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14春闘の課題と論点

日本女子大学名誉教授　　高木　郁朗

特集１

　アベノミクス下の春季生活闘争ということで、

2014年の春闘は経済的にも社会的にも大いに注

目される。しかし、14春闘をめぐる労働組合、とくに

連合系組合の課題は、短期的な対応で終わって

よいものではない。むしろ、長期にわたって蓄積さ

れた諸課題に、本格的に対処する取り組みがな

　最初にいくつかの統計調査が示す「事実」を検

証する。このうち、表１家計調査（総務省）及び表
２春闘の賃上げ妥結率と所定内賃金の推移（厚
生労働省）が示す統計は連合が成立する直前の

1986年を基準としている。

　このうち、まず2人以上の勤労者世帯を対象とし

た家計調査が示すところでは、最近時の勤労者

世帯の可処分所得は約42.5万円で、42.1万円

の1989年にほぼ匹敵する。1989年は連合が成

立した年であるが、その後約四半世紀のあいだ、

勤労者の家計は、この２つの年の名目値をとるか

ぎり、まったく改善されていない。この間に消費者

物価は約8％上昇しているから実質的には可処分

所得は約8％の減少となる。むろん名目値がまった

く改善されていないという表現は正確ではない。

可処分所得の動向をみると、1990年以降1997

ければ、短期的にも成果をあげることはできないで

あろう。本稿においては、やや長期的に賃上げを

めぐる状況を検討することで、労働組合が取り組

まなければならない構造的な論点を指摘すること

を目的とする。

年にかけて増加傾向を示し、最高値を示す1997

年では約49.7万円となっているからである。それ

以降、小泉内閣期の2001年から2003年の時期

に劇的に減少し、さらにその後も漸減した結果とし

て、約四半世紀前の水準に戻ってしまったというこ

とである。最高値から2012年水準への15年間の

下落率は15％弱に達する。この間に消費者物価

は約1％低下しているが、これを考慮に入れても大

差は生じない。

　この15年間の可処分所得の減少の原因につ

いても家計調査はある程度の示唆を与えている。

可処分所得は実収入－非消費支出（所得税＋

社会保険料）で与えられるから、この2つの要素を

検討すればよく、その数値はいずれも家計調査に

示されている。15年間の変化をみると、世帯全体

の実収入は最高値である1997年の59.5万円から

は じ め に

1. 家計の状況
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51.9万円へ、約13％の減少である。このことは2つ

のことを示している。1つは当然のことながら、可処

分所得の減少は実収入の減少が圧倒的に影響

しているということである。しかし、もう１つ、実は実

収入の減少率は可処分所得の減少率よりは小さ

く、したがって非消費支出の増加がかなりの程度

に影響しているということである。この事実につい

てここでは議論しないが、労働者生活の改善には

賃金の増加だけでは不十分であることが示され

る。

　ここでの調査対象は勤労者世帯であるから、実

収入の大半は勤め先収入である。これは55.9万

円から48.0万円へ、14％強の減少である。この数

値は実収入全体の減少率よりは大きい。勤め先

収入は、家計調査では世帯主収入と他の家族と

の収入に分けられるが、世帯主収入は48.7万円

から41.1万円へ､約16％の減少となっている。こ

れは勤め先収入全体の減少より大きく、したがっ

て他の家族員の勤め先収入で補填されているこ

とを示す。事実、たとえば妻の収入はこの期間５％

以上上昇している。

　ところで、世帯主の勤め先収入は定期収入と

賞与などとに分けられている。この2つの収入項目

はともに減少しているが、1997年から2012年まで

の定期収入の減少率が約10％であるのに対して、

賞与などの減少率は実に約36％に達する。実額

でもこの両者の減少額は約4万円と約3.6万円で

ほぼ匹敵する。可処分所得の減少のなかで、一

時金などの減少はきわめて大きな位置を占めてい

ることがわかる。ここでは一時金問題については論

じないが、家計調査からはその重要性が大きいこ

とは指摘しておく必要がある。
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　可処分所得の減少については、税・社会保険

料の増額という要素を考慮しなければならないに

しても、月額賃金と一時金の双方から構成される

賃金の低下が決定的な要素となっていることは明

らかである。そこで今度は賃金統計の面に示され

る事実に着目しよう。表2は、のちの議論のため、第

2次オイルショック後の1976年以降、最近時まで

の賃上げの妥結状況と所定内給与額の推移を

セットにして示している。この表のうち所定内給与

の動向をみると、賃金増加率について、～ 1982

年の5％以上、～ 1988年の3％程度、～ 91年（バ

ブル期）の5％前後の時期、～ 94年の2.5％程度

2. 賃金水準低下の経緯
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の時期、～ 1997年の1％前後の時期、2001年ま

での0％前後の時期、～ 2009までのマイナスが続

いた時期、それ以降の基本的には現状維持の時

期、といったかたちで分けられる。さきの家計調査

の可処分所得との関係では1997年が分水嶺に

なっていること、小泉内閣期で賃金をめぐる惨状

がいっそう進展したこと、の２つの点で共通してい

る。ただ可処分所得と比較すると、低下が時間的

にやや遅くなる傾向があるが、これは所定内給与

額でとっているためで、一時金の減額などが影響

して家計にはより早期に影響が現れると推定され

る。このほかに、男女で比較すると、とくに1997年

以降には、女性の賃金は、例外の年もあるが、概し

て、男女計がプラスのときはその幅が男性より大き

く、またマイナスの年が少なく、したがって常用労働

者に関しては賃金格差がある程度縮小する傾向

があるが、ここではこれ以上は言及しない。

　表3には、バブル崩壊以降の時期の経済成長
率を名目、実質双方の数値で示している。賃金の

推移と比較すると、1997～8年が重要な転換期で

あった理由が示される。この時期は、山一証券や

北海道拓殖銀行の破綻など、バブル崩壊の余震

が襲った年であった。この事実だけをとると賃金の

低下が景気の動向の反映であるかのようにみえ

る。しかし、それ以降の時期をみると、賃金が景気

の関数であるとは必ずしもいえないことが示され

る。実質数値でみると、2002年からリーマンショック

の前年の2007年まで、大きな数字ではないが、経

済成長率はプラスとなっている。名目でみても、数

値はさらに下がるがプラスであることには違いがな

い。市場空前の長期にわたっての景気拡大が喧

伝された時期である。しかし、この時期、賃金の方

は一貫して低下を続けた。ちなみにリーマンショック

後では、景気後退の率よりは所定内賃金の低下

の率は小さい。ただし家計調査が示しているように

一時金などの減少はかなり大きい。この最後の事

実は、この時期までに賃金コストの調整が一時金

などで行なわれるようになったことを意味する。

　表2に戻って、以上の統計的な事象と、春闘の
賃上げ妥結結果との関連を検討してみよう。数値

を検討する場合に、この統計は定期昇給込みであ

ることに留意しておく必要がある。まず、明確なこと

は、賃上げ妥結率と、賃金構造基本統計調査で

みる所定内賃金の動向とが完全に連動している

わけではない、という事実である。このことは、後者

ではマイナスとなる年であっても、賃上げ妥結率は

すべての年でプラスとなっていることで示される。

長期的にみると、1980年代初頭までは所定内給

与額の対前年増減率は賃上げ率を上回る年もあ

り、ほぼともに5％以上の水準で近接していた。そ

の後1993年頃にかけては、賃上げ水準が5％前

後であるのに対して、所定内賃金はこれより変動

幅は大きく、平均的には3.5％である。連動率は約

70％程度と抑えることができる。賃上げ率が3％程

3. 賃上げ状況との関連
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度に落ちる1997年頃にかけては所定内賃金の

上昇率は約1.5％程度で連動率は50％程度とな

る。1997年以降は、賃上げ率は2％台、2002年以

降はほぼ1％台に低下する。賃上げ率が低くなると

所定内給与の推移とはほとんど連動しなくなる。

　付言すれば、リーマンショック以降の2009年から

は2013年まで、賃上げ率の方はみごとに1.8％で

固定している。1.8％という数値は、この間の連合

の春季生活闘争方針における賃金水準の維持、

従来風の言い方でいえば、定期昇給分の確保と

いう水準に張りついているといえる。

　内容的には検討すべき課題はいろいろあるもの

の、労働組合が存在する主要企業のなかの組合

員は平均的に一定の賃金増額を獲得しているこ

とは間違いがない。にもかかわらず、非組合員が多

く含まれる賃金調査や家計調査では、大幅な賃

金減額となっている。この関係のなかに連動性の

喪失意味が端的に示されていることになる。

　主要労組の存在する企業における賃上げ率

と、すべての分野の常用労働者を対象とする所

定内賃金との連動が失われたのはなぜか。労働

経済学者ならまず労働力需給の動向に着目する

であろう。しかし、労働力需給と賃上げ妥結率のあ

いだではバブルの前と後の連動率の低下の時期

には一定の影響があったと推定することができる

が、その後の時期にはたとえば失業率の動向とは

　ここまで検討してきたことを簡略に整理すると、

①1997年と2002年を画期として、勤労者家計の

可処分所得が劇的に減少している、可処分所得

の減少には定期的な賃金と一時金の減少が同時

に作用している、その一部は家族の収入によって

代替されている、②賃金統計でみた場合も、同様

の画期で、所定内賃金が減少しているが、これに

は労働の規制緩和など制度・政策面の影響が大

きい、③賃金の状況と春闘の賃上げ妥結を合わ

せて検討すると、両者のあいだの連動性はしだい

ほとんど関係がない。つまり通常の労働経済学的

理解では説明がつかないことになる。これに代わ

る注目すべき事実は、すべての指標の転換点は

1997年と2002年であるという事実である。2002

年は小泉内閣の成立の翌年であり、1997年は、

小泉改革の先駆的役割を果たしたといえる橋本

内閣が成立した時期である。歴史的にみれば、新

自由主義的な制度・政策の進展、要するに労働

をめぐる規制緩和の促進がこの事態にきわめて大

きな影響を与えていると推定することができる。この

ことは、ここで掲げている表には一部しか登場しな

い非正規労働者の急速な増加を考慮に入れれ

ばいっそう切実な真実である。もう１つの論点は、

労働者の産業別構成の変化である。同一産業内

であれば、大企業と中小企業の間では一定の連

動性を想定することができるが、まったく別の産業

であれば、このような連動は小さくなる。15年間の

就業構造の変化では、製造業労働者数は減少

し、医療・福祉分野の労働者数が増加している。

後者の分野は、医療分野の一部を除けば低賃金

労働者が多く、組織率は5％程度にとどまってい

る。要するに賃金と労働をめぐる制度・政策のあり

方は、相当程度に一体であり、この点を抜きにして

は、春闘の状況を語ることはできないほどである。

以下では狭義の賃上げ問題に議論を限定する。

に小さくなり、現在ではほとんどない、などである。

2014年の春闘の課題は、単に短期的にアベノミク

スのもとで、どのように賃上げを実現するか、という

だけではなく、ほぼ15年にわたって進展してきた

家計と賃金の劣化という構造的な問題にどのよう

に対処するか、という点に置かれなければならない

ことは明白である。ここからは、このような問題意識

に立って、連合の方針を中心に、労働組合の方針

が適切なものとなっているかどうかを検討する。

　まず、連合が2013年8月の中央委員会で採択

4. 連合の14春季生活闘争方針
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した｢2013春季生活闘争まとめ｣をみると、総括的

には「賃金構造維持分(賃金カーブ維持分)を確

保したものの、働くものの暮らしを底上げし、デフレ

脱却につながるような賃金改善までには至ってい

ない」としている。この総括はさきの統計的な事実

と基本的に一致する。ただここで「デフレ脱却につ

ながるような」という表現に注目してほしい。理由は

後で述べる。もう１つ、賃金構造維持分が確保され

たとしても、同一企業内で、個別の労働者に定期

昇給的な内容をもつ賃金部分が確保されているか

どうかは別の問題である。業績給的な要素が拡大

することによって、実際には査定などによる企業側

の裁量的な部分が増大しているケースでは平均水

準のみで論ずることはできないからである。企業レベ

ルでの聞き取りでいえば、現業部分では賃金体系

が変化しても、伝統的な経験重視など年功的な部

分が生きているが、ホワイトカラーについては、一定

の平均的な賃金上昇分と個別の賃金額との間は

ほとんど関係がないケースが少なくない。

　ついで、春季生活闘争の枠組みに関連して、

「産業構造変化や同一産業内でも企業ごとに業績

に乖離がある中では、特定の産業・企業がいわゆる

パターンセッターを担い、トリクルダウン的に社会的波

及を図ることが困難な状況」という表現がある。この

文章は、例えば連合に結集する組合の所属する企

業間のことをいっているのか、経済社会一般を指し

て述べているのかよくわからないが、マクロのレベル

では、賃上げ水準の波及というのであれば、特別の

事情がある場合を除いて、個別の企業業績のいか

んにかかわらず相場として作用する、ということであ

る。後でも述べるが、連合方針は企業がミクロの立

場のみに拘泥すると非難しているが、連合方針その

もののなかにもマクロとミクロの論理の混在がみられ

る。このことを別にすれば、トリクルダウンの時代が終

わったという認識は、まったく適切である。

　2014年春季生活闘争においては、このような総

括から、どのような方針を示されているかが焦点とな

る。2014年12月の中央委員会が採択した「2014年

春季生活闘争方針」では、総論として「すべての働

く者の所得の向上を実現し、消費マインドを改善し、

デフレからの着実な脱却をはかり、経済の好循環を

はかることが必要である」としている。これは、循環の

スタートは、労働者、それも組合員でない労働者をも

含めたすべての働く者の所得の増大である、という

宣言である。ところが、すぐそのあとに「経済成長と

整合ある所得の向上をはかっていくことが最優先」

という表現がでてくる。この書き方は取り組み内容

の基本的な考え方の中でもほぼ同じ表現で記述さ

れている。後半の部分における経済成長とはどの

時点のものであるかは不明であるが、とりようによっ

ては、経済成長並みの賃上げという考え方になる。

前半の表現では賃金（×雇用者数）が独立変数で

経済成長が従属変数とする考え方が示されていた

のに対して、後半の部分では経済成長が独立変数

で賃金は従属変数、ということになりかねない。個

別企業レベルの交渉では、たとえば雇用の維持の

ために業績に応ずる賃金ということで賃下げを呑む

場合もあるだろうが、マクロ経済に責任をもつナショ

ナルセンターとしては、基本理念として、賃金（＋雇

用）の増大→経済成長という順序を明確にしてお

かなければならないはずである。

　また闘争の展開にあたっては「労働運動の社会

化を推進し、従来の取り組みにとらわれることなく、

未組織労働者の処遇改善に波及する運動を推進

する」としている。

　基本理念の方針は別として、賃上げに関しての

具体的な要求の基本部分をみると、①底上げ・底

支えをはかる、このため②月例賃金にこだわる、③定

昇・賃金カーブ維持相当分(約2％)を確保し、④過

年度分物価上昇分、生産性上昇分などを含め、賃

上げ（1％分）を要求する、加えて、⑤格差是正・配

分の歪み是正分(1％目安)を要求する、となってい

る。合わせると定期昇給分込みで4％、額でいえば

平均1万円以上の賃上げを実現する、というのが、

連合としての基本的な要求内容となっている。すで

にみてきた可処分所得の動向などからみて、この水

準で勤労者家計がどの程度復元されるか、の問題

はあるが、4％の賃上げが実現すれば、過去の賃上

げ妥結率と所定内賃金の関係からみて、平均的に

は労働者全体で賃金がプラスに転ずる水準である。

　問題は従来の枠組みではなく、新しい枠組みを

形成して春闘を闘うとした、もう１つの論点である、こ
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の点では基本的な考え方は、キーワードとしては明

確に示されている。「底上げ・底支え」という用語が

それである。この場合の「底」は、定期昇給分の確

保のように組合員個人の最低限を指す用語にも使

われているが、常識的には組合員よりも低い処遇の

もとにおかれている非正規労働者などを意味すると

考えてよい。この意味での「底上げ・底支え」の基

本的な考え方は、ミニマム規制であるといってよい。

今年度の方針は、この点でかなりきめ細かな方針を

うちだしている。

　中小共闘方針と非正規共闘方針を合わせ読む

と、ミニマム規制にかんしては2つの方向が示されて

いる。1つは企業レベルでの交渉事項としてのミニマ

ム規制であり、すべての労働組合で企業内最低賃

金の協定化を行い、適用労働者の拡大をはかるこ

とがその内容となっている。このための初任給水準

の目標値（165400円）と時給労働者の最低規制

（時給の最低基準は1000円、現行800円未満は

800円）の基準値も示されている。これは組合員→

企業内の非組合員→地域への波及、というルート

を想定しているといってよい。ただ昨年度の集計を

みても、パートを含めた企業内最低賃金の取り組み

状況はいぜんとして低い水準にとどまっており、この

点では連合として強力な指導が必要である。

　もう１つのルートは、地域運動のかたちをとるもの

である。地域ミニマム運動は、中小企業やパート労

働者の賃金が地域相場によって規定されていると

いう想定のもとに、地域の賃金実態を具体的に掌

握するというものであるが、さらに進んで地域ミニマ

ム賃金の設定などを進めようとする構想である。

　ミニマム規制としての底上げ・底支えは、約60

年前に出発した日本の春闘が全体としては忘れて

きた課題である。「すべの働く者」の所得の上昇を

スタート地点とする経済成長という基本理念に徹

するとすれば、その道こそ王道である。いまの時点

で、この部分をナショナルセンターとしての連合の

春季生活闘争において戦略化するという方針は

まことに適切である。しかし、中央委員会決定をみ

るかぎり、この点が運動として戦略化されるまでに

は残念ながら至っていない。

　制度・政策面を別にすれば、戦略化のかぎは

地域にある。産別・企業別レベルでの賃金交渉に

ついては、自治にまかせてよい。むろんナショナル

センターとしてやるべきことはある。たとえば、連合

本部、産別をつうじて賃金のプロがほとんどいなく

なっているから、それこそ「底」を維持するための

賃金体系のあり方などをしっかり示す人材を養成

し、産別の枠を超えた日常的な交流の場を作ると

いった支援の方法もある。とりわけ、「底」を重視す

るなら、低賃金労働者の多い産別組織に積極的

に肩入れし、他の産別からも支援が行なわれるよ

うに連合が調整するといったことはミニマム規制戦

略にとっても重要である。しかし、ミニマム規制とい

う立場から今急務なのは、何より地域戦略である。

戦略のかぎは地方連合が春闘の主役になりうるよ

うな役割を明示することである。

　中央委員会決定の方針のなかには、地域の商

工団体などとの協議が重視されている。しかし、ま

ず協議に応じない場合がある。業界団体のなかに

は特定最賃をかたくなに拒否する場合もある。こう

した場合にどうするか。また歴史的事実が示すとこ

ろでは、いったん共同宣言などが成立しても裏切

るのが経営者団体の常である。連合自身、2000

年前後に行なった雇用の共同宣言、ワークシェアリ

ングの三者共同宣言、10年間で1000円の最低

賃金など、すべて裏切られているではないか。こう

したことを打破するためには非組合員を含む当事

者参加を可能にするイベント型の大衆行動など、

地域での大衆運動を可能にする方法論を連合が

打ち立て、傘下の産別組織が積極的にこれに加

わるよう説得する任務が連合にはある。それがナ

ショナルセンターとしての春闘の基軸であろう。

5. ナショナルセンターとしての春闘戦略


