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はじめに

日本とILO、批准した条約の適用と未批准条約の課題

特集2

　ILOは古い国際組織である。組織自体の歴史

が古いというだけでなく、今日では一時ほど一般的

には注目されていない。ほぼ半世紀前には、日本

の労働組合が頻繁にILO提訴をしたため、連日新

聞紙面をにぎわせ、落語の枕にも使われたことが

あるくらいだったが、今日ではそれほど注目されるこ

とはなく、普通の人は知らないことが多い。しかし

水面下では大きい働きをしているし、最近は報道こ

そあまりされないものの、ILO憲章上の提訴が増え

る傾向にもある。2019年に100歳を迎えるILOが

どのようにして誕生し、設定する国際基準がどのよ

うなものであり、日本としてまだ何ができるか、しなく

てはならないか、ということを以下で簡単に述べて

みたい。
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１. ILOと国際労働基準

　ILO（国際労働機関）は、第一次世界大戦後の

平和機構構築の動きの中に誕生したが、沿革は

もっと古く、産業革命の結果劣悪な労働条件が社

会問題化するとともに、開明的資本家が独自に労

働条件を改善する運動を始める一方、労働者は組

合を結成して資本家に対抗したところに端を発して

いる。ロシア革命が、この流れにインパクトを与え、国

際協調を通じて社会的安定を図ろうとする機運が

高まったことが、ILO設立のもっとも直接的な成立

要因である。ILOというものが、労働者による労働

者のための組織体ではなく、使用者の積極的な参

加という側面を有する国際組織であることの所以

であり、政府、使用者、労働者のそれぞれの代表が

意思決定のすべての場面で対等に参画するILO

特有の三者構成は、この背景にできたものである。

総会と理事会も、それぞれ独立した三者の代表に

よって構成されている。そのような基本構造を持っ

ているILOは、当初国際的に労働基準を平準化す

るための基準設定を主目的とする国際労働立法

機関の色彩が強かった。設立と同時に条約や勧告

が矢継ぎ早に採択されたことがそれをよく物語って

いる。今日でもILOにとって基準設定はその活動の

根幹ではあるが、それだけではなくなってきている。

国連体制が経済社会協力に大きく重点を移したこ

とと軌を一にして今日では、機構の予算の大半が

技術協力に使われているといっても過言ではない

状況にある。日本も1960年代以降は工業化先進

国の一員として、ILOにJICAを通して、ならびにマ

ルチバイ技術協力（日本が直接技術協力を行うの

ではなく、資金や人材をILOに寄託してプロジェクト

自体はILOが執行する方式）の形で大いに貢献し

ている。しかし、そういう時代背景の中にあっても、国

際労働基準設定がILOの活動の根幹であること

には変わりはない。
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2. ILO条約・勧告

3. 基準実施の監視

　ILOが設定する基準、すなわち国際労働基準

は、国際労働条約（通称ILO条約）と国際労働勧

告（通称ILO勧告）からなり、1919年以来今日まで

189の条約と202の勧告を採択してきているが、概

ねある一つの議題に関して、条約と勧告が一対で

採択される。条約は批准された場合には法的拘束

力が生じるので、あまり詳細に実施方法などを規定

することはできない。内容を詳しくしすぎると、全ての

加盟国の国内法に合致させることが困難になり、十

分な批准数を確保できない恐れがあるからである。

条約は最終的に全加盟国によって批准されるのが

望ましいわけで、条約では大まかな点を押さえてお

き、勧告の方で具体的な適用方法を設定する方式

が好んで採用される。採択された全体の条約の数

と勧告の数が一致しないことからも明らかなように、

この例に従わないケースも多数存在する。条約の内

容が基本的人権に関するものであって、その内容

が全ての加盟国において一律に適用されなければ

ならないような場合（結社の自由、強制労働）は、勧

告が入ってくる余地がないので条約だけが採択さ

れることが多い。逆に、雇用政策に関する勧告

（169号･1984年）のように、対象領域がすぐれて

経済政策的であって、法律的な規制になじみにく

い場合には、勧告だけが採択される場合がある。

　ILOが特に注目されるのは、数多くの基準を設定

してきたことだけでなく、そこに整備された監視機構

が存在するからである。簡単に言えば、国際法上の

義務を加盟国が遵守しているかどうかを調べ、問題

がある場合にはその是正に向けて働きかけをするこ

とをいう。国際社会には中央集権的な司法機関が

なく分権的であり、ILO条約のような法ができても、

その実行を最終的に担保する司法機関が存在し

ない。おのずから国際規範は、その実施を監視し、

離反があった時に矯正する行政機能に実効性の

　これらの国際労働基準を対象領域別に分けるな

らばいくつかのカテゴリーに分類することができる。

　すなわち結社の自由、強制労働、差別禁止、児

童労働等に係る基本的人権、労働行政、経済政

策、賃金・労働時間･有給休暇･安全衛生などの

狭い意味での労働条件、社会保障、特定の産業

や分野に特化したもの（船員･漁民･移住労働者・

プランテーション･看護職員など）を扱った基準など

にグループ分けすることができる。数年後に創立百

周年を祝うことになるILOは、ほぼすべての領域や

対象をカバーする基準を条約及び勧告としてすで

に設定してきているので、初期には毎年複数の条

約・勧告が採択されていたことに比べると、特に最

近ではそのスピードが鈍化していることがわかる。しか

し、古い基準は常に改定の必要があり、また新しい

労働・経済・国際社会環境に応じた国際基準の

設定は必要なため、ILOの基本であるところの基

準設定はこれからも継続する。なお、それぞれの条

約や勧告は、たとえば「1948年の結社の自由及び

団結権保護に関する条約（第87号）」というように

正式名称を持っているが、ILOに関する専門家・

関係者の間では、単に「87号条約」という番号で

呼ぶ方が普通である。

多くを依存することになる。ILOにおける基準監視

は1世紀に近い歴史の中から徐々に形成され、確

立していった制度である。それは条約勧告適用専

門家委員会という独立した組織による純粋法律的

審査と、総会基準適用委員会による公の場におけ

る討論形式の審査の二段構えになっている。

　条約勧告適用専門家委員会の委員は、加盟国

や労使団体の代表ではなく、労働法または国際法

の分野において高い評価を受けている個人が、そ

の専門的能力を期待されて選出されるものであり、
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その第一義的任務はILO憲章19条と22条に従い

ILOに送付されてくる定期報告書を審査し、国際

労働基準と国内法令および実行の適合性を確認

することである。基本的には書面審査の形をとる

が、審査は一回だけで終わるわけでなく委員会は

恒常的に活動するので、政府報告への質問という

形で対話が行われる。また、労使団体が独自の見

解をILOに通知することができるので、政府の報告

内容に疑義が生じたときは労使団体の見解を基礎

にして対話を進展させることができる。日本は三者

協議に関する条約（144号）を批准しているので、

定期報告をする前に政府は労使団体と協議をす

る義務が課せられている。したがって労使の個別見

解は政府報告書の中に取り入れられることになる。

それとは別に労使団体が政府報告書に対してそ

れぞれの見解を表明することもできる。労使の団体

が、ILOの監視制度に直接関与することは、ILO

の監視を意味あるものにするために大変に重要な

役割を担っている。

　条約勧告適用専門家委員会は、「直接請求」

（direct request）と「意見」（observation）と言わ

れるものを用いて加盟国に対し、批准した条約の

適切な実施を訴えていく。それには「・・・適切な措

置がとられることを要請する」という客観的な指摘か

ら「・・・再度強く訴える」「・・・度重なる働きかけをし

ているにもかかわらず措置がとられないことは遺憾

である」など表現はさまざまである。90年に近い条約

勧告適用専門家委員会の判断の蓄積は、その報

告書に高い権威を与え、条約を完全に実施してい

ない国にとってはそこで言及されることは大きい改

善圧力となる。もっとも、委員会自身もたびたび表明

しているように、条約の最終的な解釈権はILO憲

章37条によって国際司法裁判所にあるとされてい

るので、委員会の意見が国際法的に拘束力のある

判断であると言うことはできない。しかし、国際司法

裁判所が事実上利用されないことを考えるならば、

条約勧告適用専門家委員会がかなり有権的に解

釈をしていることは否めない事実である。委員会の

判断に対して真っ向から挑戦するケースがないでは

ないが、それらの国 も々国際司法裁判所に判断を

仰ぐことは今までに一度もなかった。その意味で2年

ほど前から総会基準適用委員会における使用者

グループが、87号条約はストライキ権を認めてはい

ないという主張を強く行い、委員会自体の個別案

件の審議を拒否するという過激な行動に出たこと

は異常な事態であり、ストライキ権は条約3条1項に

言う「計画を策定する権利を有する」というときの

「計画」に含まれるという基準監視機構の長年の

解釈を尊重し、正常な監視活動が継続できるように

なることが期待される。

　そのほかILO憲章19条は、加盟国に対して批准

していない条約や、もともと批准が予定されていな

い勧告についても報告義務を課している。また、条

約勧告適用専門家委員会が、別冊の報告書でこ

の未批准の条約･勧告について各国の情勢を検

討するが、これは比較法的に見ても貴重な資料で

あり、それ自体で当該条約･勧告に関する最新の

客観的な国際情報源としての価値を有する。

　ILO条約･勧告の通常監視制度は、条約勧告

適用専門家委員会が予め書類に基づく、技術的

な法律審査をしたうえで、総会がそれをさらに詳しく

見ていくという二段構えになっている。総会基準適

用委員会が専門家委員会と根本的に異なるのは、

その構成である。後者が個人の資格で選ばれる独

立の機関であるのに対して、総会基準適用委員会

は総会の下部機関であることから、委員は総会の

代表から構成される。すなわち三者構成である。

　総会基準適用委員会も批准された条約と未批

准の条約、ならびに勧告についての実施状況を審

査する役割を担う点では専門家委員会と同じであ

るが、厳密な法律上の審査よりは、条約･勧告の適

用上重大な問題があるケースについて政府代表を

前に議論を行うのがその活動の中心となる。もっと

具体的に言うならば、専門家委員会が扱った膨大

な数のケースの中から、長年にわたって解決されて

いない問題や、総会基準適用委員会の判断で直

ぐにでも取り上げることがふさわしいようなケースを

抽出し（場合によっては、専門家委員会が総会基

準適用委員会の議論を促すような表記の仕方を

報告書の中ですることもある）、これに対する政府代

表の説明を聞いた後、広く討論が行われる。「制裁

の場ではなく対話を通じて問題の解決を探る場で
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ある」と総会適用委員会がしばしば表明している

が、問題を抱える政府にとっては同委員会の場は

かなり厳しいものになることも事実である。

　ILOは制裁手段を持たないので、条約の遵守を

確保することについて、その効果のほどが疑わしい

という批判を聞くことがあるが、この二つの委員会の

審議をフォローして行くならば、それほど単純に制裁

措置がないと言い切れるか疑問が出てくる。たしか

に、昨今、議論されている貿易と労働基準を結びつ

け、労働基準不順守の場合に経済制裁を加えるこ

とを制度化した場合には、条約違反状態を是正す

る力は強くなるかもしれない。しかし、それは条約自

体が批准されなくなるという負の方向性を持つこと

になろうし、経済的制裁が全ての場合において良い

かどうかは十分に考慮する必要がある。強制されて

やるよりも、三者の対話の中から合意が生まれてくる

ことの方が、長期的に見た場合ずっと効果的である

場合もあるはずである。専門家委員会と総会基準

適用委員会の行ってきた監視活動の効果は、そう

簡単には否定できないのである。

　そのほかILOの監視機能には申立審査委員会

および苦情審査委員会による審査というものがあ

る。専門家委員会や総会委員会で行われる監視

活動が、現実に労働基準の違反状況の存在とは

無関係に、いわばILOの職権で定期的に進行す

るのに対して、申立と苦情の手続は、批准された条

約の適用について、かつ問題が提起されたときの

み発動される臨時的なものである。ILO95年の歴

史の中で、この申立手続の利用は、最近は急増の

兆しが見えるものの、あまり多くはなかった。これは、

手続がそれほど一般に知られていないことや、対象

となる案件が批准された条約にのみ限られることに

も起因するが、最も大きい理由は、通常の監視手続

が十分に機能しているため、必ずしもこの手続を利

用する必要がないためだと考えられる。労使の団体

（ILO総会に代表を送っているいわゆる代表的組

織に限られず、いかなる団体でも構わない）が意見

を述べる場として専門家委員会への見解の送付

と、総会委員会での直接的討論を通じて、違反状

況があれば相当有効に是正への訴えかけをなし得

るからである。逆に、申立手続きをとった場合には、

一年後の理事会による審査結果の公表で「一件

落着」してしまうのである。これに対して、通常監視

制度では、何年にもわたって継続的な審議が可能

なため、執拗な追求をしようとする場合には、むしろ

ここで行った方が良いと判断されるためと考えられ

る。もっとも、最近数年の間には民間職業仲介事業

所条約（第181号）や同一報酬条約（第100号）に

ついて日本の労働組合によって矢継ぎ早に申し立

てが行われており、全体的にも見ても申立件数は

合計160件を超えており、この手続きが申立団体に

見直され、活用され始めていることがわかる。

　ILO憲章26条に基づく苦情手続については苦

情申立件数が過去95年の間に30件を超えてはお

らず、中にはミャンマーに対するものなど重要な案件

も見られるものの、実例が多いとはいえない。加盟国

が他の加盟国を相手取って提訴する方式が外交

上敬遠されると同時に、両当事国が同じ条約を批

准していなければならないという要件に合致する

ケースが少ないことに起因するものとみられる。

　特筆すべきは結社の自由に関する特別手続で

ある。通常の監視手続（専門家委員会および総会

委員会）および苦情や申立に関する手続がいずれ

もILO憲章に直接的ないしは間接的な規定がある､

いわば正統的な手続であるのに対して、結社の自

由に関するものは、ILO憲章に予定されたものでは

ない。また、審査の対象が結社の自由（組合権）に

特化していること（他の条約、例えば安全衛生関係

の条約などはこの手続の対象になり得ない）、結社

の自由に関する一連の条約を批准していない場合

でも手続は進行すること、などの点において極めて

特殊であり、真の意味で特別手続の名に値する。

その取扱件数は今日2300件を越え、正規の監視

手続と肩を並べるほどの地位を占めるに至ってい

る。日本では「ILO提訴」という言葉を用いた場合、

ILO憲章24条や26条に基づく正規の手続や、通

常監視機構への意見具申などを指すのではなく、

ほとんどはこの結社の自由委員会への訴えのことを

意味する場合が多い。落語のまくらに使われたILO

もこの結社の自由委員会が念頭にあった者と考え

られる。
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4. 日本とILO条約

　日本の労働基本権とILOとは切っても切り離す

ことができない関係にあり、機構の設立当初新興工

業発展途上国であって、かつ明治憲法下にあった

日本にとって、ILO加盟は労働基本権を含め労働

法整備に多大な影響を与えたのである。そして、戦

後のILOへの復帰といわゆるドライヤー勧告（文末

注参照）を経て結社の自由に関する87号条約批

准へと連なる流れは、今日の日本の労働法体系と

労使関係を規定する素地を作ったといっても過言

ではない。公務員の労働基本権に関する最近の

ILOによる動きも、その延長線上に捉えることができ

る。しかし、批准後40年以上も87号条約の完全適

用をしてきていないことや、公務員制度改革の議論

においてILO基準に言及すらしない政府の対応は、

「外圧」に屈しないという意味で日本が「大国」なの

か、グローバリゼーションに負けてはならないという至

上命令にしたがっての意図的な無視なのか、あるい

は単に国際法（ILO条約）への理解不足なのかわ

からないところがあるが、努力の余地が大いにあると

ころである。日本の公務員の労働基本権に関して

は、不当労働行為のような個別・具体的な問題を

別にして、法令自体の条約不適合性が問われてい

るいわゆる消防問題とストライキ権問題について

ILOの監視機構（条約勧告適用専門家委員会、

総会基準適用委員会、結社の自由委員会）が長ら

く継続して取り上げてきているもので、あまりに長い

間議論が平行線をたどってきているため風化現象

が起きているとも感じられるほどである。しかし、しばし

ばこれらの問題は今日でも申立や訴えを契機に監

視機構の俎上に上り、ILO条約違反が執拗に問

われているのである。公務員制度改革という動きの

中で、公務員労働基本権制限問題が十分に考慮

されない「改革」が実施されようとしたため、ILOが

それに予め警鐘を鳴らすと同時に、現在も条約違

反状況が存在していることを想起した。日本国憲法

はその98条2項において確立した国際法規（批准

したILO条約はまさにこれにあたる）を遵守すること

を規定しており、学説・判例とも国際法が国内法

（憲法を除く）に優位するということで一致している。

そうすると、理論的にいってILO条約違反の国内法

（具体的には国家公務員法並びに地方公務員法

の中のILO条約違反の部分）は、無効であるはず

である。ほぼそのような判断を示した岡山県の消防

職員組合事件での広島高裁岡山支部判決（平成

23年4月28日・平成21年（ネ）第247号）は画期的

なものと言えるが、立法が追い付いていっていない。

ILOはまた「法を改正し、スト権を正当に行使した公

務員が重い民事上もしくは刑事上の罰則を科され

ないようにすること」という勧告も行っているが、これ

にもまだ日本は応えていない。

　基本権条約であるところの100号条約（男女同

一価値労働同一報酬）についても、かなり長期に

わたり監視機構は条約不履行の疑いを指摘してき

た。1993年、1994年、2007年には総会基準適用

委員会でも審議され、2011年には憲章24条に基

づく申立に基づいて設置された委員会による詳細

な勧告が出された。それを受ける形で、専門家委員

会も詳細な意見を2012年に示して今日に至ってい

る。本条約が採用する同一賃金の概念が、労基法

などで規定され、かつ現実的な日本の慣行となって

いる形式的な同一賃金概念より広いものであり、

「同一価値労働に対する同一報酬」を保障しなく

てはいけないという本条約の要請に日本の現行法

と実行が対応していないとしている。そのためには

年功序列制度を見直し、客観的職務評価手法を

取り入れるべきことなどが言われている。

　第2次大戦中の強制連行と従軍慰安婦問題に

関しては、強制労働に関する29号条約適用問題と

して条約勧告適用専門家委員会が20年以上のあ

いだ意見を出し続けてきており、これも消防職員問

題や公務員の争議権問題とならんで厄介な事案

となっている。最近ではこれに加えて外国人研修

生制度などについても意見が出ている。

　監視機構が意見を発出しているのは、基本権条

約に関してだけにとどまらず、その他の一般の条約

についても見られ、批准した条約の完全適用は簡単
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ではないことを示している。これは、日本に限られるこ

とではなく他の多くの国についても同様である。ただ

し他と同じだからといって安心できるものではない。ま

た日本の批准数の少なさは大いに問題である。

5. 批准が求められる条約

　ILOによる基準適用の監視は、主として批准し

た条約を十分に適用して行っていない場面に効果

をもつものであるので、批准をするという行為は重

要である。もちろん189のすべての条約を批准する

ことが要求されているわけではなく、加盟国中もっと

も批准数が多いスペインでも133である。しかし日本

の総批准数49という数字は、OECD諸国平均の

74を大きく下回っており、いかにも少ない。さらにまた

日本は、未批准条約のうち早急に批准が要求され

ている重要条約が多く存在するという問題がある。

公正競争の見地から条約を批准することが要求さ

れる、という古くからの（必ずしも正しいわけではない

がナイーブな説得力を持つ）考え方からすれば、日

本の輸出競争力は劣悪な労働条件と人権侵害に

よって高められているという非難が聞こえてきそうで

すらある。

　早期の批准が要請される代表的なものの一つ

が雇用と職業における平等を規定した111号条約

である。ILOが特別に批准・適用を促進している8

つの基本権条約のうちの一つであり、人種、皮膚

の色、性、宗教、政治上の意見、民族的出身又は

社会的出身に基づく差別を禁止するこの条約につ

いて、日本が批准できない理由は特に存在しない。

数年前からほとんど批准寸前まで行っているという

ようなことは聞くものの、以前として未批准の状況が

続いていることは問題と言える。同様に問題なのは

強制労働廃止に関する105号条約の未批准であ

る。原始的な形での強制労働がないであろうことは

誰もが認めると思われるが、実は105号条約では、

そこにあげられた5つの理由で課せられる刑務所

労働が強制労働の定義にあてはまるとされるため、

公務員のストライキを懲役刑の制裁をもって禁止し

ていることが違反になってくる。その一点だけで批准

ができないでいるのだが、これも早急に改善が求め

られる。

　職場の健康安全に関する条約の中にも批准が

望まれるものがいくつかある。職業上の安全及び健

康に関する155号条約、職業衛生機関に関する

161号条約や化学物質に関する170号条約がそ

れである。155号条約については、昨今の労働安

全衛生法の改正等もあり、ほとんどの条文が担保さ

れるに至っている。ただ、条約の対象は公務員も含

めたすべての労働者であるところ、警察官や自衛

隊員等に関して若干の懸念が残っているため未批

准のようである。161号条約の場合も、ほとんど国内

法令との整合性の問題はないが、条約の「職業衛

生機関」に該当すると考えられる産業医等が、使用

者からの依頼を受け、又は使用者に雇用されてい

るため、条約第10条における「職業衛生業務を提

供する者」が労使から十分な独立性を有しなくては

ならないとする要件を満たさないのではないかとい

う問題点があるともいわれている。もう一つの批准

阻害要因として、いわゆる促進的な内容を持つ条

約（たとえば161号）の場合、どこまでが法的義務で

あるのかが明らかでない、ということで条約批准の

際にチェックが入る法制局において問題を指摘さ

れる場合があると言われている。国際条約一般に

ついての日本の原則的な姿勢であるが、多くの国が

その点をあまりやかましく言わずに批准していくこと

を考えると、国際条約批准への姿勢に再考が求め

られる。なお、広義の安全・健康に関するものとして

132号（有給休暇）条約とか175号（パートタイム）条

約の批准も望まれるであろう。
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おわりに

参　考

　そろそろ100歳になろうとしている老舗の国際組

織ではあるが、社会正義の達成という当初から課せ

られた課題は今なお現代的なものとしてILOに課さ

れている。原加盟国である日本も、100年前の日本

とは違うが、その国際組織の一員として国際的な社

会正義の達成に寄与しなくてはならない。

　日本の労働条件は必ずしも工業化先進国のな

かで劣っているとは言えないが、労働時間、過労

死、非正規雇用問題への対応などで改善すべきと

ころは多くあり、さらには基本権条約についてすべ

て批准できないという状況が続いていることも大き

い問題である。ILO基準は日本の政労使三者も参

加して国際的に定められた最低基準であり、それら

を十分に取り入れていくことは国際的な義務でもあ

る。また、ILOは優れた監視制度をもち、それを利用

　ILO駐日事務所ホームページ： http://www.ILO.org/tokyo/
lang--ja/index.htm
　ILO駐日事務所刊行物『グローバル経済のためのルール』：
　http://www.ILO.org/tokyo/information/publica-
tions/WCMS_241263/lang--ja/index.htm

して国内の労働基準を維持し、高めていくことを可

能にする貴重な国際組織である。ILOという組織を

よく理解し、活用していくことが求められるのであっ

て、それは国内の労働基準や労使関係を改善する

だけでなく、国際貢献にもなることを認識すべきであ

ろう。古い国際組織ではあるが、まだまだその存在

意義は大きいし、利用価値は高いのである。

注：　1958年の総評提訴ではじまった労働組合権

問題は、その後結社の自由委員会で16回にわたり

審査されたが解決されず、ついに64年には「結社

の自由に関する実情調査調停委員会」（対日調査

委員会、いわゆるドライヤー委員会）が設置されるこ

ととなり、1965年のドライヤー勧告が出て87号条約

批准を導いた。

　日本ILO協会『講座ILO（国際労働機関）―社会正義
の実現を目指して（上・下巻）』（1999年）
　吾郷眞一『国際経済社会法』三省堂（2005年）


