業績の焦点化を回路として、ベースアップや定期
昇給という集合的な賃金決定制度の見直しへと
向かううねりを、経営サイドに生み出してきたことで
ある（江上[2004]、6頁；上田[2009]、94頁）3。円
高の是正や企業収益前進の中で、全体としては
賃金カーブの維持（定昇見合い）から賃金改善

（ベア相当）へと進んだ今次春季交渉においても、
「国内従業員だけを対象とした定期昇給制度を
維持していくことの合理性は、今後ますます問わ
れることになろう」（2014年版『経営労働政策委
員会報告』、72頁）という政策的主張が展開され
たように、定昇やベアといった集合的な性格をもっ
た賃金決定制度の存在そのものを問題にしようと
する政策的コンセプトは、強まりこそすれ弱まって

　３．業績（成果）主義と春闘（賃金交渉）

はいない。
　以上の経営動向は、もちろん賃金水準をめぐる
問題でもあるが、それは同時に賃金決定の個別化
の進展をめぐる問題でもある。他方こうした経営動
向に対面する労働組合は、何らかの形で集団的
な賃金決定を確保しようとする組織である。〈目標
面接＆査定⇒個人業績の焦点化〉に端を発する
定期昇給制度やベースアップの見直しに対して、
今次春闘での賃金交渉において、労働組合はど
のように対応しようとしたのか、あるいは対応できた
のか、その決着のありようは、今後の春闘のありよ
うを考える上でも大きな意味を持つ。幾つかの点
で対照的な二つの産別組織、基幹労連と電機連
合に対するヒアリングを素材として、ここでは個人
業績の焦点化と団体交渉（賃金交渉）の折り合
いという難問に、若干の考察を加えてみたい。
　
基幹労連ヒアリング、Q&Aより：Ｑ「定期昇給と言わなく
なってきて、賃金体系維持分とかですね、･･･（略）･･･
表現の仕方も少し変わってきているのかなという感じも
するんですけど、鉄だとか重工系の場合はどうなんです
かね？」
Ａ：「そもそも定期昇給相当分だったかな、言い方が。そう
いう言い方なんですよね。」「定昇をね、どうのこうのとい
う話にはなってない。」
Ｑ：「そうすると、定期昇給制度（というのは）、組合員層
のところでいうと、ほとんど揺らいでないという、個別企業
のところのレベルで行くと、いうことなんですかね？」
Ａ：「そうですね。」「鉄も船重も、そこのところをどうのこう
のという話ではない。」
Ａ：「産業の違いはあると思いますよ。」「鉄鋼なんか特に
その、（組合員の中心が）いわゆるブルーのところだし、組
立産業じゃないんで装置産業なんで、これ変なことでき
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ないんですよね。」「（仕事はボルトを）順番通り締めてい
けば良いという、そういう仕事じゃないんで、設備がでか
い分、その時その時でいろいろなことが起きるんですよ。
それを如何に対応できるかですから、･･･（略）･･･（従
業員が）経験を積んでいかないと（ダメなんです）」
「我々はそれを、長期能力蓄積型労働と言っています。」
（基幹労連本部ヒアリング、事務局次長Ｋ氏、2014年5
月16日；括弧内は筆者による補足）

　
　ここで言われていることは、要約的に言えば、一
つには装置産業という産業の特性や鉄鋼業とい
う事業の特性から、会社には仕事経験を積んだ
定着的な従業員の分厚い蓄積が必要だし、それ
故、そうした必要から経営サイドも従来的な定期昇
給制度を安易には弄ろうとしない、ということであろ
う。また一つには、あくまでヒアリングから推論しうる
限りではという限定付きだが、現場作業職が組合
員層の多数を占める鉄鋼などでは、そもそも仕事
管理の上で業績（成果）主義的な管理が入りにく
いということであろう4。伝統的な製造業である鉄
鋼業などでは、少なくとも〈定期昇給分＋ベース
アップ〉の積み上げをめざすという意味での従来
的な春闘のあり方は、なお基本的には揺らいでい
ないように見える5。
　
　他方の電機連合は、大まかに言えば産業の特
性としてはより技術集約的で、組合員構成として
もホワイトカラー従業員が高い比重を占めるなど、同
じく金属労協に属するとは言え、基幹労連とりわ
け鉄鋼総合部門と比べれば、幾つかの点で対照
的な特徴を持った産業別組織である。したがって、
業績（成果）主義的な賃金人事制度改革をめぐっ
ても、少なくとも組合員層レベルではその職場の様
相に、かなりの温度差があるようにも思われる6。そし
て、そうした職場事情の相違は、組合サイドの政策
的対応にも連動せざるを得ない。
　
電機連合ヒアリング、Q&Aより：Ｑ「賃金カーブ維持分と
か、賃金体系維持分というふうに言うようになってきたの
は、最近のような気がするんですけど、それは･･･？」
Ａ１：「定期的なものじゃないんだと、会社がそう言います
よね、定期（の）昇給などではないということで･･･。」「組
合の制度（的考え方）でも、･･･（略）･･･結果的に仕事
の経験とかで4月になれば賃金が改定されるので、上が
れば（それは）昇給になるんですけれども、それはあくま
で年齢とかじゃなくて、定期じゃないんだと、いうような考
え方が強くなってきているんですよね」「年齢は関係ない
んだと、給与体系にですね」
　
Ａ１＆Ａ２：（電機連合の春闘統一要求基準について）

「この開発設計職基幹労働者賃金というのは、･･･
（略）･･･」「組合員レベルであれば5つぐらいに分けて、
等級をですね、上から二番目ぐらいですね。管理職の二
歩手前ぐらい（の銘柄）」「レベル４という言い方をしてい
るんですけども、まあそこの（銘柄）賃金を幾ら上げるかと
いうのを、毎年検討していまして」「（今年の賃金改善要
求については）4000円以上にしたということなんです
ね。」
Ａ２：（統一要求基準を構成する産業内格差改善指標
27万円の意味）「できればその個別の、（賃金）絶対額
の水準で（統一闘争を）やりたいんですけど、そこはなか
なか統一闘争が難しいんで、とは言いながらも何らかの
目標となる水準も一緒に出しましょうと」「意味合いでいう
と、格差改善。この27万円に到達していないところは、ま
ずそこに到達して下さいという意味合いの金額です。」
（電機連合本部ヒアリング、書記次長Ｎ氏＆賃金政策部
長Ｈ氏、2014年5月15日；括弧内は筆者による補足）

　
　ヒアリングから読み取りうることでは、おそらく二
点が重要であろう。まず一つ大事なことは、少なく
とも電機連合傘下の大手企業の職場では、程度
の問題は残るとは言え、業績（成果）主義的な賃
金人事制度が組合員層にまで広がっている、その
ように判断しうるということである。また付け加えれ
ば、賃金制度をめぐる組合政策としても、業績（成
果）主義に対しては正面からの対抗が課題化され
ているわけではない。むしろ、業績（成果）主義の
改革が持つ仕事基準という側面については、それ
を主体的に受容しようとしているところに、組合政
策の特徴があるようにも思われる。そしていま一つ
には、その仕事基準の思想をベースに春闘時の
統一的な賃金要求基準として、仕事銘柄別の個
別賃金要求方式が明確に打ち出されて来てい
る、この点にも注目しておくべきであろう。個々の大
手企業を横断する基準となる銘柄は、ホワイトカ
ラー技術者である開発・設計職に置かれている。
上記のヒアリングにあるように、その能力レベル４

（主任職初期段階相当）が、具体的な基準仕事
銘柄として設定され、その仕事銘柄（職種別技能
別）の個別賃金を「4000円以上」（2014年度春
闘要求）引き上げることを目標に、産業別規模の
統一闘争が組織されるのである7。また、実現には
なお遠く距離があるとはいえ、絶対額重視というコ
ンセプトが提起され、「引き上げ額」ではなく仕事
銘柄毎の個別賃金水準そのものを集合的取引の
下に置こうとする政策指向も表明されている。
　
　議論を簡単にまとめれば、業績（成果）主義にも
とづく賃金人事制度改革が深まれば深まるほど、
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組合サイドでも仕事基準にもとづく賃金要求の組
み立て、職種別技能別の個別賃金要求方式が強
まる可能性がある。そうした方向が、業績（成果）主
義の強まりと組合規制の折り合いという点では、
重視すべき展開方向であるように思われる（江上
[2004]、7頁）8。一方では産業及び事業の特性や
組合員構成の特徴に応じて、なお当分の間にわ
たって、〈定期昇給分＋ベースアップ〉の積み上げ
をめざす伝統的な団体交渉（賃金交渉）の方式
は、主流の位置を確保しよう。しかし他方で、電機
連合に典型的にみられるような、年功主義とは異
なる、仕事銘柄（職種別技能別）に焦点を置いた
個別賃金要求方式が、今後強まっていく可能性も
また看取しうるのである9。
　
〈目標面接＆査定〉と企業業績の焦点化
　業績（成果）主義が春闘過程に変容を迫る、い
ま一つのルートは、賃金決定における〈目標面接＆
査定〉の強まりが、企業業績の焦点化を回路とし
て、「自社型賃金決定」の強調や「横並び要求」
「時代遅れ」などの主張へと経営サイドを導いてき
たことである（高梨[2002]、34-35頁；上田[2009]、
94頁）10。2000年代の前半、日本経団連が〈勢揃
い〉〈春闘〉の終焉を宣言して以来今日に至るま
で、こうした「各社横並びの一律的対応」への否
定的態度や「自社の支払能力」「自社の経営状
況」に基づく決定といった基本姿勢は変わること
なく保持され、むしろ強化されてきたように思われる
（経団連事務局編[2014]、44頁）。
　もちろん、個々の産業や企業における、実際の
労使交渉での経営サイドの対応は、上述したよう
な経営者団体が提示する全体的な指針とは、そも
そも次元を異にした存在である。従って個別企業
労使が現実に展開する交渉の局面では、自社型
賃金決定へのドライブがストレートに実現するという
保証は、当然のことながら存在していない。〈目標
面接＆査定⇒企業業績の焦点化〉と、横断的な
春闘の取り組みとの緊張は、どのように結着する
のか、ここでもまずはヒアリング記録で事実の一端
を見ておこう。
　

電機連合ヒアリング、Q&Aより：Ａ「まあ、一番数字的に
は物価ですよね。」「それ以上（を）というところでは、ベースは
物価だということ」「最終的には物価上昇分の確保に･･･」
Ｑ：「組合の方は割と背後にあるのが物価で、生計費の
目減り分は取り返さないと行けないみたいなところで、
（賃上げ要求額を）揃えやすいというのはわかるんです

けど、企業の側から言うと支払能力、支払能力と非常に
強調しますよね。」「そうすると（賃金改善回答額を企業
間で）かなり揃えた額にするというのに抵抗とか無いん
ですかね？」
Ａ：「賃金の部分ですか？」「今おっしゃられた各社の業
績の違いというところでは、どちらかというと会社は業績
反映は一時金でということで、会社の方が言ってますよ
ね。」「業績上がっても給料は上がらないんだよと、それ
は一時金で返すんだと･･･。」
Ｑ：「（裏返すと、月例賃金については）社会性とか、中長
期的なことで判断するというロジックになりますね！？」

Ａ：「（業績格差が）顕著になってきている。」「その中で
･･･（略）･･･どう揃えるのかというのは難しくなってはきて
いると思うんですね」「まあ、今回でも（ベア回答）もっと
行けたところもあったかもしれません。」
Ｑ：「そうすると取れるところ（好業績企業の組合）、･･･
（略）･･･俺たちは単独でやったらもっと取れるというの
で、不満とか出て来ないもんですか？」
Ａ：「いやそれは好条件が重なり、（その年度の会社業績
が）良いからというところがありますので、･･････」「（目
立った不満の表出）それはないです。」（電機連合本部
ヒアリング、書記次長Ｎ氏、2014年5月15日；括弧内は筆
者による補足）

　
　実際の賃上げ結果を確認しておくと、業態毎の
経営状況の相違にもかかわらず、2014年春闘で
の集中回答日、電機大手の賃金改善（ベア相当）
の回答状況は、開発・設計職基幹労働者基準で
各社横並び同一の2000円という引き上げ回答で
あった（電機連合資料、2014年3月28日付け）11。
それ故、この電機連合春闘では〈業績主義の強ま
り⇒自社型賃金決定＆勢揃い春闘終焉〉へのドラ
イブは、各社間での業績格差を横断しようとする
産別組織の調整努力もあって、なお全面化するに
は至っていない。ヒアリングに見る限り、ここでの組
合による横断的な春闘組織化の努力の一つの特
徴は、統一的な賃金改善要求の水準設定にあ
たって、物価動向つまり生活の必要が基軸的な
要因として前面に出ていることであろう。もちろん、
産別組織としても個別の企業別組合も、業績要因
を軽視しているわけではない。そのことは電機連
合の基本方針のなかで、〈生計費＝物価〉と並ん
で〈生産性＝企業業績〉〈労働市場＝需給要因〉
が、賃金改定要求設定の三要素として重視され
ていることに示されている通りである（電機連合
[2009]、45頁）。しかし、ここで大事なことは、産業
別組織が統一的な要求基準を設定し、横並びの
回答額の引き出しを迫るにあたっては、こうした賃
金決定の三要素の中でも〈生計費＝物価〉が重
要な位置を占めてこざるを得ないということである。
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昨今の企業間での業績格差の拡大という状況の
下では、いわば〈生産性＝企業業績〉が遠心力を
表現するとすれば、〈生計費＝物価〉は求心力を
示すということになろう。やや月並みな言い方をす
れば、組合の政策的理念の内部でこれら二つの
要素間の適切なバランスを保ちうるかどうか、言い

換えれば、業績（成果）主義の進展を踏まえながら
も、なおこれに対して一歩距離を置いた思考を今
後も組合サイドが保ちうるかどうか、それが横断的
な取り組みとしての春闘の今後の行方を左右する
ように思われる。

　最初に触れたように、本稿をまとめるにあたって
は、電機連合、基幹労連、自動車総連という三つ
の主要な産別組織に対して、小規模なヒアリング
調査を行った。そして、そこでの聞き取りの重点
は、①機能発揮に向けた春闘組織化努力の核心
はどこにあるのか、②業績（成果）主義がもたらす
個別化圧力に対して集合的な賃金決定のあり方
はどのように再編されようとしているのか、③業績
（成果）主義の強まりと連動する勢揃い春闘終焉
へのドライブは如何に結着するのか、それらの三点
に置いた。本稿の結びとして、ここではそのヒアリン
グの結果と考察の要点を、いま一度まとめておこ
う。
　第一に、賃金改善に向けた春闘組織化の努力
にあたっては、企業別組合がこだわらざるを得ない
ミクロ的な観点に対して、産業横断的あるいはマク
ロ的な観点を保持しながら、組合内部で徹底した
論議を尽くす、そこに産業別組織の果たすべき積
極的な役割の核心があったということである。産業
別労使交渉体制の確立のみが、産業別機能強
化の指標ではないということを、あらためて確認し
ておいて良い。第二に、業績（成果）主義的な、仕
事基準の賃金人事制度の企業内部社会への浸
透というものを前提とすれば、主流である〈定期昇
給分＋ベースアップ〉を追求する伝統的な団体交
渉（賃金交渉）の方式と並んで、少なくとも組合サ
イドでは、年功主義とは異なる仕事銘柄別での個
別賃金方式への指向が強まって行く可能性があ
る、そのように思われた。但しこうした方式の定着
については、産業の相違や、経営サイドの動向な
ど他に考慮すべき点も多く、断定的で拙速な判断
は避けたいと思う。そして第三に、横断的な取り組
みである春闘の存続を確保していく上では、遠心
力を生み出す業績（成果）主義に対して、これを
相対化し距離を置くような思考を今後も組合サイド
が保ちうるかどうか、そこに一つのポイントがあるよう

４．結び：春闘と産業別組織

に思われた。
　ここでやや原理論的に言えば、労使協議制度と
は異なって団体交渉（賃金交渉）という制度は、そ
もそもある一つの考え方をその制度の前提として
保持している。誤解を恐れずにいえば、労働者を
経営外部に位置する「労働力の売り手」として団
結させようとする思想が、この制度の土台にはは
め込まれているのである12。そして、若干の歴史的
な物言いをするなら、戦後日本の労使関係におい
ては、この本性上、経営外在的でそれ故に横断的
な性格を幾分かでも帯びざるを得ない団体交渉
（賃金交渉）が、従業員で組織される企業別組合
によって担われることになった（栗田[1994] , 73
頁; 上田[2009], 63頁）。こうした意味で、60年近
くに及ぶ歴史を重ねてきた春闘は、戦後日本の労
使関係に定着してきた、独特の団体交渉（賃金交
渉）の様式なのである。従ってまた、その団体交渉

（賃金交渉）の十全な機能のためには、産業別組
織やナショナルセンターによる何らかの調整や組
織化の活動が、本来的なものとして要請されること
にもなる。
　賃金改善に向けた機能発揮という点でも、変容
を迫る圧力への対応という点でも、今後の春闘展
開のカギを握るのは企業労使を超えた産業別組
織にある、最後にこの点を強調しておきたい。
　
＊春 闘終盤で組合業務の多忙な折、電機連合や

基幹労連、自動車総連、金属労協の役職員の
方々からは、ヒアリングの快諾や資料の開示など
で多くの便宜をはかって頂いた。また、本稿の草
稿に対して、貴重なコメントも頂戴した。ここに記
して、謝意を表しておきたい。

　＜以上＞
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(Endnotes)

 1  ここでの「企業社会」という言葉は会社内部に展開する社会関係を意味するもので、著名な熊沢誠氏の鋳造した用語法に
従っている（例えば、熊沢［2013］、第1章）。

 2  この文献の存在とその指摘の重要性については、かつて行方久生氏（文教大学経営学部教授）より、貴重な示唆を頂いた
ことがある。

 3  ここでの論点については、「個別主義」の進展には「企業」と「個人」という二つの焦点があるとする稲上[1990]、120頁の理
解から多くの示唆を得ている。

 4  文献資料としては、例えば石田・樋口[2009]が紹介する、鉄鋼大手企業Ｆ社の事例などを参照されたい(同上書、第1章)。
 5  旧・鉄鋼労連の時代から、鉄鋼部門は「標準労働者方式」（35歳・勤続17年）での賃金要求で著名であるが、それは後に論
じる仕事銘柄別での個別賃金要求方式とは、その発想を異にするものである。

 6  例えば、以前に筆者がヒアリングを実施した関西系大手電機メーカーＱ社とＴ社では、その入り方は相違するとはいえ、組合員
層のところに査定に基づくマイナス昇給が制度化されていた。

 7  電機連合が職種基準による個別賃金要求方式に完全移行した2007年春闘では、「開発･設計職基幹労働者賃金」と「製
品組立職基幹労働者賃金」の選択制を採用していた。これが2008年春闘からは「統一要求基準」＝「開発・設計職基幹労
働者賃金」へと整理され、産業別統一闘争として開発・設計職を基準とする方向がより鮮明となった（電機連合[2009]、72
頁）。

 8  管見の限り江上[2004]は、成果主義の台頭と春闘方式の動揺の繋がりに、いち早く着目した文献の一つである。その時論的
な論評は慧眼で、教えられるところも多かった。また、雑誌『ビジネス・レーバー・トレンド』2004年4月号も、こうした主題を取り扱っ
ている。

 9  金属労協としても、賃金格差是正の観点から、職種別技能別の個別賃金方式を目指すというのが、年来の基本姿勢であると
いう。草稿へのコメントを通してお教え頂いた。また、

10  （注3）で示した稲上[1990]の議論が、この論点でも示唆的であった。
11  補足しておけば、シャープ労組とパイオニア労組は大手12社の組合からなる中闘組合の構成単組であるが、経営困難を背

景に今次春闘の統一闘争には参加していない。
12  団体交渉制度と労使協議制度、その両者の理念的相違については、例えば兵藤[1977]、28頁などから多くの示唆を得ている。


