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　インダストリオール・グローバルユニオンは、2012
年6月にものづくり産業の国際産業別労働組合

（GUF：Global Union Federation）として、そ
れまで個別に運動を展開していたICEM（国際化
学エネルギー鉱山一般労連）、ITGLWF（国際
繊維被服皮革労働組合同盟）、IMF（国際金属
労連）の３つのＧＵＦを統合して結成された。
　私の所属したＩＭＦでは、2009年6月に開催され
たスウェーデン・ヨーテボリの第32回世界大会に先
駆けて開催された執行委員会において、製造３Ｇ
ＵＦ統合に向けた検討を進めるという確認を行っ
た時から、準備を開始したことになる。
　ヨーテボリの大会、デンマーク・コペンハーゲンで

のＩＭＦ解散大会、インダストリオール・グローバルユ
ニオン結成大会、いずれの大会にも日本からの参
加者として現場にいたが、そこに至るまでの道のり
について、詳しく知ることはなかった。改めて結成
への道のりをたどることで、先輩の御苦労とバトン
を渡された我々現役の責任の重さを痛感している
ところである。
　国際労働運動というと、とかく東南アジアで起こ
る労働争議に対する対処などの活動がクローズ
アップされがちで、産業をベースとした活動も極め
て重要であるにもかかわらず、なかなか広く理解を
得る機会がない。本稿が産業別の国際労働運動
を知っていただく機会になれば幸いである。
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1. はじめに

2. 結成に至る経緯

2.1 改めてGUFとは何か
　ＧＵＦは、Global Union Federationの略称で
あり、日本語では国際産業別労働組合組織となる。
世界の労働組合が、産業の切り口で結集をし、様々
な課題解決に向き合おうとしている組織である。
　インダストリオールは工業（製造業）の切り口で
結集したＧＵＦであるが、他の主なＧＵＦとしては、
次のような組織がある。
◦ＵＮＩ・グローバルユニオン（UNI）

商業、金融、郵便、テレコム、印刷、マスコミなど
の労働者を組織する国際産業別組織。150カ
国、900組織、2000万名が加盟。

◦国際建設林業労組連盟（BWI）

建設、製材、森林産業の労働者などを組織する
国際産業別組織。130カ国、328組織、1200万
名が加盟。 

◦国際食品労連（IUF）
食品飲料製造、ホテル・レストラン・観光、農業
労働者などを組織する国際産業別組織。124カ
国、380組織、280万名が加盟。 

上記の他にも、次のものがある。
◦教育インターナショナル（EI） 
◦国際芸術・芸能労組連盟（IAEA） 
◦国際ジャーナリスト連盟（IFJ） 
◦国際運輸労連（ITF） 
◦国際公務労連（PSI）
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2.2 結成３組織について
インダストリオール・グローバルユニオンに結集した
ＧＵＦは次の３つである。いずれも、製造業、ものづ
くりという点で共通し、一部はサプライチェーンの中
で重複する部分もある。
◦ITGLWF（国際繊維被服皮革労働組合同
盟）

繊維、被服、靴、皮革の労働者を組織する国際
産業別組織。110カ国、217組織、1,000万人が
加盟。

◦ICEM（国際化学エネルギー鉱山一般労連）
総合化学、石油化学、化学繊維、ゴム、紙パル
プ、ガラス、石油、電力、ガス、セメントなどの労働
者を組織する国際産業別組織。115カ国、355
組織、2,000万人が加盟。

◦IMF（国際金属労連）
航空宇宙、自動車、電機・電子、工作機械、造
船、鉄鋼・非鉄などにおける労働者を組織する
国際産業別組織。100カ国、200組織、2,500万
人が加盟。

2.3 結成に至る２つの主な目的1）

　それぞれのＧＵＦで活動を続けて来た３つの組
織が、それまでの歴史や運動の違いを乗り越えて
一つの組織に結集する目的として、次の２つが主
なものであったのではないかと考えられる

◦ グローバル経済化を背景とした労働組合の国
際的結集
　グローバル経済化が進展する中、企業は国境
と産業セクターの壁を越えて変化し、さらには各
国政府間において貿易・経済・金融等の国際
的な連携が強化されてきた。このような状況を踏
まえれば、各国労働組合が、国際機関・政府・
企業に対し働く者を代表して結社の自由をはじ
めＩＬＯ中核的労働基準を確立・順守させ、良質
な雇用とディーセントワークを目指していくために
は、サプライチェーンをつなぐ、より強力な新ＧＵ
Ｆ結成が求められるとの認識が３ＧＵＦに共通し
てあったと言える。
　あわせて、このことは国によっては関係する組
合間の連携強化による国内労働運動の強化に
もつながると期待された。
　新ＧＵＦ結成によって、グローバルレベルでの
多国籍企業における労使紛争対応力を高め、
組織化を促進し、不安定労働の拡大に歯止め
をかけ、公正な働き方を促進するなど、より高い
成果を導く可能性があるということである。

◦財政力強化
　欧米先進国において、産業構造の変化や途
上国への生産拠点流出による本国の組合員
数減少に伴う組合財政の悪化、組織力、政治
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的・社会的影響力低下への対策として、産業セ
クターの枠を越えた労働組合の統合が進んでい
る実態が指摘されていた。
　たとえばドイツにおいてＩＭＦ最大加盟組織の
ＩＧメタル（ドイツ金属労組）は繊維産業の組合
を統合し、ＩＭＦとＩＴＧＬＷＦに加盟。スウェーデ
ンでは金属・化学・繊維産業の労働組合を統
合したＩＦメタルがＩＭＦ、ＩＣＥＭ、ＩＴＧＬＷＦに加
盟。北米でもＵＳＷ（全米鉄鋼労組）が製紙・ゴ
ム・化学・エネルギー関連労組を統合し、ＩＭＦ、
ＩＣＥＭに加盟。このように複数のＧＵＦに加盟
している先進国の労働組合にとっては、それに
よる財政上の負担増と組織運営上の非効率の
増大が、結果としてＧＵＦ自体の財政問題の拡
大や組織力低下へ波及しかねないとの問題意
識があったと考えられる。

2.4 結成に向けた議論と準備
　結成に向けての議論によって、産業による活動
経過や重点を置くポイントの違い、さらには国によ
る違いをかかえながらも、３ＧＵＦそれぞれのかかえ
る問題や課題への共通認識が醸成され、それを
解決するためのインダストリオールに与えられた使
命とその目標が、規約やアクション・プランという形
で表現されることとなった。
　アクション・プラン策定によって共通化した課題
意識として、多国籍企業の力に対峙して、世界レ
ベルで交渉能力のあるグローバル組織を創出し、
新たなグローバル化モデルを求めること。また各国
政府および国際機関が主導するネオリベラル主義

（新自由主義）に対抗し、国内および各国間にお
いて民主主義と社会経済的公正を基礎に「人」
を最優先する新しい経済的・社会的モデルを求
めると明記された。
　また製造業を国の経済の原動力として、さらに
は持続可能性の高い雇用を提供する産業として
振興するための強力な産業政策を提言すること。
力の結集により各国政府が適正な賃金・労働条
件、社会的保護、適切な訓練・技能開発と評価、
機会均等および安全衛生に基づき、常に労働者
の権利と環境への責務を尊重する雇用創出策を
採用するよう要求していくとされた。

　そして今日の経済体制がもたらす不平等と高水
準の失業・貧困と闘うとともに、平等、民主主義お
よび社会経済的公正のために力を結集し、よりよ
い世界への希望をもたらす統一勢力になると宣言
された。
　しかしながら、対立のポイントもあり、結成までに
は解決を見なかったものもある。意思決定機関の
あり方や、組合費も含めた財政問題、ジェンダー問
題などが主なものとしてあげることが出来る。特に、
意思決定機関である執行委員定数については結
成大会当日まで結論が持ち越された項目である。
民主的で実質的な論議を通して意思決定するた
めに、加えて財政負担軽減の観点から執行委員
定数は、ＩＭＦが25名であることから、IMFは40名
の案で意見集約を行ったものの、ＩＣＥＭは多様な
意見の集約を求め大幅な定数増を主張した。結
果は執行委員定数40名を規約に明記するもの
の、次回大会までの４年間は60名とすることで決
着した。
　このように、様々解決すべき課題は残しているも
のの、最大の共通認識である３つのGUFが一つ
になり力を発揮するという目標を最優先すべく、ま
ずは、一つの組織になることに重要点を置き、残さ
れた課題は時間をかけて論議解決するという決
断を行った。

2.5 結成大会
　2012年6月19、20日、デンマーク・コペンハーゲ
ンのベラ・センターにおいて、結集する３つのGUF
の解 散 大 会と、新たに誕 生するIndustriALL 
Global Unionの結成大会が行なわれた。
　当日は、最後まで議論の解決が見られなかった
執行委員定数の問題で強硬的な行動が見られ
た部分はあったものの、執行部が提案した案件に
ついて、すべて可決がなされた。なお、大会には、
野田日本国首相（当時）をはじめ、世界各国の各
界代表からビデオメッセージの形で祝意が述べら
れ、華やかな中にも、ものづくりGUFにふさわしい
質実剛健な大会となった。
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　大会において確認し、現在活動している主な内
容を紹介する。

3.1 アクション・プラン
　結成大会で確認したアクション・プランにおいて、
その基本的な考え方は「自らの力と最高の伝統を
結集し、多国籍企業（MNC）の力に対峙して世界
レベルで交渉する能力のあるグローバル組織を創
出する」「各国政府および国際機関が主導するネ
オリベラル主義に対抗し、国内ならびに各国間に
おいて、民主主義と社会経済的公正を基礎に人
を最優先する新しい経済的・社会的モデルを求
めて闘う」などとしている。この考え方にもとづき、
インダストリオールに与えられた使命を果たすため
に、10項目の主要目標に向かって努力するとして
いる。その項目は以下のとおりである。
◦より強力な組合の構築
◦組織化と組合員数の増加
◦労働組合権を求める闘い
◦不安定労働との闘い
◦ グローバル資本に立ち向かうための組合の力

の強化
◦産業政策と持続可能性の促進
◦社会的公正とグローバル化
◦権利平等と女性の参加
◦安全な職場
◦民主主義と包括性
　さらに、2013年12月の執行委員会において、
2016年 世 界 大 会に向けた中 間 年としてのレ
ビューを行い、「多くの目標があるため、戦略的方
向性や焦点が曖昧になっている。目標を絞り込ん
で焦点を当て、インダストリオール全体に及ぶ戦略
計画プロセスを通して目標を達成する方法を考え
るべき」との考えから、「2016 年までのインダストリ
オールの目標と基本戦略」を作成し確認した。こ
れは、結成大会で確認した10項目の目標にもとづ
いて、2016年までに取り組む活動として、5つの目
標と16の基本戦略に焦点をあて整理したものであ
る。具体的には次のとおりである。

1. 全世界における組合の力の構築
　1.1.  すべての活動・産業で組織化と成長に

焦点を当てる。
　1.2.  強力かつ持続可能で民主的・代表的

な独立労働組合の発展を支援する。
　1.3. 労働者・組合間の団結を強化する。
2. グローバル資本への対抗
　2.1.  企業に影響を及ぼすグローバル・キャン

ペーンを実施する。
　2.2.  世界統治機関で労働者の強力な代弁

者となる。
　2.3.  多国籍企業からの承認および多国籍

企業とのグローバルレベル交渉を要求
する。

3. 労働者の権利の擁護
　3.1.  労働者の権利が攻撃された場合はい

つでも反対運動をする。
　3.2.  標的国で生活賃金戦略を立案・実施

する。
　3.3. 安全で健康的な職場を生み出す。
　3.4. 女性の参画とリーダシップを強化する。
4. 不安定雇用との闘い
　4.1.  不安定雇用に反対して加盟組織による

共同行動を起こす。
　4.2. 不安定雇用の利用を制限する。
　4.3. 不安定労働者の労働権を確保する。
5. 持続可能な産業関連雇用の確保
　5.1.  産業政策の立案・実施の具体的な形

や目的に影響を及ぼす。
　5.2.  持続可能な産業政策について加盟組

織の共通見解を確立する。
　5.3.  持続可能な産業開発に関する独自の

ビジョンを立案・実施する加盟組織の
能力を強化する。

3.2 産業別部会の活動
　国際産業別労働組合組織を標榜するインダスト
リオールとして、産業別の活動はその主たる活動
と言っても過言ではない。産業領域を航空宇宙、
自動車、エネルギー、ICT・電機・電子、繊維・皮
革・被服などの１５分野に分類し、それぞれに産業

3. インダストリオール・グローバルユニオンの活動
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別部会を設置している。
　各産業別部会には、世界会議、運営委員会な
どの会議を配置しており、部会の代表として部会
長を選出することとしている。各種会議を通じて、
産業分野の固有の課題、グローバルな課題に対
する産業としての対応方法、などについて情報共
有を行うとともに、経済の原動力としての各産業
を、さらに持続可能性の高い雇用を創出する産業
として活性化するため、強力な産業政策提言を行
うこととしている。
　日本が関連している主な部会について見てみる
と、造船・船舶解撤部会は、2014年11月に世界
会議を長崎県佐世保市で開催し、労働組合ネット
ワークの構築と連帯の強化などを論議し、加えて、
部会長に基幹労連の工藤委員長を選出してい
る。また、ICT電機・電子部会は、電機連合の有
野中央執行委員長が部会長を務めており、2015
年6月にマレーシア共和国での世界会議開催を予
定している。また、繊維衣料皮革部会では、UAゼ
ンセンが活動の中心的役割を担っており、エネル
ギーや化学・製薬、ゴム、紙・パルプの部会におい
ては、インダストリオール・JAFが中心的役割を担っ
ている。

3.3 地域における活動
　地域に根ざした、産業横断的な活動を行うた
め、アジア太平洋地域など全世界を６つの地域に
分け活動している。
　我々日本の属するアジア太平洋地域を例に活
動を紹介する。
　活動の拠点となる地域事務所は、シンガポール
とインド・ニューデリーにあり、それぞれに事務所長
を初め、職員を配置している。地域の活動の内容
は、年に２回開催されるアジア太平洋地域執行委
員会で議論される。この地域における日本の立場
は重要であり、アジア太平洋地域議長は、現在、
金属労協の相原議長が務めている。
　2014年5月にタイ・バンコクで初めてのアジア太
平洋地域大会を開催した。大会では、先に述べ
た、フォーカスされた５つの基本戦略にもとづいて、
その実現に向けた議論を行い、2016年の第２回
世界大会に向けて、地域における７つの優先課題

を確認した。すなわち、
◦組合の力の構築と組織化努力の拡大
◦ GFA、組合ネットワーク、共同行動の強化を含

んだグローバル資本への対応
◦労働者の権利擁護
◦不安定雇用との闘い
◦持続可能な産業関連雇用の確保
◦女性の参画とリーダシップの強化
◦ インダストリオールの組織構造が、各組織、地域

の多様性を真に代表する
である。
　この地域が、全世界の製造拠点として位置づけ
られることは、揺るがざるものであるが、一方、2013
年のバングラデシュ、ラナ・プラザのビル倒壊事故
による1,000人を超える労働者の死亡事故をはじ
めとする劣悪な労働環境や、労使関係の脆弱さ
に起因すると思われるストライキやロックアウトなど
絶えることのない労働争議など、抱える課題も山積
している。さらには、2015年末には、ASEAN経済
統合を控え、働く環境にさらなる変化が訪れること
も懸念されている。国の枠を超え、このアジア太平
洋地域で連帯することが、さらに大きな意味を持つ
ことになるであろうと考えられる。

3.4 産業横断的活動
　規約により、女性労働者および事務技術職労
働者のための部会を設置するとしている。
◦女性委員会
　 　女性の地位向上と労働組合活動への参画

推進をめざして委員会が設置されている。具体
的活動は未だ手探りの状態ではあるが、地域で
の活動もようやく始動しはじめており、2015年9
月にウィーンでの開催が予定されている世界女
性会議に向けて、活動の準備が進んでいる。

　 　一方、女性参画比率については、先行して
議論されており、現状の30％の参画比率を40％
に引き上げる規約改訂を2016年世界大会にお
いて実現しようという動きが、中南米・カリブ海、
サハラ以南アフリカなどの地域を中心にあり、ア
ジア太平洋地域においても、バンコクにおける
地域大会で決議されている。

◦事務技術職労働者
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　 　マニュアルによらない労働者（Non-manual 
workers）を対象として、個別の活動を行って
いる。産業の進化にしたがって、雇用の形態も
変化しており、いわゆる事務技術職の数は増え
る傾向にあるとともに、労働組合へのより積極
的な参画も求められている。これらの労働者を
対象とした組織化や労働条件の向上に取り組
むとしている。

3.5 グローバル枠組み協定（ＧＦＡ）への取り組み
　多国籍企業における労働者の権利を守るこ
とを目的として、グローバル枠組み協定（Global 
Framework Agreement：GFA）の締結を推進し
ている。そのために、各地域の代表で構成する作
業部会を設置し、2014年12月チュニジア・チュニ
スで行われた作業部会において「GFAガイドライ
ン」を策定した。
　インダストリオールでは、旧GUFの時からも含め、
４３の企業とGFAを結んでいるが、現在、策定した
「GFAガイドライン」に従って締結の内容を精査・
確認しているところである。
　なお、日本においては、ミズノが唯一のGFA締
結組織となっており、残念ながらその他の組織へ

の締結拡大にはつながっていない。特に金属産
業においては締結の前例がないため、金属労協と
して、まずは労働組合が国をまたがってネットワーク
を作るところから始めるという方針にもとづいて活
動しているところである。

3.6 日本独自の活動
　アジア地域における日本の責任という観点か
ら、旧GUFを主体とする活動を行っている。
　UAゼンセンでは、アジアにおける繊維衣料部門
の労働組合への支援活動に力を入れており、ビ
ルマの民主化の進展を受けた組合結成・強化支
援、カンボジア衣料労組の組織化支援、インドネシ
ア商業労組の組織化支援などを行っている。
　金属労協では、建設的な労使関係を構築する
ために、国内でのセミナーを年２回開催するととも
に、海外に進出している日系企業の労使を主な対
象として、労使ワークショップ（年２回、タイ・バンコ
ク、インドネシア・ジャカルタ）を開催している。
　また、いずれの組織においても、中華人民共和
国や大韓民国、中華民国など関係性の深い近隣
国における労働組合と２国の定期交流を行ってい
る。

4. 今後の課題について（２０１６年世界大会に向けて）2）

4.1 インダストリオールの課題
　第２回世界大会が開催される2016年までは、
組織統合の移行期間として、組織運営や会費な
どが「政治的合意」で決められているが、第２回世
界大会では、統一した加盟費、執行委員の暫定
60名からの40名への削減、女性参画の更なる推
進など、規約の討議と改定が予定されている。主
な課題としては、次のものがあげられる。
◦財政問題
　 　インダストリオールの財政は、2013年末にＩＴＧ

ＬＷＦが正式に解散して、2014年度からインダ
ストリオールの会計に組み込まれた。これによっ
て、2014年度で初めて組織の財政状況が明ら
かになる。財政委員会では、今後インダストリオー
ルの活動を担保するためには年間1500万スイ

スフランの加盟費収入が必要だとの報告が行
われている。2016年までは、旧３ＧＵＦがそれぞ
れの加盟費を納める事で合意されている。旧
3GUFの加盟費は、最も低い旧IMFの１人当た
り1.1CHF（スイスフラン）に対して、他の２組織
は２～３倍の加盟費を現状納入している。新加
盟費の設定に向けて、全加盟組織から加盟費
徴収を徹底させること、組織機構の簡素化、活
動の効率化等に焦点をあて、アクション・プラン
の実行やキャンペーン遂行等の必要な活動費
を如何に担保できるか、重要な議論が展開され
て行くであろう。また、加盟組織にとって、スイス・
フラン為替相場の変動が大きな負担となって
なっており、ここ数ケ月のスイス・フラン高騰がそ
れに拍車をかけている。これらの問題の解決策
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も今後議論されるべき課題である。
◦女性参画
　 　ラテンアメリカ・カリブ海地域の加盟組織や

オーストラリアの加盟組織を中心に、更なる参
画の推進と規約の改訂が提案されている。しか
し、現実には、多くの加盟組織で現行の女性
参画30％さえも達成されていない状況であり、
規約改訂は時期尚早との意見も欧米の組織か
ら出されている。加盟組織の女性参画の実態
調査、評価を経たうえでの議論が期待されてい
る。

◦執行委員定数
　 　執行委員数は結成大会で40名と規約で制

定され、2016年までは移行措置として60名とす
ると確認されたにも関わらず、ラテンアメリカ・カ
リブ海地域からは執行委員数を60名とすると
の規約改訂決議が地域大会で採択されたこと
は、大きな懸念材料である。民主的で活発な議
論が出来る執行委員数、公平な執行委員の割
り当て、財政面での効率的な運営など、2016
年の第２回世界大会に向けて、新執行部体制
についても重要な課題となっている。

4.2　日本国内加盟組織の課題
　インダストリオールの規約では、国別協議会を設
置できるとしている。
　現状のインダストリオールの日本加盟組織は、金
属労協、ＵＡゼンセン、インダストリオール・ＪＡＦの３
組織である。
　2012年の組織統合以降、定期的に３組織の
事務局連絡会議や代表者懇談会を通じて情報
交換を行っている。また、事務局作業の共通化を
目的に、３組織の事務局が交代で同じ場所で勤
務をし、情報交換等を行うという実験的な取り組
みも実施しており、国際窓口統一に向けた取り組み
を行っている。既に、インダストリオール国際会議での
日本発言の事前調整、インダスオリオール関連の翻
訳の分担による経費削減など、成果を上げている。
　アジア太平洋地域においても、国別協議会の
設置が進行してきており、日本でも第２回世界大会
に向けて、更に一歩踏み込んだ取り組みが求めら
れている。日本加盟組織は活動の形態が大きく異な
るといった背景もあるが、インダストリオール結成の意
義や、その成果を確実なものにするためにも、また、日
本の影響力、発言力を強化する観点からも、日本協
議会設置に向けた準備を急がなければならない。

5. 終わりに

　2016年10月のインダストリオール世界大会に向
けて、結成時に積み残したとも言える課題の解決
への動きが始動し始めている。運動の方向性や
密度、文化や価値観、地域の広がり度合いなど、
運動をまとめていくことには幾多の障害が待ち構
えていると言っても過言ではない。これを乗り越え
るためには、違いを許容しあう、多様性を許容する

組織づくりが鍵となるのではないかと思う。また、目
前の課題解決に奔走するばかりに、本来我々は
何のためにここに結集しているのかという本質を
見失ってしまうのではないかと危惧するところでも
ある。我々はこの組織に何を求めているのか、与えら
れた時間は決して多くはないが、腹を据えた論議
を行なわなければならないと強く思うところである。
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