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　経済のグローバル化が貿易の規模で語られ始
めてから半世紀、企業は海外生産・調達、グロー
バルな販売、対外連携を経て、研究・生産・情報
の複雑な国際ネットワークを確立するに至った。
巨大多国籍企業が出現し、グローバルなサプライ
チェーンが形成され、熾烈な競争が展開されるよう
になった。また、欧州連合（EU）の拡大、東南アジ
ア諸国連合（ASEAN）、南アジア地域協力連合

（SAARC）、といった地域経済圏統合の流れと
並行して、WTO、TPP、RCEP等の多国間経済
連携協定の交渉が活発化している。グローバル化
の流れを止める議論はもはや意味が無い。グロー
バル化により「底辺への競争」が激化し、強者が
ますます富むのではなく、むしろグローバル化の恩
恵が全ての人に行き渡り、貧しい国も発展途上の
国も、それぞれの発展戦略に沿って戦略産業を
強化していく方向へと、グローバル化を制御してい
かなければならない。
　労働組合にとって、経済のグローバル化は国
際労働運動の拡大・強化の必要性を意味する。
グローバル経済、グローバルな労働市場に対して
は、グローバルに連携した労働者の連帯が不可
欠である。サービス産業における強力でグローバル
な労働組合を確立することがUNIのミッションであ
る。
　UNIは、社会的側面に欠けたグローバル化の
モデルは持続不可能であり容認できない、との立
場から、「ピープル・ファースト（人間を第一に）」と
いうスローガンを掲げて、新千年紀（ニューミレニア
ム）を迎えた2000年1月1日に4つの国際産業別
労働組合が統合して結成された。統合の構想は、
デジタル化が今後大きく産業を変えるだろう、その
ために労働組合も備える必要がある、との認識か

ら出発したのである。郵便、電話をはじめとする通
信サービス労働者を束ね、PTTI（国際郵便電信
電話労連）から改称したばかりのCI（国際コミュ
ニケーション労連）、流通・金融産業労働者を組
織するFIET（国際商業事務専門職技術労連）、
印刷産業を代表するIGF（国際製版印刷労連）、
メディア・娯楽・芸能等の労働者を結集するMEI

（国際芸術マスコミ芸能映画放送労連）の統合
は、交渉から3年ほどで実現に至った。サービス産
業の国際産業別労働組合UNIの誕生は、その後
の国際産業別労働組合の統合の先駆けとなっ
た。現在、世界150か国900組織、2000万人組合
員を擁する。
　本部はスイスのジュネーブから特急で約15分の
距離にあるニヨンという人口2万人弱の町に置か
れた。レマン湖のほとりの静かな緑の多い田舎町
である。先史時代からの歴史を誇り、ガリア人を征
服したシーザーが植民した地として知られ、円形闘
技場や神殿跡がある。また、UEFA（欧州サッカー
連盟本部）も存在し、毎年夏にはヨーロッパ最大
級の音楽の祭典の一つ、パレオ野外音楽フェス
ティバルが開かれ、多くのファンで賑わう。
　統合後は、旧FIET書記長だったフィリップ・ジェ
ニングスが書記長、旧CI書記長だったフィリップ・
ボイヤーが副書記長という、英国出身のフィリップ・
コンビでスタートした。2010年からは米国出身のク
リスティ・ホフマンが副書記長を務めている。
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　UNIには3つの機構が存在する。
　1つ目は地理的な機構である。世界機構の下
に、4つの地域組織−アフリカ地域組織、米州地
域組織、アジア太平洋地域組織（UNI Apro）、
欧州地域組織が置かれている。それぞれ一定の
独立性を保ち、地域書記長も選挙で選出される。
世界執行委員会は4年に1度の世界大会で選出
される、会長、副会長、書記長、副書記長、財政
局長、世界執行委員の他、各地域議長、各部会
議長、女性／青年／専門職・監督職代表等から
構成される。同様に各地域執行委員会も、4年に
1度の地域大会で選出される、地域会長、地域会
長代行、地域副会長、地域書記長、地域執行委
員に加え、女性／青年／専門職・監督職代表等
から構成される。大会で採択された方針や活動計
画は、毎年の委員会で進捗が見直され、成果と課
題を踏まえて、次年度の実施を計画する。
　2つ目は業種別の部会組織である。結成以来
15年の間に、部会の統合・新規結成があり、現
在、商業、金融、郵便・ロジスティクス、ICTS（情
報通信技術サービス）、印刷、メディア、ケア（介護・
医療）、派遣、ゲーム、ビル管理サービス（警備・清
掃）、スポーツ、美容・理容、観光の部会がある。本
部には各部会を担当する局長、政策担当、アシス
タントがおり、地域組織にも各部会を担当する部長

（兼務の場合もある）がいる。欧州地域組織には
更に、部会毎に欧州委員会（社会対話等）担当も
配置されている。部会組織についても世界、地域
それぞれの委員会が4年に1度の世界部会大会、
地域部会大会で選出される。世界部会委員会
は、世界部会議長、同部会副議長、同部会委員
から構成され、地域部会委員会は、地域部会議
長、同地域部会副議長、同地域部会委員から構
成される。世界／地域部会大会では、UNIまたは
各地域組織の全体戦略に沿いつつ、部会固有
の方針を策定し実行する。
　3つ目にあらゆる業種を横断する3つのグループ
として、①女性委員会、②35歳以下の男女で構
成される青年委員会、③専門職・監督職（P&M）
委員会がある。これらも本部に担当局長とアシスタ
ント、地域組織に担当部長がいる。世界、地域そ
れぞれの委員会が4年に1度の大会で選出され、
議長、副議長、委員で構成される。やはり全体戦
略を踏まえつつ、グループ固有の方針を策定し実
施していく。なお、2010年の第3回UNI世界大会
で、両性が少なくとも40％の代表性を確保すると
いう決議が採択され、UNIの全ての意思決定機関

（世界・地域執行委員会、部会、専門委員会等）
及び各種大会への代議員構成において女性を
40％以上含めるよう、規約が改正された。

2. 世界、地域、部会、専門委員会のマトリックス機構
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　この他、UNI本部には、SCORE（連帯・キャン
ペーン・組織化・調査・教育）局がある。UNIの活
動は、主に欧州を中心とする様々な連帯支援組
織（ドナー団体）の財政援助によって支えられてい
る。各国のODAが原資であり、労働組合にも配
分されている。SCORE局は、ドナー団体への対
応窓口となると共に、UNIが独自に持つ「組織化
基金」を活用しつつ、各地域・部会・専門委員会
で実施する様々なプロジェクトを統括・調整してい
る。労組強化支援には、教育訓練から組織化支援

（組合結成・運営ノウハウ、オルグ育成、交渉スキ

ル等研修）、キャンペーン企画・実施、マッピング等
の調査実施まで様々なプロジェクトが行われてい
る。また、広報局は、マスコミ対応、ウェブサイト、メー
ルによるニュース配信、ビデオクリップ、多彩なソー
シャルメディアを活用した加盟組合との双方向情
報共有に力を入れている。ジェニングス書記長の
ツイッターは10万5千人を超えるフォロワーがおり、
2015年の世界経済フォーラムではジェニングス書
記長のインタビューが、BBC、CNN、CNBC、中国
日報、人民網をはじめ世界の多くのマスコミに取り
上げられた。

3. UNIアジア太平洋地域組織（UNI Apro）

　アジア太平洋地域の本部はシンガポールに置か
れ、クリストファー・ウン地域書記長の統括の下、玉
井諭組織化・キャンペーン担当部長、ジャヤスリ・
プリヤラル金融部会／専門職・監督職委員会担
当部長に加え、総務部長、財務担当がいる。UNI
において日本語は公用語となっており、翻訳サー
ビス提供を目的とした東京事務所には、小川陽
子所長（機会均等担当部長兼務）、伊藤栄一郵
便・ロジスティクス部会担当部長、森川容子スタッ
フがおり、UNI日本加盟組織連絡協議会（UNI-
LCJ）の事務局も兼ねている。アジア太平洋地域
は地理的にも広大で、言語の多様性もあるため、
各地に次の通り加盟組合のサポートデスク／スタッ
フが存在する。マレーシア（コタキナバル）にアリス・
チャン商業部会／青年委員会担当部長、韓国（ソ
ウル）にジェイ・チェ韓国担当、タイ（バンコク）にソ
ンブーン・スブサーン・タイ事務所長、ネパール（カト
マンズ）にラジェンドラ・アチャリャ労働組合強化部
長、インド（ハイデラバード）にプラサド・インド事務所
長、ムンバイにアンジャリ・ベデカー・インド加盟協コー
ディネーター、インドネシア（ジャカルタ）にクン・ワルダ
ナ・アビョトICTS部会担当部長。
　ウン地域書記長は、若い頃、日本の労使関係に
感化され、労使が対峙するのではなく信頼と協力
関係を深めて建設的労使関係を築く取組みを推
進している。「パートナーシップ労使関係」はUNI 
Aproのキーワードとなっており、日本の加盟組合に
は、発展途上の組合にこの概念を普及する役割
が期待されている。
　ASEANは40年以上前に結成されたが、経済
面の統合だけが焦点となり、社会対話や労働組
合の関与といった社会的側面が忘れられがちで
あった。2015年 末のASEAN経 済 共 同 体 成 立
に向け、UNI Aproは、統合プロセスに労働組合

が積極的に関与すべきとの立場から、ASEAN
の特にサービス産業労働者・労働組合の影響力
強化に取組んできた。具体的には、UNI Apro、
PSI（国 際 公 務 労 連）、BWI（国 際 建 設・林 産
労連）のアジア太平洋地域組織が中心となり、
ASEANサービス労働組合協議会（ASETUC）
を結成し、政労使の社会対話の枠組みを確立し
てきた。2009年以来、ASEAN議長国の政府と
協力し、年1回、ASEAN政労使社会対話会議
を開催している。この枠組みは、2010 ～ 2015年
度ASEAN労働大臣行動計画に盛り込まれてお
り、これまで「サービス産業の成長、雇用創出、良
好な労使関係」、「労働安全衛生」、「女性労働
者のためのディーセントワーク」等のテーマで、労
働 省 代 表、ASEAN経 営 者 団 体（AEC）代 表、
ASETUC傘下の加盟組合代表が対話を重ねて
きた。ASETUCが編集した「小売業における労
働安全衛生ガイドライン」は、インドネシア語、ベトナ
ム語、タイ語、カンボジア語、中国語等に翻訳され、
各国の労働省・人材省、流通経営者等から高い
評価を得ている。UNI Aproは、労働安全衛生の
改善によって、生産性向上及び企業の発展に寄
与する取組みを通じ、労働者への公正な配分を実
現し、労使間の信頼と協力関係の構築を推進して
いる。
　ASEAN10か国に日本、韓国、中国、インド、オー
ストラリア、ニュージーランドの6か国をプラスした東
アジア地域包括的経済連携（RCEP）や、環太平
洋連携協定（TPP）といった自由貿易協定の枠
組みが構想される中、日本もASEANにおける社
会的側面の確保に一役を担うべき時が来ている。
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　UNIの最高議決機関は4年毎に開かれる世界
大会である。第1回UNI世界大会は2001年9月、ド
イツ・ベルリンで「ピープル・ファースト」のスローガン
の下、UNI結成を宣言した。第2回大会（2005年8
月、米国・シカゴ）のスローガンは「イマジン」。未来の
より良い世界を想像し、行動を起こそうという意味
が込められていた。第3回大会はUNI結成10周年
も記念し、2010年11月、日本の長崎で「ブレイキング
スルー！」をスローガンに国内外より2000人余が出席
して開催された。「一歩前へ出て行動し、突破口を

切り開こう！」という力強い決意を示し、ブレイキングス
ルーはUNIの戦略を示す言葉となった。統合10年
を経て、ようやく加盟費の統一も成し遂げ、組織化
に重点を置くため新たに「組織化基金」の設置を
決定した。第4回大会はUNIとしては初めてアフリカ
大陸での開催となった。アパルトヘイト廃止・民主化
20周年を祝い、2014年12月、成長著しい南アフリ
カ・ケープタウンで「インクルーディング・ユー！」（絆−
排除なき包摂社会を目指そう）をスローガンに、2015
～ 2018年度のブレイキングスルー戦略を採択した。

4. ブレイキングスルー戦略

5. グローバル枠組み協定（GFA）

　企業の海外進出により多国籍化が進み、進出
先国でしばしば見られる悪しきパターンは、本国で
は良い労使関係を築いているのに、国外では現
地の労働者を搾取することである。UNIはこのよう
な企業の態度を防ぎ、進出先で労働組合を作り
やすくするよう、多国籍企業と本国の労組、UNI
との間でグローバル枠組み協定（GFA）の締結
を推進している。協定の内容は、ILO中核労働
基準をはじめとする基本的人権の順守を宣言す
るもので、賃金等については本国と進出先では
経済レベルの違いがあるため触れられていない。
どの国で事業を行うにしても、労働組合結成を認
め、組合員・役員に嫌がらせをしたり解雇したりせ
ず、組合と団体交渉して賃金・条件を決めること

を本国の労使とUNIが確認する。これによって、
進出先での組織化がしやすくなり、企業の社会的
責任、労使ウィン・ウィンのパートナーシップ労使関
係の普及にも役立つ。UNIの日本の企業1社目は
2008年、髙島屋であった。締結は容易ではなかっ
たが、桜田UNI日本加盟組織連絡協議会（UNI-
LCJ）議長（当時）の尽力により、経営側だけでな
く全組合員にその意義を周知し、毎年実施状況
を労使で検証するメカニズムを持つ理想的な協
定として、高く評価されている。更に2014年、東南
アジアを中心に13か国に43万人を雇用するイオン
との締結に至った。
　また、国際／地域機関と結んだ協定としては、
UNI郵 便・ロジスティクス部 会とUPU（万 国 郵
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便連合）、UNI Apro郵便・ロジスティクス部会と
APPU（アジア太平洋郵便連合）、UNI Aproメ
ディア部会とABU（アジア太平洋放送連合）等が
あり、合同セミナーを開催するといった協力関係を
深めている。
　同一多国籍企業の、各国に存在する労組／労
働者を束ねるアライアンスの形成と共同行動にも重

6. 日本の加盟組合の推進軸－UNI-LCJ

点が置かれ、GFA締結と交渉（対話）、労働組合
承認を求める段階のアライアンス（例えばウォルマート
労組同盟）や、GFA締結企業との対話を定期的に
行い、組合の無い国での結成と承認を目指したり、
本国以外で問題が発生した場合の解決を後押しし
たりするもの（例えばカルフール労組同盟）がある。

　UNIは各国に、加盟組織連絡協議会（LC）
を作り協力し合うことを奨励している。その結果、
UNI Aproで多くのLCが結成された。韓国、香港、
モンゴル、フィリピン、シンガポール、マレーシア、タイ、イ
ンド、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、パキスタン
等、それぞれの国でUNI運動の推進軸となってい
る。4国際産業別労働組合の統合により、各国の
加盟組合数は増加した。政治的・イデオロギー的な
違いを持つ加盟組合がその違いを乗り越え、UNI
の旗印の下、協力していこうというのが、LCの目的
である。
　UNI日本加盟組織連絡協議会（UNI-LCJ）
は、2000年 のUNI発 足と同 時に結 成された。
1999年から結成準備を始め、全ての組織から代
表者が集まって、組織の目標、規約、組織形態、
活動内容を決めていった。共同行動を積み重ね、
少しずつ一体感を醸成していった。UNI-LCJとし
て全員で参加する（いわゆる「インクルーディング・
ユー」）文化を作ってきた。
　UNI2000万人中、約103万人を有するUNI-
LCJは、ドイツを抜き、米国に次いで第2の加盟人
員を持つ。UNI Aproの加盟人員は、申告ベー
スで300万人、加盟費納入ベースで140万人であ
り、UNI-LCJは過半数を占める大きな存在となっ
ている。長崎世界大会に向けて、①100万人組織
の達成、②髙島屋とのGFA締結、③女性・青年
組合員への国際労働運動の周知（具体的には、
長崎世界大会を支えるボランティア育成のための
UNI-LCJユース英語セミナーの継続実施により、
5年で400人を超える若手が参加し、UNIの知名
度が一般組合員レベルまで広まった他、200人も
のボランティアが長崎大会の成功に貢献した）等、
目標を着実に達成してきた模範的協議会と評価
され、パートナーシップ労使関係の普及、平和・核
兵器廃絶の促進を通じて、特にアジア太平洋地
域の労働運動の牽引役として主導的な役割を果
たしている。2010年、長崎世界大会の成功は、世
界中のUNIファミリーにUNI-LCJの存在感と結

束力を強烈に印象付け、4年を経た今でも「長崎」
の思い出は多くの人々に語り継がれている。
　UNI／ UNI Aproにおいて、日本加盟組合の
役員は重責を担っている。2015年1月現在、UNI 
Aproを代表するUNI副会長には野田情報労連
委員長が、UNI Apro地域会長には逢見UAゼン
セン会長が、地域会長代行には小俣JP労組委
員長が、地域副会長には相原自動車総連会長が
就任している。野田情報労連委員長、逢見UAゼ
ンセン会長、田原損保労連委員長、郡司自動車
総連事務局長、小俣JP労組委員長はUNI世界
執行委員も務めている。各部会・専門委員会に
おいては、田原損保労連委員長がUNI Apro金
融部会議長、野田情報労連委員長がUNI Apro 
ICTS委員会議長、小俣JP労組委員長がUNI 
Apro郵便・ロジスティクス部会議長、八野UAゼ
ンセン副会長及び郡司自動車総連事務局長が
UNI Apro商業部会副議長、竹井全印刷委員長
がUNI Apro印刷・パッケージング部会副議長、
中村日放労委員長がUNI Aproメディア部会副
議長、和田UAゼンセン教育・男女共同参画・社
会運動局担当がUNI Apro女性委員会副議長、
柿田JP労組ユースネットワーク議長がUNI Apro
青年委員会副議長を務めている。
　2015年 のUNI-LCJ年 次 総 会 で は、UNI-
LCJ第3次アクションプラン（2015 ～ 2018年）が
採択され、新たな小俣UNI-LCJ議長・小川事務
局長体制で、2018年までに、①110万人組織の
達成、②パートナーシップ労使関係の促進、③アジ
ア各国加盟協強化支援と部会別交流促進、④
部会活動の充実と、女性・青年組合員への浸透
に取組むことが確認された。引き続き、GFAの更
なる締結を目指し、今後は、パートナーシップ労使
関係の普及を組織化に活かせる優秀な人材を、
UNI本部・地域組織に派遣すること等を通じて、
国際労働運動の発展にも積極的に貢献していく。


