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　今次の春闘を特徴づけた複雑な環境的諸条
件は、それらを思いつくままに列挙するなら、消費
税率アップに伴う物価の上昇、景気回復の進捗
の遅れ、輸出関連大企業での高水準の企業収
益、二回り目に入った「経済の好循環実現に向
けた政労使会議」等々ということになろう1。そし
て、それらはいずれも、日本経済が陥った隘路か
らの脱出口として、「社会全体の賃金・労働条件
の『底上げ・底支え』と『格差是正』」（2015年版

『連合白書』、28頁）の実現を、強く求めるもので

あったように思われる。連合はこうした環境的条件
を背景に、2015春季生活闘争方針では「２％以
上の賃上げ」（定期昇給相当分+賃金改善額＝
4％以上）という基本要求を掲げ、あくまで「月例賃
金の引き上げにこだわる」という積極的な取り組み
の展開を図った2。表１は春闘の展開に重きを占
める金属労協（JCM）が5月27日時点でまとめた、

「2015年闘争要求・回答状況総括表」の一部
であり、いわゆる賃金改善分に関わる今次春闘の
結果の概要を表示している。

1. はじめに：2015年春闘の経過と特徴

　そして以上のベア獲得結果に対して、金属労協
（ＪＣＭ）は「中小労組の結果は大手の結果には
及ばないものの、賃上げを獲得する組合が拡大
し、賃金の底上げを図ること」ができた、また「人材
確保や『人への投資』の観点から、原材料の高騰
や価格転嫁の困難さから経営が厳しい中にあって
も、賃上げを実施する企業が少なくなかった」と評
価した（2015年5月28日、第6回中央闘争委員会
確認）3。

　上掲のような春闘結果が目標に照らして、どこま
で十分であったか、あるいは不十分であったかとい
うようなことについては、この小論ではそれほど論
じたいとは思わない。むしろ注目したいことは、近
年の傾向として金属労協（JCM）傘下の産別を
中心に、連合の春季生活闘争方針を含めて、「人
への投資」という理念が前面に登場してきたよう
に思われることであり、また今次春闘ではそうした
理念の下で、賃金労働条件の「底上げ・底支え」

（同時期）

構成単組 要求組合 回答組合

うち賃上げ

要求組合　

賃上げ

要求額

（円）

うち賃金構造維持

分確保 うち賃上げ

獲得組合

賃上げ獲

得額（円）

2014 年 3,272 2,842 2,304 3,379 2,406 2,010 1,397 1,326

2015 年 3,283 2,668 2,182 5,711 2,209 1,850 1,417 1,770

表１　金属労協でのベア獲得状況（全体集計；中堅・中小含む）　 　　　　　　　　　　　　　（単位：組合数・円）

（注）　賃上げ要求額・獲得額は、ベア・賃金改善分を獲得した組合の単純平均額（算出可能な組合のみ）。賃金構造維持分・
　　　定期昇給分を除く。

（出所）　金属労協資料「2015 年闘争要求・回答状況総括表」、2015 年 5 月 27 日付けより抜粋。
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2. 格差是正と二つの個別賃金要求方式

や「格差是正」の闘争が取り組まれたことである。
端的に言って、昨今の大企業の事業経営におけ
る組織業績管理の展開が、従来的な日本的経営
の人材・雇用重視という特徴付けの変調を伴って
きたこと、また、日本的経営のそうした変調が、多様
なかたちをとって現れる「傷んだ雇用・労働条件」

（連合[2014]、12頁）の進展と分かち難く結びつ
いてきたこと、そのような日本の雇用社会の状況へ
の危惧の台頭が、この「人への投資」の理念の強
調には表出しているように思われる4。そして、近年
の企業経営での業績主義の強まりと「人への投
資」が切り結ぶ焦点は、一律的なベースアップ(賃
金改善)をはじめとして、拡大してきた賃金労働条
件の企業規模間格差の是正や、非正規雇用労
働者の劣悪な処遇の改善などの課題ということに
なろう。
　筆者は5月下旬から6月上旬にかけて、以上の

　賃金労働条件をめぐる、大手と中堅・中小間の
企業規模間格差の是正の取り組みでは、統一要
求基準に基づく賃金改善の取り組みに到達闘争
を組み込んだ格差是正の努力が、3つの産業別
組織を通じて真摯に展開されていた。そして注目す
べきことは、その格差是正の取り組みでは、それぞ
れの産業別組織ごとに異なる、二つの個別賃金要
求方式が追求されていたことである。一方は電機
連合が代表的な職種基準、仕事銘柄による個別
賃金要求方式であり、他方はＪＡＭとＵＡゼンセン流
通部門で見られた、複数年齢ポイントでの個別賃金
要求による横断的な到達闘争の組織化である。
　まず今次春闘での電機連合による統一闘争の
追求は、ヒアリングや収集資料などを通じて把握し
得た限りでは、大別して二つの取り組みから構成
されていた。第一の構成部分は、「開発・設計職
基幹労働者」（及び「製品組立職基幹労働者」）
という仕事銘柄を基準に据えて、その個別賃金水
準の各社横断的な引き上げ（統一要求額＝基本
賃金6000円以上の改善）をめざす労使交渉の展
開である5。また第二の構成部分は、それらの仕事

諸課題で特徴的な取り組みを行ってきた三つの
産別労働組合組織に対して、簡単なヒアリング調
査を実施した。以下、小論ではこれら三つのヒアリ
ングを素材として、賃金労働条件の企業規模間
格差の是正と非正規雇用の処遇改善という二つ
の課題分野で、今次春闘での労働組合の取り組
みを紹介し、あわせて若干の考察を行いたい。ヒ
アリングを実施した三つの産業別組織は、一つに
は職種基準による個別賃金要求方式の追求で
代表的な電機連合であり、また一つには金属機
械部門で多数の中小企業労組を抱え、精力的に
企業規模間格差の是正に取り組む「ものづくり産
業労働組合JAM」であり、そして一つには多様な
流通小売業種にまたがって組織を保持し、多数の
パートタイマーの組織化で大きな実績を持つUAゼ
ンセン流通部門である。

銘柄ごとに「到達基準」をはじめとした四つの「政
策指標」（仕事銘柄別の賃金水準絶対額：基本
賃金）を定めて、各企業単組が通年的な取り組み
でそれら政策指標への段階的なキャッチアップを
めざして行く、いわゆる到達闘争の組織化である。
電機連合は「産別統一闘争強化プロジェクト」で
の議論を踏まえて、こうした2つの構成部分を持つ
ものとして「統一闘争の再整理」を行い、今次春
闘を初年度とする取り組みを推進していた6。
　若干、敷衍しておくなら、ここでははじめに「開
発・設計職基幹労働者」の定義が、理解のため
の重要な出発点となろう。電機連合の整理によ
れば、電機産業における一般職の職群は「技能
職群」「営業・事務職群」「技術職群」へと分か
れる。さらに、それら職群の内部では基幹職種が、
例えば「技術職群」なら「ＳＥ（職）」や「開発・設
計（職）」「研究（職）」などへと、また「技能職群」
なら「機械加工（職）」や「製品組立（職）」などへ
と、細かく分化していく（電機連合[2009]、36頁）。
そして電機連合の「スキル・能力等級」のモデル
化では、これら各職種（一般職群）の仕事は、職
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務価値の観点から「レベル1」から「レベル5」まで
の5段階に格付けされて行くことになる。端的に言
えば、以上の職群・職種・スキル等級の拡がりの
中で、他ならぬ開発・設計職が、そしてその「レベ
ル4」＝「基幹労働者」（上から2段階目）が、電機
連合の個別賃金要求方式では、各社横断的な
統一要求の基準となる仕事銘柄に設定されてい
るのである7。そして、電機連合によれば、こうした
要求や産別統一闘争の組み立てが意図するとこ
ろは、一つには〈賃金＝労働の対価〉であるという
原則を明確にして、「同一職種銘柄での賃金の
改善・平準化を追求する」（電機連合[2009]、11
頁）ことであるという。要するに電機連合の春闘で
は、要求基準である「開発・設計職基幹労働者」
で達成された統一的な賃金改善回答(大手各社
3000円)が、各社の賃金体系を前提にして他の
基幹職種へと連動していくことが想定されている
のである。その点の事情については、以下のような
聞き取り記録（概要）が参考となろう。

Ｑ：「（銘柄別の要求基準を）販売職のところなんかで
は、設定されないんですか？」
Ａ：「販売職？」「販売という形では特に設定はしていませ
んけれども、各社とも見ていくと事務・技術系というとこ
ろと、この製造系とで（賃金体系が）分かれているという
のはあったとしても、販売と例えば、ＳＥ職と研究職と開
発職で分かれているかと言ったら、賃金体系をそこまで
厳密に分けているということではないですね。」
Ｑ：「各社の賃金体系が前提にあって、･･･？」
Ａ：「なので、ここ（開発・設計職基幹労働者、及び製品
組立職基幹労働者）をポイントとして交渉することによ
り、他の職種にも波及していくという風に考えています。」
（電機連合ヒアリング、書記次長Ｍ氏、5月28日。括弧
内は筆者による補足。）

　また電機連合による要求や統一闘争の組み立
てが意図するところは、いま一つには上述の職種
基準による統一的な賃金改善要求や回答獲得を
前提にして、企業規模間格差を中心に「産業間・
内の賃金格差の改善」をめざすことにある（電機
連合[2009]、11頁）。ここで注意すべきことは、仕
事銘柄を基準とした電機連合の統一賃金改善要
求が、その賃金絶対額重視への志向にもかかわ
らず、なお水準改善額表示（開発・設計職基幹
労働者：6000円以上）とならざるをえないというこ
とであり、また各企業労使交渉での統一回答（開
発・設計職基幹労働者：3000円改善）の引き出
しも、中闘組合に指定された大手労組、その各企
業労使を離れるとその産別横断的な「しばり」が
外れるということである8。したがって、2015年春闘
での賃金水準改善結果でも、金属労協全体集
計（第4回）における電機連合傘下の数値（単純
平均）をみれば、大まかに見積もって「1000人以
上」規模と「300〜999人」規模との間で、700円
程度の引き上げ格差が生じている9。やはり一番
の壁は、「大企業と同等の支払能力を持つ中小
企業は、極めて限られる」（日本経団連[2015]、82
頁）という、企業規模間での大きな支払能力格差
の存在ということになろう。それ故、こうした壁を穿
とうとする具体的な努力の一つとして、「開発・設
計職基幹労働者」と「製品組立職基幹労働者」
の仕事銘柄に、「必達基準」「到達基準」「目標
基準」「中期的にめざす目標基準」という政策指
標が絶対額水準で設定され、各単組による到達
闘争が組織化されていくのである（表２参照）。

到達基準（設定金額） 設定基準

開発・設計職基幹労働者
賃金

270,000 円
電機連合「職種別・スキル別賃金実態調査」の「技術職（3
職種）」の特性値（第１四分位）等を念頭に設定

製品組立職基幹労働者
賃金

250,000 円
電機連合「職種別・スキル別賃金実態調査」の「技能職（4
職種）」の特性値（第１四分位）等を念頭に設定

表２　電機連合の政策指標：「到達基準」とその位置づけ（2015 年春闘）

「到達基準」の位置づけ：「電機連合加盟組合における『産業内格差改善指標』として到達をめざす基準」

（出所）電機連合『第 101 回中央委員会議案書』2015 年 1 月 29・30 日、71 頁より抜粋。
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　要するに、ここで若干の解釈も交えて説明する
なら、①職場を支える上記の「一人前労働者」が
初任給時点から習熟過程を経て、中心ポイントで
ある「一人前到達時点」（30歳あるいは35歳を目
安）の賃金水準へと至り、さらにその後へと展開し
ていく昇給カーブをまず政策理念として確立する
こと、②各社で「一人前労働者」が描くその昇給
カーブのミニマム水準を、中心ポイント（30歳あるい
は35歳）をベンチマークとして規制していくこと、③
そのミニマム水準の設定にあたっては、ＪＡＭ組合
員賃金全数調査での特性値（第1四分位）を重
要な参照指標とすること、それらが「ＪＡＭ一人前
ミニマム基準」の核心的内容と考えることができよ
う11。そして、個別企業労使レベルでの取り組み
事例では、こうした「ＪＡＭ一人前ミニマム基準」を
はじめとした個別賃金要求方式にもとづく到達闘
争が、平均賃金方式にもとづく賃金水準の改善と
あわせて、春闘時の労使交渉で追求されることに
もなるという。その点の労使交渉の事情について
は、以下の聞き取り記録（概要）が、参考となる。

Ａ：「機械（産業）は小さなところが多いんですよ。だから、
やはりそこで何とか（したい）。中小をやれば自ずとウチの
業界の底上げはできるという感じですよね。」
Ｑ：「具体的に例えば、会社に春闘の時に要求書を提出

しますよね、その要求書を提出するときに、こういう要求
（「一人前ミニマム基準」に基づく格差是正要求）が出
るわけじゃないですよね？」
Ａ：「この要求をつかうところもあります。」Ｑ：「あるんです
か？」Ａ：「あります。･･･(略)･･･是正をどこまでめざすかと
いうときに、これを使うんです。」
Ｑ：「（ベアを）9000円取りたいんだと、9000円の要求
を出す。その9000円(要求)を出す根拠は、ここ（「ミニマ
ム基準」）に到達するためなんだというようなことですよ
ね？」
Ａ：「これを何年間かで分割払い。今年で（の到達が）ダメ
だったら、５年間。今年はしょうがないから、5年（で到達）
だと（要求する）。5年分割だったら今年はこれぐらいと、
そういうようにやるわけですね。」
（ＪＡＭヒアリング、労働・調査グループ長Ｋ氏、6月3日。
括弧内は筆者による補足。）

　もちろん春闘での労使交渉の結果は、組合の
意思通りに進むというものではない。しかし、ＪＡＭ
の2015年春闘では、中小企業分野の労働市場
での人手不足の事情も背景にあって、ベア獲得額
という点でも、ベア獲得単組数という点でも、到達
点は1999年のＪＡＭ結成以来、2014年春闘を上
回って最高の水準であるという12。

若干の考察：ここまで今次春闘での電機連合の取
り組みとＪＡＭの取り組みの紹介を通して、二つの

　他方のＪＡＭとＵＡゼンセン流通部門では、統一
的な賃金水準改善要求は、いわゆる平均賃金方
式で組み立てられていた。しかし、その賃金改善
要求にもとづく各企業での労使交渉の展開に、
複数年齢ポイントにもとづく個別賃金要求方式で
の到達闘争を組み込む形で、「底上げ」「格差是
正」の取り組みが追求されていた。紙幅の都合
上、ＪＡＭについてのみ紹介すれば、まず2015年
春闘での賃金水準改善要求は、「賃金構造維持

分」プラス「過年度物価上昇分と生活改善分を
勘案して9000円」「（賃金体系などの）是正が必
要な場合には上記に加えて1500円以上」というあ
り方である（ＪＡＭ2015年春季生活闘争方針）10。
そして到達闘争の指標としては、性格の異なる複
数種類の指標が活用されていたが、その中でもと
りわけ重視されている指標が、表３に示す「ＪＡＭ
一人前ミニマム基準」と名付けられた、年齢ポイン
ト別の個別賃金要求指標である。

18 歳 20 歳 25 歳 30 歳 35 歳 40 歳 45 歳 50 歳

所定内賃金 156,000 170,000 205,000 240,000 270,000 295,000 315,000 335,000

表 3　「ＪＡＭ一人前ミニマム基準」（2015 年春闘）と「一人前労働者」の定義　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

「一人前労働者」の定義：「組立、部品加工、営業、開発など職種を問わず、一定のまとまった範囲の仕事について、緊急
時対応や不具合チェックなど定型的仕事を除いた部分についても自分で判断し責任を持って行っ
ている労働者」

（出所）年齢ポイント、基準となる所定内賃金額については、「ＪＡＭ 2015 年春季生活闘争方針」より。また、「一人前労働者」の
定義については、『月刊ＪＡＭ』第 175 号、2015 年 2 月、28 頁より抜粋。
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個別賃金要求方式がその企業規模間での賃金
格差是正の取り組みの基軸に位置していることを
観察してきた。以下では、この仕事銘柄を基準と
する個別賃金要求と、標準労働者方式に代表さ
れるような年齢ポイントによる個別賃金要求という
二つの個別賃金要求の考え方について、若干の
考察を行っておきたい。
　まず管見の限りでは、年齢ポイントによる個別賃
金要求方式が持つ大きな一つの意義は、それが
企業内での昇給カーブの設定や制度の整備に繋
がり、中小企業分野での賃金水準の底上げや格
差の是正に役立つということであろう。金属製品
や工作機械、一般機械など多様な業種に多くの
中小企業単組を抱えるＪＡＭが、「ＪＡＭ一人前ミニ
マム基準」に抱く執拗なこだわりには、当然にもそ
れ相当の強い根拠があるように思われた。『連合
白書』の言う「同じ中小企業間においても、賃金
制度の有無が賃金水準に与える影響が大き(い)」
とする指摘（連合[2014]、16頁）は、ＪＡＭ本部へ
の聞き取りでも十分に確認することができた。
　しかし同時に他方で、年齢ポイントにもとづく個
別賃金要求方式は、企業規模間格差の是正とい
う領域から一歩外に足を踏み出すと、格差是正と
いう点で大きな限界も孕んでいる。このことも、あわ
せてみておく必要があろう。そして、その抱える問
題点は、ここで端的に言えば、やはり年齢ポイント
による格差是正の取り組みでは、なかなか正規雇
用の枠を越えられないという事実に集約されよう。
この点では、多数の非正規雇用、パートタイマーを
抱えるＵＡゼンセン流通部門でおこなったヒアリング
が示唆的であった。以下は、その関連する部分の
概要である。

Ｑ：「要するに流通部門の中では、（今まで）年齢ポイント
でやっているので、仕事銘柄でやっているわけではない
ので、ということですか？」
Ａ：「（今は）仕事銘柄で行っていません。」「本来は、非
正規雇用の代表であるパートタイマーさんと正規雇用の
正社員との均等・均衡処遇を推進する（ためには）･･･、
正社員の役割、業務に対する対価と、合理的な格差を
みつつ同一にするという基準を設けないと（上手く推進
できない。）」

Ａ：「（現在は）まだまだ雇用形態の違いを重視する意識
が業界全体にある」「雇用形態が変われば、給料に格
差があるということになっています。」
（UAゼンセン流通部門ヒアリング、副部門長Ｕ氏、6月4

日。括弧内は筆者による補足。）

　もう一方の職種基準による個別賃金要求方式
については、その大きな魅力の一つは、同一の仕
事銘柄に着目して「産業間・内賃金格差の改善」
を図るという点でも、上述したように正規雇用と非
正規雇用をまたがって適用可能であるという点で
も、均等・均衡処遇を貫こうとするその考え方に
はっきりとした優位性を持っているということであろ
う（cf. 電機連合[2009]、11頁）。そして、こうした
点については、これまでも多くの論者が様々に主
張してきたところであろうし、またそれ故、解説的な
贅言をこれ以上に重ねることも不要であろう。むし
ろここで強調しておくべきいま一つの魅力は、協調
の「過熟性」（石田[2003]、111頁）が懸念される
現代日本の春闘のありように対して、その本格的
な追求が持ちうる改革的な意義であるように思わ
れる。そしてこの点では、政策的な志向を持ちなが
らもその産業の抱える事情から、仕事銘柄基準で
の個別賃金要求を採用していないＪＡＭの以下の
ような指摘が、筆者には正鵠を得ているように思
われた。

（ＪＡＭ政策文書）「原資要求である平均賃金要求

は、交渉の焦点が、業績からのコスト配分に偏りがち

になりますが、個別賃金要求では、要求・交渉の焦

点を、組合員の生活や労働の対価という要素へ引き

戻す効果を持ち、要求や交渉の内容的な充実を期

待することが出来ます。」（『月刊 JAM』第175号、

2015年2月、27頁。）

　労働サービス提供とそれへの対価の取引を、コ
レクティブにバーゲニングするという、労働組合の
思想的原点をここに看取しうるといってよかろう。
　とはいえ私見の限り、仕事銘柄基準による個別
賃金要求方式はその魅力の裏側では、どこまで本
格的な拡がりを持った実践へと発展しうるのかと
いう点で、安易な解決を許さない大きな難題を抱
えているようにも思われる。例えば、ヒアリングを実
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3. 非正規雇用労働者の組織化と処遇改善の取り組み

施したＵＡゼンセン流通部門でも、その政策委員会
で仕事銘柄別での個別賃金要求方式が検討さ
れた。しかし、そこでの政策的検討は、日本の企業
内部社会での仕事管理の現実と直面し、その大
きな壁の前で現在のところ座礁したままである。関
連するヒアリング部分（概要）は、以下の通りである。

Ａ：「いろいろと研究してみないかということでやり始めた
のですけれども」「各企業によって業務の範囲や責任と
権限、(これに)非常に違いがあり、一つの要求方針とし
て纏められるような話ではないという感じです。」
Ｑ：「同じＧＭＳ部会13のなかで、結構なパート社員を抱え
ている同じような業界の中でも、やっぱり違うということ
ですか？」
A：「違います。役職名として同じ名称でも違いが大きい
です。」「例えばＥ社さんで、部門長（水産部門・畜産部
門などの長）と呼ばれている人がいます。我が社にも部
門長14と呼ばれている人がいます。同じ個別部門の長で

ある部門長でも、仕事の中味、責任と権限に違いが（大
きい）」「Ｅ社の部門長の仕事は、我が社で言えば部門
長より上の職位であるマネージャーの業務を行っている」
「（現実の姿としては）部門の長というだけでは括れない」
（UAゼンセン流通部門ヒアリング、副部門長Ｕ氏、6月4
日。括弧内は筆者による補足。）

　上述のような困難は、仕事銘柄基準での個別
賃金要求方式の検討に着手すれば、多くの日本
の労働組合が、多かれ少なかれ必ず直面すると
ころであろう。そして、その困難の核心には、これま
で多くの論者が「仕事の与え方のフレキシビリティ」

（熊沢[2013]、134頁）といった表現で、あるいは
事業計画から演繹される「動態的課業設定」（石
田[2014]、40頁）といった概念で論じてきたような、
欧米的なあり方とは異なる日本企業内部での仕事
管理のありようが、位置しているように思われる。

　非正規雇用労働者の処遇改善に関わっては、
その最重要の課題は何と言っても、それら労働者
の労働組合への組織化の課題ということになろ
う。そして、現代日本の労働組合運動においては、
第一節でも触れたようにこれまでのところＵＡゼン
セン、なかでもその流通部門は、この点で大きな実
績を上げてきたように思われる。 そこで以下では、
はじめに非正規労働者の組織化とその処遇改善
の取り組みとして、ＵＡゼンセン流通部門での事例

（Ａ社労組）を取り上げ、簡単にその内容を紹介
したい。
　表4は関西系ＧＭＳ（ジェネラル・マーチャンダイ
ジング・ストア）の一つであるＡ社の雇用区分と、そ
こでのＡ社労組による非正規雇用従業員の組織
化の現状をまとめた一覧表であり、筆者がヒアリン
グに基づいて作成したものである15。その雇用区
分をここで概略的に説明しておけば、非正規雇用
従業員は「パートタイマー S＆M&L」「オペレーショ
ンリーダー＆スキルリーダー」「契約社員」の三区分
に大別される。「パートタイマー S＆M&L」と「オペ
レーションリーダー＆スキルリーダー」はパートタイム・

有期雇用であり、「契約社員」はフルタイム・有期
雇用である。また、正規雇用については「正規社
員」区分一本である。さらに表中には提示されて
いないが、その雇用区分の人員構成についても
紹介すれば、 昨今の状況で正規社員が約2100
名、契約社員が約500名、そしてS&M&Lとオペ
レーションリーダー＆スキルリーダーを合わせたパート
タイマーが約12000名であるという。オペレーション
リーダー＆スキルリーダーは、パートタイマーの内訳
の数％を占めるに過ぎないので、「パートタイマー S
＆M&L」が正規雇用・非正規雇用を一括した全
従業員数の中でも圧倒的な比重を占めている16。
Ａ社労組は、労組結成40周年記念事業の一環と
して、2009年9月、パートタイマーを中心とする非正
規雇用従業員の組織化に踏み切った。聞き取り
によれば、現在の組合員範囲は週労働時間が20
時間以上であるか、20時間未満であるかを基準
にして、表４で言えば「パートタイマーＭ」から以降、

「正規社員」までをカバーしており、会社側との間
でユニオンショップ協定が結ばれている。
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　重要な意義を持つ事柄として説明すべきは、
一つには非正規従業員の組織化のプロセスであ
り、より具体的には①組織化の取り組みを駆動す
ることになった職場状況の変化、②Ａ社労組が組
織化の取り組みに込めた意図や目的（組織化の
メリット）、③会社側がユニオンショップ協定の締結
に踏み切った理由ということになろう。そして、聞き
取りや収集資料から知り得た限りでは、①の職場
変化については、Ａ社が展開した2000年代はじめ
の費用構造改革を契機として、店舗において正
規社員数の減少やパートタイマー比率の増大が急
速に進展したこと、またその中で単なる補完的業
務から需要予測や発注、数値管理など基幹業務
まで含みこむものへと、パートタイマー業務の職域
拡大が生じたことなどが、大きな意味を持つ職場
変化であったという。次に②の組合の意図につい
ては、一方には職場の過半数代表のポジションを
めぐる懸念の払拭というきっかけがあり、また他方
には職場の声を十全に代表することを通じた交渉
力、組織力の強化という目的があって、真剣な組
織化の取り組みが推進されることになったという。
そして、③の会社側の意思決定をめぐっては、パー

ト従業員の組合員化を通した職場での一体感の
醸成と営業方針の徹底、それを基盤として展開
しうる職場全体を巻き込んだ業務運営への期待
が、ユニオンショップ協定締結へと会社側を後押
しすることになった、そのように判断しうるように思
われる17。
　また、ここでいま一つ大事なことは、それでは非
正規従業員の組織化を通してどのような処遇の
改善が実現できたのか、あるいは、春闘ではどのよ
うに処遇の改善が取り組まれることになったのか、
そうした非正規雇用にある者にとっての組織化の
意義ということになろう。これについては、充分なヒ
アリングを行うことができなかったが、資料によれ
ばＡ社労組では2009年の組織化以降、労使交
渉を通して確認しえた処遇の改善としては、政策
制度課題や雇用安定の確保、雇用区分・社員制
度の改善、時間給要求などの様々な面で、表５の
ような改善が進んだという。まさに「組織化の成果
は、まずは非正規労働者の労働条件の向上とい
うかたちで表れる」（中村[2009]、172頁）というこ
とであるように思われる。

労働時間 雇用契約 処遇・労働条件 組合組織化

パート
タイマー

Ｓ（ショート） 週 20 時間未満 有期雇用 昇給制度あり、一時金なし 未組織

Ｍ (ミディアム) 週 20 〜 28 時間 有期雇用 昇給制度あり、一時金なし ユニオンショップ

Ｌ（ロング） 週 30 〜 35 時間 有期雇用 昇給制度あり、一時金なし ユニオンショップ

オペレーションリーダー
＆スキルリーダー

週 30 時間以上
( パートタイマー)

有期雇用
昇給制度あり、
一時金 2.0ヵ月

ユニオンショップ

契約社員 フルタイマー 有期雇用 昇給制度あり、一時金3.0ヵ月 ユニオンショップ

正規社員 フルタイマー 無期雇用 内部昇進型 ユニオンショップ

政策制度課題 育児・介護休職制度、短時間勤務制度の適用。･･････。

雇用の安定確保 店舗閉鎖時の対応として確認：再就職準備金や年休買上等の条件確保。他店への斡旋。

雇用区分・社員制度 従来のパートタイマー制度に加えて、パートタイマー⇒契約社員⇒正社員への登用
制度を確認。

時間給要求（春闘） Ａ社最低賃金の協定化とベースアップの獲得。

表４　Ａ社における雇用区分（社員区分）と非正規雇用従業員の組織化（ヒアリング内容の整理）

表５　非正規雇用従業員の処遇改善：組織化以降、Ａ社労組が労使確認した成果（例示）

（注）　オペレーションリーダーは、部門長を正規社員とすると副部門長的役割を担う。スキルリーダーは、特殊な技能
　　　のスペシャリスト。双方ともパートタイマーの中の上位雇用身分である。

（出所）　ＵＡゼンセン流通部門ヒアリング、副部門長Ｕ氏、6 月 4 日の記録より、筆者が作成した。

（出所）　Ａ社労組に関する収集資料より筆者が整理。
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　また、Ａ社労組を含むＵＡゼンセン流通部門は、
短時間組合員を2015年春闘交渉に巻き込む統
一的な要求基準として、例えば「制度にもとづく昇
給・昇格分に加え３％を基準に少なくとも２％以上」

（昇給制度・有の組合の場合）という平均賃金
の引き上げ要求を提起した。この短時間組合員に
関わる要求基準は、正規雇用組合員の春闘要求

「賃金体系維持分を確保した上で、ベースアップ
を含む賃金改善一人平均３％を基準に少なくとも
2％以上」（大手GMSなどの場合）と基本的に同
じ基準を適用しようとするものであったように思わ
れる。その点をここでは確認しておいてよかろう18。

若干の論点：非正規雇用従業員の処遇と春闘の
展開に関わって、ヒアリングを通じて浮かび上がっ
た興味深い一つの論点は、少なくともＵＡゼンセン
流通部門での春闘交渉の場合、労務費決定をめ
ぐる重心が非正規雇用の側に移行しつつある、そ
のように思われたことである。この論点に関わる労
使交渉の内実については、まずは以下の聞き取り
記録（概要）が参考となろう。

Ｑ：「個人の受け取る絶対額はかなり差があると思うんで
すけど、（非正規雇用が）人数比でいうと凄く大きいです
よね。」Ａ：「大きいです。」Ｑ：「要するに、経営サイドでも
スーパーマーケットではパート従業員のところで幾ら人件
費がかかるのか、そこを計算しないと正規従業員のところ
（の賃金回答）も答えられないということになると思うん
ですが･･････？」
Ａ：「計算は私の会社では本社がちゃんと計算していま
す。総額の人件費で言っても、パートタイマー従業員の
人件費の方がもう6割ぐらいを占めてきています」「もう
半分を超えましたですよね。」「過去は、全く違いましたよ

ね。正社員（人件費）が7割ぐらいあって、パートタイマー
人件費が3割から4割･･･。」「･･････（略）･･････。」
Ａ：「これ（パート人件費）が6割を占めてきますと、（時間
単価）10円とか30円とか上げろといっても、（経営は簡
単には）応じられない。応じられないんだけれども、一方で
10月、11月になると地賃（地域別最低賃金）とかで、そ
こでドンとあがって来る。」「･･･（略）･･･」「会社にとって
みれば、自ずと正社員への配分が厳しくなる（という傾向
が生じている。）」
（UAゼンセン流通部門ヒアリング、副部門長Ｕ氏、6月4
日。括弧内は筆者による補足。）

　要するに、誇張を恐れずに言えば、なお一部の
産業に限定されるとはいえ、パートや非正規雇用
従業員の賃金決定が、その社会的な重みを増し
つつあるということであろう。したがって、またそれに
相応して、労働組合側が春季労使交渉の戦略的
な組み立てを考えるに際しては、その位置づけをよ
り高める必要も出て来るということであろう。集中
回答日における大手労使の高めの回答が、その後
の中小労使の交渉や回答に波及していくという、
これまでのパターン・バーゲニング型の春闘方式だ
けでは、やはり支払能力の壁や格差の拡大を乗
り越えることはできない(cf. 熊沢[2013]、72頁)19。
あくまで熟さぬ私見に過ぎないが、「底上げ・底支
え」と「格差是正」のためには、従来的な相場形
成と波及の取り組みを一本の柱とすれば、これに
加えてもう一本のボトムアップ型の柱を春闘の中に
確立していく必要があるのではかなろうか。そして、
そのもう一本の柱の出発点には、言うまでもなく中
小未組織や非正規雇用労働者の組織化が位置
づくことになろう。

4. 結び：「人への投資」と組織業績管理

　第一節でも関説したように、〈目標面接＆査定〉
を基軸とする成果主義的人事管理の強化をとっ
ても、また社会問題化した非正規雇用の拡大を
とっても、さらには下請取引のありようと関連の深
い賃金労働条件の企業規模間格差の問題をと
りあげても、今日の日本の労働世界を特徴づける
諸問題は、その背景に様々な要因を持ちつつも、

同じ一つの淵源を共有しているように思われる。そ
して、その共通する淵源は、グローバル競争の激
化を背景に是非を超えたところで展開する、大企業
を中心とした事業経営における組織業績管理の強
まりということになろう。石田[2014]が指摘するよう
な、市場を向いて発想された業績目標の達成に向
けて、経営上位階層から職場レベルまで巻き込ん
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でＰＤＣＡを廻しきるという、そうした組織業績管理
の厳格化を視界に捉えることなしには、おそらく上述
したような今日的な労働問題を十全に論じることは
決してできない。そのように言うこともできよう20。
　これと関わって重要な問題は、今次春闘に際
して労働サイドが掲げた「人への投資」という理念
に、どのような具体的内容を込めていくかという問
題である。やはり株主重視・短期主義的経営へと
向かう動向を批判し、人材重視・長期主義的経
営の美質を訴求するというだけでは、その「人へ
の投資」のイメージは、労働組合としてはなお一般
的に過ぎるように思われる。一例をあげれば、非正
規雇用の拡大への対策としては、部門での原価
管理の目標やその達成のありように照準を合わせ
た参加や発言が、おそらく不可欠なものとなろう。ま
た、仕事銘柄基準での個別賃金要求の本格的な

拡がりのためには、各社の職場レベルでの労使協
議の充実や、それを踏まえて各社の仕事管理の
方式の異同を産別組織の場で広く交流していくこ
と、そうした地道な仕事管理への介入の試みがや
はり必要とされよう（cf. 石田[2003]、114頁）。要
するに、組織業績管理の仕組みと正面から向き
合って、その一コマ一コマに雇用取引当事者とし
ての立場や社会的要請を埋め込んでいくという、
明確な軸芯を持った本格的な経営参加のイメージ
が、「人への投資」という運動理念の中心に座ら
ねばならない。そのように思われるのである21。

＊電機連合やＪＡＭ、ＵＡゼンセン流通部門、金属労協

の役職員の方々からは、多忙な中にもかかわらず、ヒア

リングの快諾や資料の提供、草稿へのコメントなど、多く

の協力を頂いた。記して謝意を表しておきたい。

参考文献

石田光男[2003]　『仕事の社会科学：労働研究
のフロンティア』ミネルヴァ書房。

石田光男[2014]　「雇用関係の理論と方法のた
めに」埼玉大学『社会科学論集』第143号、11
月。

上田真士[2014]　「企業社会の変容と春闘：産
別組織ヒアリングからの知見」国際経済労働研
究所『Int'lecowk』第1042号、8月。

熊沢誠[2013]　『労働組合運動とはなにか：絆の
ある働き方をもとめて』岩波書店。

経団連事務局編[2015]　『2015年版　春季労
使交渉・労使協議の手引き』経団連出版。

ジャコービィ、Ｓ[2005]　『日本の人事部・アメリカ
の人事部：日米企業のコーポレート・ガバナンスと
雇用関係』(鈴木良始・伊藤健市・堀龍二訳)
東洋経済新報社。

電機連合[2009] 『電機連合の第6次賃金政策：
仕事基準による公正な賃金決定システムの確
立に向けて』。

中村圭介[2009]　『壁を壊す』（社）教育文化協
会、第一書林。

日本経団連[2015]  『2015年版　経営労働政策
委員会報告：生産性を高め、経済の好循環を目
指す』日本経済団体連合会。

連合[2014]　『2015 連合白書：2015春季生活
闘争の方針と課題』日本労働組合総連合会。

JAM[2015]　『月刊　JAM』第175号、2月。

ヒアリング調査一覧（日付）
　電機連合ヒアリング ： 2015年5月28日（木）

　ＪＡＭヒアリング ： 2015年6月3日（水）

　ＵＡゼンセン流通部門ヒアリング ： 2015年6月4日（木）



− 16 −

(Endnotes)

1  今次春闘を取り巻いた環境的諸条件については、連合［2014］、82-83頁や経団連事務局編［2015］、第1章及び第3章な
どを参照した。

2  連合［2014］、84-85頁を参照。

3  金属労協「2015年闘争評価と課題（中間まとめ）」2015年5月28日、7頁及び9頁。
4  従来的な日本的経営の特徴づけについては、例えばジャコービィ［2005］などを参照されたい。
5  「製品組立職基幹労働者」の仕事銘柄については、会社側から統一的な賃金水準改善回答を求める「統一要求基準」とは

異なり、それに準じた対応を各社にもとめる「統一目標基準」という位置づけである。従って、「統一目標基準」は、「回答不満
の際の闘争行動」の主題とはならない（電機連合［2009］、65頁）。また、電機連合による仕事銘柄基準での個別賃金要求
方式については、上田［2014］でも簡単に言及している。

6  統一闘争の組み立てについては、電機連合『第101回中央委員会議案書』2015年1月29・30日、57-78頁。
7  「スキル・能力等級」のモデル化については、詳しくは電機連合［2009］、49頁を参照されたい。
8  電機連合ヒアリング、書記次長Ｍ氏、5月28日。及び金属労協資料「2015年闘争要求・回答状況総括表」2015年5月27日

付けより。
9  金属労協資料「2015年闘争要求・回答状況総括表」、2015年5月27日付けより。

10   括弧内は筆者による補足。『月刊ＪＡＭ』第175号、2015年2月、5頁。
11 『月刊ＪＡＭ』第175号、2015年2月、28頁。及びＪＡＭヒアリング、労働・調査グループ長Ｋ氏、6月3日より。但し、補足しておけ
ば、ここでの底上げや格差是正の取り組みで重視されるステージは、初任給時点から30歳、35歳までの習熟過程であるという。
この点に関わって、K氏からはこの小論の草稿に対して、貴重なコメントを頂いた。
12  ＪＡＭヒアリング、労働・調査グループ長Ｋ氏、6月3日より。
13  GMS部会は、ＵＡゼンセン流通部門の中に設けられた部会組織。衣・食・住を全般的に取り扱う小売チェーンストアを、GMS

と呼ぶ。ＵＡゼンセン流通部門ヒアリング、副部門長Ｕ氏、6月4日より。
14  ここでの「部門長」は、非組合員となる店長・店次長より下層の職位。ＵＡゼンセン流通部門ヒアリング、副部門長Ｕ氏、6月4

日より。
15  回答者であるＵＡゼンセン流通部門の副部門長・U氏は、Ａ社労組委員長でもある。以下、この小論でのＡ社労組に関する

事例の記述は、6月4日に実施したＵ氏へのインタビューとその記録、および5月8日の連合寄附講座（於. 同志社大学）でのU
氏による配布資料などに基づいている。

16  ＵＡゼンセン流通部門ヒアリング、副部門長Ｕ氏、6月4日。及びＡ社労組に関する収集資料による。
17  ①②③の事項については、ＵＡゼンセン流通部門ヒアリング及びＡ社労組に関する収集資料による。
18  賃金改善要求については、ＵＡゼンセン流通部門『第3回　評議員会報告・議案書』2015年1月29日、「Ⅴ.正社員組合員の

要求」「Ⅵ.短時間組合員（パートタイマー・契約社員）等の要求」より。 
19  熊沢［2013］は、「産業別組合が交渉の主体であるアメリカでならば失業多発の不況期の弱小企業にのみ現れるパターンの

崩れが、日本ではむしろ常態」であるという。鋭い批判であるように思う。
20 この点については、例えば石田［2014］、47-48頁に示唆深い言及がある
21  石田［2014］、49頁を参照。組織業績管理をめぐる議論については、筆者は石田光男教授から多くを学んでいる。


