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　今号の「Int’lecowk」を通してのテーマが「国
際産業別組織の活動」であり、国際労働組合総
連合（ＩＴＵＣ）と連携するグローバル・ユニオン・
フェデレーション（ＧＵＦ）に極力関連づけながら、
国際労働運動全体の課題と対応について、政策
提言、権利の保護、貿易投資への労働基準の導
入、の3つの視点から論じていく。
　まず、ボックス1「国際労働運動の組織」をご覧
いただきたい。連合は、国際労働組合総連合（ＩＴ
ＵＣ）とその地域組織であるＩＴＵＣ―ＡＰ、そしてＯ
ＥＣＤ労働組合諮問委員会（ＴＵＡＣ）に加盟して
いる。連合の構成組織のほとんどは、それぞれ1つ
ないし複数の国際産業別労働組合組織（ＧＵＦ。

単体の組織ではなく９組織の総称）に加盟する。Ｉ
ＴＵＣ、ＩＴＵＣ−ＡＰ、ＴＵＡＣ、ＧＵＦは、組織間の
連携を維持・強化するためグローバル・ユニオンズ
という協議体を構成する。本稿では、特にことわり
のない限り、「国際労働運動」はグローバル・ユニ
オンズをさすこととする。
　なお、ＧＵＦとＩＴＵＣを含めた国際労働運動
の全 体 像の詳 細については小 島（2004年）と
Mustill（2013年）を、最初の国際労働団体であ
る国際労働者協会（第１インターナショナル）の結
成（1864年）から2000年代初頭までの国際労働
運動については、堀田（2002年）およびRütters

（2001年）を参照されることをお勧めしたい。

はじめに

1. 政策提言

国際労働運動の課題と対応

日本労働組合総連合会（連合）
総合国際局長　　　　　　　  吉田　昌哉

特集１

（１）�ディーセント・ワークを軸とする政策モデルへ
の転換

　1989年のベルリンの壁の崩壊、そして91年のソ
連解体を契機に、世界全体が資本主義自由経済
体制に組み込まれ、各国で新自由主義の成長モ
デルが採用されるようになった。新自由主義政策
の特徴であるマネタリズム（企業の金融化）とサプ
ライサイドにより、企業は短期的に自社の株価を上
げることを最優先とし労働を単なるコストととらえ、
政府は労働市場を弾力化する。富は一部の企業
や経済エリートに集中し、国内および国家間の格
差は拡大する。中間層が薄くなり、貧困は増加そし
て固定化する。消費は落ち込み経済は停滞する。

社会は不安定化し、暴動、テロが頻発する。そし
て、2008年秋のリーマンショックに端を発する世界
同時不況により、新自由主義モデルの失敗が決
定的になった。
　国際労働運動は一貫して新自由主義に対峙
し、ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい
仕事）の創出、国際労働基準、特に中核的労働
基準ⅰ）の批准・適用の促進、社会保障制度の整
備、国際金融システムの効果的な規制などを訴え
てきた。
　グローバリゼーションの社会的側面を強化してい
く政策を実現するため、各国のナショナルセンター
が当該国政府と協議することはもちろんのことだ
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が、国際労働運動は、国際秩序の形成、貿易・投
資の拡大、金融政策、開発政策などを担うそれぞ
れの国際機関や政府間会合への働きかけを行っ
てきた。次に、Ｇ７（８）・Ｇ２０、国際金融機関、ＯＥ
ＣＤへの取り組みを紹介する。その他にも、国際
労働運動はアジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）、ア
ジア欧州会合（ＡＳＥＭ）、世界貿易機関（ＷＴＯ）
あるいは気候変動枠組条約（ＵＮＦＣＣ）などへの
働きかけを定期的に行っていることを付しておく。
　

（２）Ｇ７（８）・Ｇ２０への働きかけ
　Ｇ７（８）については、1977年に第3回のロンド
ンＧ７サミット（首脳会議）でキャラハン（当時）首相

（労働党）と7カ国のナショナルセンターと欧州労連
（ＥＴＵＣ）のトップが非公式協議を行った。以降、
いくつかの例外はあったが、ＴＵＡＣがコーディネー
ターとなり、サミット主催国の首脳（大統領または
首相）と非公式協議を行ってきた。2008年にＧ２０
サミットが始まって以降は、ＩＴＵＣおよびＴＵＡＣが
中心となり、20カ国ナショナルセンター等でレーバー
２０（Ｌ２０）を構成し、Ｇ２０主催国およびその他の

Ｇ２０諸国の首脳との協議を行ってきた。
　ピッツバーグＧ２０サミット（2009年）の首脳声明
には、「雇用と社会的包摂が，成長と信頼を回復
するための我々の行動及び政策の中心でなけれ
ばならない」と、５パラグラフにわたって、中核的労
働基準の遵守、より包摂的な労働市場、社会保
障整備等に関する政府の責任などが取り上げら
れし、以降のサミットでは新自由主義に代わる政
策としてディーセント・ワークを中心とした政策への
転換が議論されている。また、2011年のＧ２０カン
ヌサミットでは、Ｌ２０とビジネス２０（Ｂ２０）と共同で
Ｇ２０への要請を行い、非公式ではあるがＬとＢが
重要なパートナーとしてＧ２０の組み込まれることと
なった。
　2014年11月のブリスベンＧ２０サミットでは、主催
国オーストラリアのアボット首相との会談は実現でき
なかったが（ホッキー財務大臣およびアベッツ雇用
大臣と会談）、ドイツ、ロシア、スペイン、ＥＵの首脳と
それぞれ個別の会談が持たれ、Ｌ２０主催のシン
ポジウムにＩＭＦ、世銀およびＯＥＣＤのトップが出席
している。
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（３）国際金融機関との協議
　国際通貨基金（ＩＭＦ）と世界銀行については、
ＩＴＵＣとＧＵＦが2002年にこれら2つの国際金融
機関と締結した議定書にのっとり、2年ごとにハイ
レベルの協議を行っている。このハイレベル協議
には、ＩＭＦ専務理事および世界銀行総裁と、ＩＴ
ＵＣ書記長、ＴＵＡＣ事務局長、そして主要国ナ
ショナルセンターのトップ等が参加する。また、ＩＭ
Ｆ・世銀の本部が置かれているアメリカのワシントン
ＤＣには、グローバル・ユニオンズの事務所があり、
通常から様々な場面でコンタクトをとっている。
　国際建設林産労組連盟（ＩＦＢＷＷ、ＢＷＩの前
身）は、世界銀行グループの国際金融公社（ＩＦ
Ｃ）が融資する企業がハイチとドミニカ共和国の建
設プロジェクトにおいて結社の自由を侵害している
ことを指摘していた。2003年、ＩＦＣのセーフガード
政策（融資要件）に「ＩＬＯの中核的労働基準の
遵守」を盛り込まれることとなり、ＩＦＣは当該企業
への融資をいったん停止し、事態の改善が確認
されてから融資の支払いを行っている。現在、世
界銀行のセーフガード政策の見直しが行われてい
る。現行のセーフガード政策には「中核的労働遵
守条項」が含まれていないが、国際労働運動は「Ｉ
ＦＣでもやっていることだから」と世界銀行に働き
かけているところである。
　

（４）ＯＥＣＤの政策転換
　ＴＵＡＣは、1948年に、ＯＥＣＤの前身である欧
州復興機構（ＯＥＥＣ）が行うマーシャルプランおよ
びヨーロッパ復興計画の中でヨーロッパの労働組
合に重要な役割を果たさせる目的で設立された。
1962年のＯＥＣＤ設立時には、閣僚理事会がＴＵ
ＡＣの諮問的な立場を確認している。
　ＯＥＣＤのこれまでの主張は「経済が拡大すれ

ば自動的に社会全体の所得が引きあがる。少々
の格差には目をつぶれ。成功者の足を引っ張る
な」というものであり、新自由主義的な経済・社会
政策を推進してきた。1994年に発表した「雇用戦
略」は、賃金の弾力化、労働者保護制度の緩和
等、労働市場をより柔軟にする政策を提唱した。
それに対しＴＵＡＣは「必要なのは労働市場の柔
軟性ではなく、労働者の適応性である」と主張して
いるⅱ）。｢雇用戦略」は、日本においては日経連が
翌年に発表した「雇用ポートフォリオ」に大きな影響
を与えたことは言うまでもなく、現在世界中で社会
問題化している非正規労働者の拡大、ワーキング
プアの増大の元凶にもなっている。
　リーマンショック以降、ＯＥＣＤは大胆な政策転換
をはかってきた。そのキーワードとなるのが「包摂的
成長」である。一部の大企業や富裕層の富が拡
大すれば、時間差はあるが富が自動的に貧困層
や地方にもしたたり落ちるというトリクルダウン仮説
に基づく政策ではなく、働くことを通じて誰もが社
会に包摂されることで成長を促していくということ
だ。グリアＯＥＣＤ事務総長は、格差に関する報告
書の序文で「成長の利益が自動的に貧困層にトリ
クルダウン仮説は吹き飛ばされた。格差是正の最
も望ましい対策は、雇用を通してのみ実現しうる」
と主張しているⅲ）。現在、ＯＥＣＤが主要プロジェク
トと位置づけている「経済的課題に対する新たな
アプローチ」（ＮＡＥＣ）は、中間報告で「雇用を中
心とした成長が政策の重要優先課題」と主張し、
今年の閣僚理事会（6月）に最終報告が提出される。
　ＯＥＣＤの政策転換の引き金になったのはリーマ
ンショックであることは否定しないが、ＴＵＡＣが会
議や日常のコンタクトにおいて絶えず労働組合が
掲げる政策をＯＥＣＤに主張し続けた結果であるこ
ともまた事実である。

（１）国際社会におけるＩＬＯの地位　
　前項で議論した政策提言、あるいは使用者との
団体交渉など、労働組合が行なう活動はすべて
労働者に与えられた権利を基盤としている。ここで

は、労働者の権利がどのように保護されているか
についてみていく。
　権利は通常、社会倫理や法律によって保護さ
れる。国際労働法を制定するのが国際労働機

2. 権利の保護
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関（ＩＬＯ）である。ＩＬＯはベルサイユ条約第13篇
「労働」に基づき1919年に設立された、いわば
国際労働運動から誕生した機関といえる。ＩＬＯは
国連システムの中で、三者構成主義をとる唯一の
機関である。
　以前、国際労働運動の国連システムへの影響
力行使はＩＬＯの中だけに限定されていた。筆者
は、1991年から97年までＩＬＯの事務局で勤務し、
その後は連合の立場でＩＬＯの様々な会議に出席
してきた。そして、2001年から05年までは、ＩＴＵＣ
の前身である国際自由労連（ＩＣＦＴＵ）の事務局
で、ＷＴＯやＡＰＥＣ等に対応してきた。その時実感
したのは、「ＩＬＯ以外では、だれもＩＬＯのことは気
にしない」ということである。例えば、欧州委員会の
貿易の担当者に中核的労働基準について話をす
ると、「その話は、ＩＬＯでやるべきだ。雇用の担当
者に話してほしい」と言われる。同じ政府でも、ＩＬ
Ｏの会議に来る人間と、貿易・投資の拡大を担当
する人間との間で政策が一貫していない。ソマビア

（当時）ＩＬＯ事務局長は、2000年代初めに連合
幹部との会談で「（左手を頭の上のレベルに持っ
てきて）ＷＴＯの地位はこれ位です。（右手を臍の
レベルに持ってきて）ＩＬＯは今これくらいですが、
せめて（その右手を顎のレベルに持ってきて）この
辺まで上げていく必要がある」と述べていた。しか
し、リーマンショック後は、ディーセント・ワークが政策
の中心となり、Ｇ２０の首脳声明にも「ＩＬＯ」が頻
繁に出てくるように、国際政策の議論においてＩＬ
Ｏの雇用や社会保障に関する専門性がこれまで
以上に重要視されるようになった。
　
（２）中核的労働基準
　ＩＬＯはこれまで、189の条約、203の勧告、6の
議定書というかたちで国際労働基準を制定してき
た。その中で、結社の自由と団体交渉権の保護、
強制労働の廃止、児童労働の撲滅、差別の撤廃
の4分野に関する基準を中核的労働基準と定義
している。
　1998年の総会では、「労働における基本的原
則と権利に関するILO宣言」が採択された。「宣
言」は、批准の是非にかかわらず、すべての加盟
国が経済や社会の発展度合いに関係なく「遵

守、促進、実現」すべき中核的労働基準を規定し
た。これにより、中核的労働基準は、途上国の低
い賃金や環境基準による比較優位を否定するも
のではなく、強制労働廃止等の人権的労働権と、
水準を決めるための枠組みである団体交渉といっ
たメタライト（権利へのアクセス権）を規定するもの
であることが明確になった。企業にとっては、いか
なる国で操業していようとも、これだけは守ってい
かなくてはならない、グローバル市場に参加するた
めの最低ルールであり、後述する貿易・投資に関
する協定等に盛り込まれることとなった。
　中でも、「結社の自由及び団結権保護」（1948
年、第87号条約）と「団結権及び団体交渉権」

（1949年、第98号条約）は国際労働基準の根
幹をなすものと位置づけられている。これら二つの
条約は国際労働団体とアメリカの労働組合が共
同で提案した決議がもととなって条約化されてい
る。国際労働基準はＩＬＯ総会で採択されるが、総
会の議題を決定するのは理事会である。また、多く
の基準はＩＬＯの部門（産業）別委員会から提案さ
れている。これらの会議体はすべて三者構成であ
り、国際労働運動はどのような基準を総会議題と
するのか、そして策定・採択のプロセスにおいても
大きな影響を有する。
　
（３）ＩＬＯの監視機構
　ＩＬＯの国際労働基準は、その他の国際法には
ない特徴を持っている。前述したように、策定プロ
セスに労働組合が政府および使用者と対等かつ
積極的な役割を担っていること、そしてその実施に
関して独自の監視手続きを持っていることである。
　ＩＬＯの監視手続きの中心となるのが、条約勧
告適用専門家委員会と総会基準適用委員会（Ｃ
ＡＳ）の二重構造である。世界の優れた法律家よ
り構成される専門家委員会は、各国の政府が提
出した定期報告書を審査し、国際労働基準に適
合しているか否かを判断する。専門家委員会のメ
ンバーは、個人的資格によって任命されており、
独立性、公平性、客観性の三原則を旨として審理
に臨むことになっている。ＣＡＳでは、政労使の代
表が専門家委員会の報告を基に国際労働基準
の適用状況を議論する。そして、専門家委員会に
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条約実施上の問題があると指摘された国のうちか
ら、特に重大な侵害や違反がある国がリストアップ
され個別審議が行われる。ＣＡＳの日程の大半は
この個別審議にあてられる。毎年、２５件程度が
個別審議されるが、そのリストの素案はＩＴＵＣで作
成し、使用者グループと交渉・合意する。「重大な
違反をしている」と指摘された政府の説明を受け、
他の国の政府及び労使が議論し、最終的には当
該政府に対する勧告が政労使の結論としてまとめ
られる。
　専門家委員会とＣＡＳの審議は1回で終わるわ
けではなく、政府が改善を約束したにもかかわら
ず進展が見られない場合、また政府が専門家委
員会の意見やＣＡＳの合意自体を受け入れない
場合は、政府への報告要請と審査が繰り返し行
われる。このような過程は時間がかかるかもしれな
い。しかし、時間をかけて専門家の所見を裏付け
に政労使三者で合意したことだけに、当該国政府
の行動に一定の拘束力をもち、労働基準の促進
に大きく貢献してきた。
　その例が、ミャンマーの強制労働（1939年、第
29号条約）である。専門家委員会は、国際労働運
動の情報提供を受け、1960年代半ばからビルマ
政府が道路などのインフラストラクチャーの整備に
使用してきた強制労働を指摘し、ＣＡＳは繰り返し
法改正及びその執行体制の強化等を勧告してき
た。その間、ＩＣＦＴＵはＩＬＯ事務局に意見を送り
続けた。しかし、ビルマ政府はそのような勧告には
一向に耳を傾けなかった。その結果、ＩＬＯは2000
年に憲章第33条に基づく「制裁措置」を初めて
発動し、すべての加盟国に対して投資や貿易も含
めてミャンマーとの関係を見直すことを要請した。
この措置は、強制労働の改善だけではなく、その
後のミャンマーの民主化に大きく貢献した。
　
（４）使用者グループの攻撃
　いま、ＩＬＯの場で労働者の権利が攻撃を受け
ている。2012年のＩＬＯ総会で使用者側が「87号
条約はスト権を容認していない。専門家委員会は
条約を解釈する権限はない」と反発し、労使間で
個別審議リストが合意できず、一切の個別審議が
行われなかった。13年のＩＬＯ総会では、使用者

側が、ＣＡＳで扱った個別審議のうち87号関連の
すべての案件の結論に「使用者側は87号条約が
スト権を認めるということに賛成しておらず、本委
員会はスト権について意見を述べるものではない」
との文言を挿入することを主張し、労働側は「本
年限り」と受け入れた。そして、14年の総会では、
個別審議リストが合意された後に、使用者グルー
プはスト権を直接的に扱った87号の3件につい
て、13年と同じ文言を挿入することを要求してき
た。労働者グループはいくつかの妥協案を提示し
たが、使用者グループはそれをことごとく拒否。そ
の結果、ダブルフットノート（専門家委員会が今総
会に詳細情報を提供するよう要請した案件）の6
件を除く19件についてはＣＡＳとしての結論を採
択できなかった。
　スト権に関する専門家委員会の所見は「スト権
は87号条約によって保護されている結社の権利
に内在する当然の結論である」というものであるⅳ）。
憲章上条約解釈についての最終的判断は、国際
司法裁判所（ＩＣＪ）に属する（37条の1）。専門家
委員会は、確かに憲章上の地位はないが、その解
釈や所見は判例法的にみて国際労働基準の一
部を形成するものである。ＩＬＯは一度だけＩＣＪに
条約の解釈をゆだねたことがあるがⅴ）、1926年に
専門家委員会が設置されて以降は、政労使とも
にその権限や解釈に挑戦することはなかった。ＩＣ
Ｊに条約の解釈を付託することは専門家委員会
の権限を低減することになり、そしてＩＬＯの三者
構成主義の限界を露呈するものである。しかし、一
方で使用者グループの攻撃が継続し今年（2015
年）の総会でもＣＡＳでの通常の審議が再開でき
なければ、ＩＬＯの監視手続き、ひいてはＩＬＯその
もの地位をおとしめることになりかねない。
　ＩＴＵＣは、後者のリスクの方が大きいと判断し、
2013年10月には「ＩＣＪ」を検討することを決議し
た。2014年総会での使用者グループの攻撃の継
続を受けて、同年11月の理事会で採決にまで持
ち込む方針であったが、結論（採決）は今年3月の
理事会に持ち越された。それまでに使用者グルー
プが歩み寄りの姿勢を見せるのか、90年近くにわ
たる禁じ手である「ＩＣＪ付託」となるのか、ＩＬＯは
今大きな岐路に立っている。
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（１）貿易ルールに労働条項
　ＩＬＯの憲章の前文には「いずれかの国が人
道的な労働条件を採用しないことは、自国におけ
る労働条件の改善を希望する他の国の障害とな
る」とある。ＩＬＯ設立の背景には、ある国が国際貿
易市場に優位に立つ、あるいは海外直接投資を
誘致するために自国の労働基準を引き下げるとい
うソーシャルダンピングを防止することがあった。国
際労働運動は、国際労働基準を侵害する国に対
して通商において制裁的な取り扱い、いわゆる労
働（社会）条項を貿易・投資ルールに組み込んで
いく取り組みを続けてきた。
　アメリカをはじめとする先進工業国は、「途上国
が安い賃金によって競争力を増してくると、自国
の産業・雇用が危ない」と労働条項の実現を主
張してきた。それに対し、途上国は「賃金を含めた
労働条件を先進国並みにすることは、比較優位を
否定され市場での競争性を失う。保護主義だ」と
真っ向から反対してきた。国際労働運動において
もこの南北対立があった。しかし、前述の「ＩＬＯ新
宣言」による貿易ルールに盛り込むべき中核的労
働基準の明確化により、少なくとも国際労働運動
の中での南北対立は解消した。
　

（２）アメリカの自由貿易協定
　本来ならＷＴＯのルールに中核的労働基準の
遵守を盛り込むのがもっとも効率的であるのだが、
2001年に開始されたドーハ開発ラウンドが事実上
決裂した状態となり、日本を始め多くの政府の関
心は二国間あるいは地域の貿易協定に移行して
いった。
　2007年5月、民主党が過半数を占めるアメリカ
議会とホワイトハウス（ジョージ・Ｗ・ブッシュ大統領）
は、大統領の貿易促進権限（ＴＰＡ）を更新する
代わりに、今後すべての貿易協定に、「中核的労
働基準を国内法・慣行において施行する」という
条項を盛り込むことに合意した。
　合意を受けて、ホワイトハウスは、すでに自由貿
易協定の交渉が終了していたパナマとペルーに対
しては「中核的労働基準の施行」の同意を求め、

コロンビアとの協定については国における労働組
合指導者に対する組織的暴力を理由に見直すこ
ととした。この「労働条項」義務は、二国間協定だ
けではなく、多国間・地域協定にも適用されるもの
である。現在ＷＴＯにおいて進行（中断）中のドーハ・
ラウンドには適用されないが、それ以外の交渉では、
アメリカは中核的労働基準の実効性のある遵守
を協定に盛り込むことを主張してくることになる。
　

（３）地域貿易協定に関する取り組み
　環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ協定）は、現在
アメリカを含む12カ国の間で交渉されている。それ
に対して、連合やアメリカ労働総同盟・産業別組
合会議（ＡＦＬ−ＣＩＯ）を含む8カ国9ナショナルセ
ンターが、「ＴＰＰ協定の交渉に対する労働組合
宣言」を発信している。宣言には、中核的労働基
準の遵守、海外投資家への国内待遇の適用、公
共サービスの除外、環境保護、人の移動の除外な
ど12の要求があげられているⅵ）。
　アメリカと欧州連合（ＥＵ）との間で交渉中の環
大西洋貿易パートナーシップ（ＴＴＩＰ）についても、
ＡＦＬ−ＣＩＯと欧州労連（ＥＴＵＣ）ⅶ）が、ＴＰＰへ
の宣言と同様の内容を盛り込んだ宣言を発してい
るⅷ）。さらには、日本とＥＵとの間で交渉されている
日ＥＵ経済連携協定については、連合とＥＴＵＣと
の連携が始まっている。これらの共同行動の主体
はそれぞれの国のナショナルセンターあるいはＥＴ
ＵＣであるが、それをコーディネートまた専門的助言
を提供しているのがＩＴＵＣである。
　

（４）多国籍企業への対応
　多国籍企業に対しては、ＯＥＣＤ多国籍企業行
動指針（1976年）を活用しての国際労働運動の
取り組みが行われている。「指針」は11の章から
構成されるが、「雇用および労使関係」では、1）中
核的労働基準遵守、2）団体交渉のための情報
提供、3）労使協議の促進、4）労働条件・安全衛生
の内国民待遇、5）現地労働者の雇用・訓練、6）合
理的予告、7）反組合的事業移転・労働者移転の
禁止、8）団体交渉応諾義務、が規定されている。

3. 貿易投資への労働基準の導入
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　「指針」は、あくまでも企業に対して法的拘束力
を持たない勧告であるが、2000年の改正では、各
国政府に対して設置が義務づけられている国内
連絡窓口（ＮＣＰ）の任務が明確化された。ＮＣＰ
は、「指針」の一般的な普及・促進に努めるだけ
でなく、「指針」の実施に関連して発生する問題を
効率的かつ時宜を得た方法で解決することが求
められる。具体的には、労働組合、使用者団体、
非政府団体等が問題提起した個別案件につい
て、あっせんなどの手続きをとることとなっている。
　連合は、2014年8月、日本にあるイスラエル資本
の半導体工場の閉鎖にかかわるケースを「指針」
に違反するとして日本のＮＣＰに問題提起し、現在
あっせんの手続きが行われている。連合は、ＮＣＰ

手続きの円滑な推進と問題の早期解決に向け
て、ＴＵＡＣとイスラエル労働総同盟（ＨＩＳＴＡＤＲ
ＵＴ）と連携をとっている。
　多国籍企業に対する、労働組合の主体的な取
り組みとして、「グローバル枠組み協定」（ＧＦＡ）
がある。ＧＦＡは、多国籍企業がＧＵＦおよび国内
労働組合と締結する協定で、中核的労働基準の
遵守など対するコミットメントを自ら宣言するだけで
はなく、途上国のサプライチェーンも含めてその遵
守を労働組合とともに監視・推進することを規定
している。１３９社（日本では高島屋、ミズノ、イオン）
が署名している。ＧＦＡを含めて、多国籍企業に対
する取り組みの詳細については、おそらく今号の
別の論文で取り扱われることと思う。

最　後　に

　「グローバリゼーションの社会的側面」という言
葉がある。グローバリゼーションが加速するプロセス
と並行して世界を跋扈したのが新自由主義であ
る。国際労働運動は、新自由主義に真っ向から反
対し、あらゆる場面で質の高い雇用の創出、社会
保障の強化、社会対話の促進など社会的側面を
強調してきた。しかし、政策には波あるいは時代の
傾向があることは否めない。たとえば手厚い社会
保障と国営企業の低効率性にあえいでいたイギリ
スでは、サッチャー首相が登場しサッチャリズムを推
進したように、新自由主義政策にしても時代の国民

の期待であり政府の英知であったのかもしれない。
　もしそうであれば、包摂や平等を理念とする労
働組合の対極には、たえず効率や競争を理念
とする勢力がある。振れ続ける振り子を、少しでも
「包摂・平等」に誘導し、「効率・競争」に振れる
ときにはその緩衝材となる、それこそが国際労働
運動の使命であると考える。グローバリゼーションに
より、振り子は巨大となり、再び国民の期待や政
策立案者の英知のコントロールを超えるかもしれな
い。そのためにも、国際労働運動の連帯と機能を
いっそう強化していく必要がある。
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