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2015年春闘の論点—連合方針を読む—

日本女子大学名誉教授　　高木郁朗

特集１

　厚生労働省の「民間主要企業春季賃上げ要
求・妥結状況」によると、2014年の春闘における
賃上げ状況は、定期昇給込みで、全産業平均の
妥結額6711円、妥結率2.19％であった。これは前
年まで3年間にわたって続いた1.80％の水準を上
回り、またほぼ定期昇給の率とされている2.0％を
上回って、わずかながらベースアップともいえる水
準を達成したものとされる。連合の集約では、中小
企業部分まで含むために、この水準よりは低くなっ
ているが、同様の傾向を示している。
　このような状況を踏まえて、連合の7月の中央執
行委員会での「2014春季生活闘争まとめ」は、
「月例賃金要求に対して多くの組合が有額での
回答を引き出し、これまで長きにわたり一定水準に
はりついていた賃金レベルそのものを具体的に引
き上げることができた･･･、不満は残るものの、消費
の拡大を通じて内需主導の経済の好循環をはか
るという姿に向けてのスタートが切れた」とある程
度積極的に評価した。
　しかし、春闘が終了し、夏の一時金の支給がほ
ぼ完了した2014年8月の『毎月勤労調査』の数値
をみると、このような評価とはかなりの程度異なり、

むしろ深刻な賃金状況が示され、その動向は予断
を許さないものとなっている。
　同調査が示している2014年8月の事業所規模
5人以上の賃金動向では、現金給与総額は名目
レベルで、調査産業計で前年比0.9％の増加であ
る。これは、前年8月の対前年比が現金給与総額
レベルでマイナスの0.9％であったことを考慮すれ
ば、かなり大幅な改善であるとすることができる。た
だし、連合のいう月例給与にあたると考えられる所
定内給与の伸びは、0.2％にとどまり、前年比の伸
びの多くの部分は「特別に支払われた給与」、す
なわち一時金の伸び13.4％、および所定外給与
の伸び1.2％によってまかなわれている。
　より深刻なのは、実質賃金の動向である。8月の
実質賃金指数は調査産業計でマイナス3.1％、相
対的に規模の大きい規模30人以上をとってもマイ
ナス2.4％であり、家族内の就業者数が増加しない
かぎり、所得でみる世帯レベルの生活困難が進行
していることが示されている。マイナス3.1％という
数値は、消費税の上昇分を超えており、増税によ
る負担増がすべて勤労者家計の負担によってま
かなわれていることになる。

1. 予断を許さない賃金状況

2. 賃金動向の背景

　なぜこのような状況がおきているのかは、『毎月
勤労統計』の数値がある程度物語っている。もっと
も目につくことは、低賃金分野におけるよりきびし
い低賃金化が、格差の拡大というかたちでさらに
進展しているということである。現金給与総額レベ

ルで企業規模5人以上の全産業規模の現金給
与総額の伸びが0.9％であったのに対して規模30
人以上の全産業では1.6％の伸びとなっている。こ
れは賃金の低い小規模企業分野での伸びが相
対的に小さいことの現れである。また就業形態別
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の月間給与額をとってみると、一般労働者では
1.3％の上昇であるが、パートタイム労働者の場合
には0.6％のマイナスである。製造業をとってみる
と、一般労働者は3.7％の上昇であるが、パートタイ
ム労働者は0.7％のマイナスでその差はさらに拡大
する。医療･福祉の分野のように、一般労働者は
0.2％のマイナスで、パートタイム労働者の方がプラ
ス・マイナスゼロという例外もあるが、全体としての
数値はパートタイム労働者に代表される非正規労
働者の賃金が、上昇するどころか、下降しているこ
との現れである。
　産業別にみると、現金給与総額が前年比マイナ
スとなっているのは、建設業（マイナス0.4％）、運輸
業・郵便業（マイナス0.1％）、生活関連サービス業
等（マイナス1.7％）、その他のサービス業（マイナス
0.2％）の４業種である。このうち前２業種は、労働
力不足が著しく進展している分野である。そのマイ
ナスが何に起因するかは統計からは明らかではな
いが、不足する人材を相対的に低賃金の有期契
約労働者などで補充しているためであると推定で
きる。後の2業種は、全産業平均より現実の賃金
が20 ～ 25％低い低賃金業種である。業種別では
最低の賃金となっており、平均より50％以上低く

なっている飲食サービス業等で0.7％の上昇という
例外はあるが、全体としては低賃金産業における
低賃金化という傾向を示しているといえる。
　逆に、消費税の転嫁分をともかくはねかえしてい
るという意味で3％以上の相対的に高い賃金上昇
を示しているのは、鉱業・採石業等（6.3％）、複合
サービス事業（5.6％）、不動産・物品賃貸業
（4.0％）、製造業（3.4％）の5業種である。これらの
業種の労働組合の交渉力との関連は不明である
が、業種の賃金が全産業平均より10 ～ 20％高
い、相対的高賃金産業であるという点で共通して
いる。
　この両面をみるならば、企業規模の大小、正規・
非正規の区分とともに、全体として低賃金分野の
さらなる低賃金化という傾向はけっして無視しえな
いものとなっている。むろん、電気・ガス業、情報通
信業、金融保険業といった平均より30 ～ 40％高
い、相対的高賃金産業においても現金給与総額
の対前年比は1％未満にとどまっており、相対的
高賃金分野の賃上げが全体としての実質賃金の
上昇に貢献しているとはいえないが、相対的低賃
金分野が、わが国における実質的な低賃金化を
促進する役割を担っていることは明確である。

3. 連合の2015年生活闘争方針

　2014年10月17日の中央執行委員会で確認さ
れた連合の「2015春季生活闘争・基本構想」
は、「’デフレからの脱却’ と ’経済の好循環実
現’ に向けて、継続して賃金の引き上げを求めて
行く」ことを基調として、①家計消費の回復が経
済の好循環実現のため不可欠であるので、物価
上昇や経済成長と整合した賃上げをはかり、広く
社会全体の底上げ･底支え、格差の是正をはかる
ことが必要、②人材を確保することによる生産性
の向上、地域経済の活性化についての論議、③
均等・均衡処遇の実現などデイーセントワークの実
現、という３つの課題をかかげている。この課題に
対応する基本的な考え方としては、①地域相場の
波及力を高め、規模間、雇用形態間、男女間の
格差是正をはかる、このため賃金の絶対額を重視
した要求を組み立てる、②地域経済の活性化など
を実現するために公正取引や公契約条例の拡大
など、社会に向けた運動を展開する、③賃上げ要

求については生活できる賃金水準や仕事の内容
や役割などに見合う納得できる賃金水準を求め
る、④賃上げ要求を2％（定期昇給相当額と賃上
げ額を加えた要求は4％）以上とする、という４つの
柱がすえられている。また「闘争の進め方」のなかで
は「すべての労働者を対象とした闘争を展開する
ために、連合、構成組織、地方連合会は、その機能
と力量を最大限発揮すべく、重層的かつ総がかり
での共闘態勢を構築する」ことが強調されている。
　さきにみた賃金の動向からする労働者生活の
悪化についてもっと深刻な危機意識があってよい
とも考えられるが、全体的にいえば、連合の構想
は、基本的には、「社会全体の底上げ・底支え」と
いう視点のように、低賃金分野のさらなる低賃金
化という今日の状況を脱却するための方向性を示
しているといえる。しかし、同時にここでかかげられ
ている各項目ごとに春闘にかかわる大きな論点が
存在することも見落としてはならない。
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　論点の第一は前出の③項にかかわる。すなわ
ち、求める賃金水準として、｢生活できる賃金｣と
「仕事の内容や役割などに見合う納得できる賃
金」の2つが併記されている。前者は生活給型、
後者は、誤解をおそれずいえば、ジョブ型の賃金を
示しており、この文章では、生活給型とジョブ型の
関連ははっきりしない。
　生活給型の側面にかんしていえば、連合は、
2003年以降、｢連合リビングウェイジ｣を、さいたま
市を例解として、試算し、発表している。全国各都
道府県についても、さいたま市を基準とし、地域物
価によって補正した指数をもとに、単身者のリビン
グウェイジの実額が算定されている。ちなみに、
2013年の試算によれば、額で示される月例賃金
の最高は東京で17万7000円、最低は沖縄の13
万3000円である。｢連合リビングウェイジ｣は「労働
者が最低限の生活を営むのに必要な賃金水準」
を算定したもので、春季生活闘争のさい、「地域別
最低賃金審議会における金額審議の際の労働
者側の主張の根拠、あるいは企業内最低賃金を
年齢別に定める際の参考資料」であり、現に広く
活用されているとされている。
　算定の方法が示しているように、｢連合リビング
ウェイジ｣は、マーケット・バスケット方式にもとづき、
実態生計費をもとに生活に必要な品目の地域ご
との価格を積み上げて算出したものである。この
手法は、貧困研究の伝統からすれば、100年以上
の歴史をもつものである。古い手法ではあるが、賃
金をあらためて生活実態のうえに検討しようとする
点と、制度的な最低賃金と企業内の賃金のあり
方の両面において、ミニマム規制の根拠として位
置づけようとしており、この２つの点で、積極的な
意義をもっているといえる。企業内の交渉の根拠
といっても、そのミニマム規制については、社会的
水準で共通的な基準を確立しようという考え方を
含んでいる点でも積極的な意義がある。要するに
「連合リビングウェイジ｣は生活を基礎として社会的
なミニマム規制基準の確立を求めていることにな
る。
　とはいえ、｢連合リビングウェイジ｣がそのまま、す
べて適切かどうかについては検討の余地がかなり

ある。
　問題点は家族類型の設定の仕方に典型的に
現れている。｢連合リビングウェイジ｣では単身世帯
から4人世帯まで、子どもの年齢を考慮して、合計
7類型を選定している。このうち単身世帯について
は成人男子、2人以上世帯の夫婦については、
「夫が1人で働き、妻が専業主婦」、つまり男性ブ
レッドウイナー型、女性ケアギバー型を想定してい
る。このような設定の仕方は、あまりに伝統的であ
り、かつ最低賃金のような制度的なミニマム規制
にはなじまない。最低賃金のような制度的なミニマ
ム規制は、いってみれば、世帯類型や性別とは関
係がないからである。
　地域最低賃金審議会の審議の状況を聞くと、
経営者側の代表は、最低賃金は仕事面でも補
助、生活面でも補助的な就業者、その意味での
「おんな、こども、としより」を対象とするものだ、と主
張することが多い。連合側の「リビングウェイジ｣は、
総論として一人前の労働者を対象とするものであ
るという考え方を示しているが、具体論になるとそ
こから離脱してしまうという難点がみられることにな
る。
　生活実態を基礎として、最低規制の見直しを
主張するとすれば、現にもっとも生活困難をかかえ
ているグループの労働者層を基準として、論議す
べきであろう。たとえば、離別または死別して子ども
を抱えて働いている一人親、とくに女性といった姿
を想定することができる。
　もう1つの問題点がここからでてくる。かりに離別
または死別して子どもを抱える働く女性を想定し、
実態生計費を想定して、賃金の社会的なミニマム
規制を検討するという場合、｢連合リビングウェイジ
｣は基本的には、生活に必要な財・サービスをすべ
て市場から購入する、という想定にたっているが、
これは現代的ではない。保育や教育にかかわる
部分がどの程度に社会化されているかによって、
個人の所得でカバーされるべき部分が異なってく
るからである。たとえば、子育てや教育が、親の負
担をごく軽微にするような公共的な現物給付のか
たちをとるならば、所得でまかなう必要生計費は低
下し、結果として、ミニマム規制の額も低下する。

4. リビングウェイジ
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　かりに、しっかりした社会的なミニマム保障が時
給額として設定されたとしても、それだけで生活保
障が得られるわけではない。パートタイムとしてしか
働けない場合を想定すればこのことは明らかであ
ろう。保育についての現物給付がしっかり確保さ
れれば、ここで想定している一人親は、パートタイム
ではなく、フルタイムで働くことも可能となる。
　連合は、その発足以降、春季生活闘争が、賃上
げと制度政策が一体であるとしており、2004年に
は時短を加えて三位一体の方針をたてているが、
社会的なミニマム規制を発展させるうえでは、まさ
にこのような賃金、時間、制度の連携が不可欠と

なることを示している。
　生活論にもとづく連合のミニマム規制の考え方
は、大きな前進であるが、徹底されていない理由
は、ミニマム規制の対象となる労働者の当事者参
加がないためであると考えられる。｢連合リビング
ウェイジ｣には、連合加盟の主要産別の代表が参
加して論議をしたとされるのであるが、社会的なミ
ニマム規制の対象となる労働者が直接に参加し
ていない。こうした労働者の論議の場への参加の
保障は、生活基準の現代化のうえでも、春闘を全
労働者レベルに広げていく上でも貢献することは
まちがいがない。

　連合は、すでにみたように、2015年春季生活
闘争にあたっての賃上げ要求の基準としては、2％

（定昇込みでは4％）以上としている。もう１つ、企
業段階の賃金要求としては、企業内最低賃金協
定の締結拡大、水準の引き上げ、適用労働者の
拡大をはかることをかかげている。拡大の対象とな
るのは非正規労働者であると想定されるから、ここ
でも賃金のミニマム規制の考え方が方針上貫か
れていることになる。ただ非正規労働者にも適用さ
れるべき賃金水準がどのようなものであるかにつ
いては、「仕事内容にふさわしい水準で協定化を
行なう」としているが、前項でみてきたような生活論
とのかかわりがいかなるものであるかを含め、具体
的には示されていない。
　企業内最低賃金協定の適用労働者の拡大
は、社会的なミニマム規制を企業レベルでも定着
させる積極的な試みであるが、2004年春闘の段
階までの集約組合数ではまだごく限定的である。
　問題は要求のミニマム基準としての2％という数
値である。2％という数値は、過年度分の物価上昇
率と想定され、生活を改善する部分は含まれない
ことになるから、まさしく最低限の要求である。プラ
ス2％の定昇分は在職中の本人の賃金を引き上げ
ることはたしかであるにしても、年功賃金体系のも
とでは、定年到達者と新規採用者とでは相殺さ
れ、退職者が本人の再雇用もしくは非正規労働
者の採用をもってあてられると企業の人件費は減
少するから、社会的には生活改善には貢献しない
ことになる。その意味で2％は、まずすべての組合

員にとっての賃上げのミニマム規制としての意義
をもたなければならないことになる。
　このようにいう意味は、通常、春闘における賃上
げ妥結額あるいは率は、ある企業の組合員全員
の平均で示される場合にしても、標準労働者方式
のもとで一定の規格の労働者の賃金の標準とし
て示される場合にも、伝統的に「平均」であったか
らである。この限りでは、個々の組合員がその年に
春闘の結果としていくら賃金が上昇するかはただ
ちにはわからない。とくに近年拡大している成果給
制度のもとでは、平均値が自分にどのように適用さ
れるかがますますわかりにくくなっている傾向があ
り、結果として春闘への組合員の関心を低める結
果もともなっているとみられる。
　このことは2つのことを意味する。1つはやはりこ
こでもミニマム規制を重視する必要があるというこ
とである。かりに平均3％が妥結額であるなら、ルー
ルとしてたとえば最低でも2.5％以上とするという
ルールである。上昇分の上限についても、少なくと
も春闘にかんするかぎりは、格差の拡大を防ぐとい
う視点から、ルールをもうける必要がある。このよう
な明示されたルールがあり、定昇がある場合の個
人別の賃金上昇は、［（2.5＜3.0＜3.5）＋2.0（定
昇分）（＋α−β）］（α、βは賃金制度など明示され
たルールの変更などにともなう部分）というごく簡
単な式で引き上げ率を自分で計算できる。肝要な
ことは、平均が個別に転化するときの明快なルール
の形成であり、その前提としての賃上げ分のミニマム
規制である。

5. ジョブ型賃金
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　もう1つの意味も平均が個別に転化されるときの
ルールにかかわる。最初にみたように、連合は、生
活とともに「仕事の内容や役割などに見合った納
得できる賃金水準」を求めるとしている。キイワード
は「納得できる」にあるといってよいが、それが具
体的な内容としてどのようなものであるかは、明示
されていない。必要なことは、現段階において、何
が仕事の内容や役割などに見合うのか、を明示す
るルール、すなわち賃金体系をつくることである。
　「仕事」といってもそれが何を意味するのかが
はっきりしないことが多い。仕事の種類（職務）な
のか、職務といってもどの範囲（担務）なのか。仕
事をした結果（成果）なのか、それとも労働者本人
の仕事をする能力（職能）なのか。近年では、賃金
体系は、経営者側の主導のもとに、成果、しかも短
期的な成果を基準とするあり方に変化してきた。こ
の場合、成果の測定は人事考課のかたちをとるこ
とが多く、結果的に個々の労働者の賃金が、労使
が合意した明確なルールではなく、経営者側の専
制的・恣意的な判断に委ねられている場合も少な
くない。結果として、このような成果主義がむしろ企
業業績に悪影響を与えている場合も少なくない。
　「納得できる」賃金水準の基準は、働くうえでの
能力であると考えられる。かりに能力があっても、
企業側が労働者を適切に配置しなければ、成果
は達成できないのであるから、成果を労働者の責

任として、賃金決定のルールの軸にすえるのは明
らかにまちがいである。一方、能力の伸長は、経営
者側のさまざまな施策でも影響を受けるが、なんと
いっても本人の努力が肝要である。また、能力の
伸長にはまた勤続というかたちでの時間が不可欠
である。能力と時間の要素をルール化したものが
職能給体系であった。成果を明確なルールのもと
に反映させることは部分的に不可欠であるとして
も、基軸は能力と時間となるような賃金体系を労
働組合側が提案すべき時期がきていることはまち
がいがない。
　これまで明確な賃金制度を有していない中小
企業はむろんのこと大企業分野においても、春闘
をたんに賃金額の問題としてとらえるのではなく、
賃金をめぐるルール、すなわち賃金制度のあり方
を再検討する機会として活用することが重要であ
る。このような試みが、広がるときにこそ、「連合リビ
ングウェイジ」のような試算が有益になる。
　研究者のなかでは、今日、正規・非正規の格差
を解消させるために、同一労働・同一賃金、つまり
職務にもとづくジョブ型賃金体系を基本とすべき
である、とする主張が強まっているが、かりに、不熟
練職種の賃金を、正規・非正規同一にしても、生
涯にわたって不熟練職種にとどめられるかぎり、そ
の職種での格差は解消しても、低賃金を脱出する
ことはできない。

　最初にみたように、2015年春闘のたたかい方と
しては、連合の方針は「重層的かつ総がかり」の
態勢を強調している。「総がかり」というのは、「す
べての労働者を対象とした闘争を展開するため」
の手段として提起されている。｢総がかり｣といって
も多くの労働組合が結集して、賃上げの相互波及
効果を高める、という意味だけではない。すべての
労働者を対象とするということは、連合でいえば、
春季生活闘争に結集する組合が「すべての労働
者」を対象とした統一的なテーマに、共同で取り
組むという意味をもつはずである。たとえば、2014
年の賃金最賃の全国加重平均は1時間あたり
764円であり、前年より16円の引き上げであった。
引き上げ額は前年は15円であった。最賃について
は2020年までに加重平均で1000円に引き上げる

という政労使の約束がある。この約束を実現する
ためには、毎年40円程度の引き上げを行なう必要
がある。その実現のために、すべての労働組合が、
なんらかの行動を起こす、ということが必要となろ
う。グローバル基準からみても、リビングウェイジの
視点からみても、2020年では遅きに失する現状で
は1000円基準の前倒しを総がかりで求めることも
ありえよう。都道府県レベル、市町村レベルの公契
約条例の制定のために地域的な｢総がかり｣が実
行されるといったこともそのなかに含まれよう。
　2015年春闘が、悪化する賃金状勢を逆転させ
るためにも、「官製春闘」などとよばれないために
も、連合が提起している論点を深め、社会的なミニ
マム規制と賃金をめぐるルールの確立をめざす、
新機軸をともなう論議と行動が望まれる。

6. 総がかり春闘のもつ意味


