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21世紀の地球経済学

長崎県立大学准教授　小原　篤次

なぜ中央銀行総裁は政治家から選ばれないのか？

第 11 回
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　日本銀行総裁人事案は、衆参両院の同意を経て決まる。イタリアでは中央銀行総裁経験者が1990年代、首相

や大統領、バングラデシュでは2007年から2年間、首相代理を務めた例があるものの、中央銀行総裁は財務大臣と

違い、国会議員が兼務しない。中央銀行では、政治から一定限、距離をおく「中銀の独立性」という黄金律がある。

なぜ、中銀の独立性なのか。もっとも簡単な説明は中央銀行の歴史は古いということだ。中銀設立は、国債発行よ

り少し遅れるものの、民主主義を前提とする近代や現代の国家や政府の歴史より古い（表）。世界で最初の中央

銀行・スウェーデン国立銀行は1668年、英国イングランド銀行は1694年、スペイン銀行は1782年、それぞれ設立され

た。欧州で生まれた中央銀行制度は、王政時代、富裕層や資本家との連携で、紙幣発行、国債引き受けなど公的

な役割を担うが、民営銀行としてスタートする。中央集権が強い日本は明治維新の15年後、日本銀行が設立する。

そのモデルはベルギーだった。北米の新興国、米国とカナダは独立後も、長く紙幣発行は民間銀行に委ねた。FRB

設立は南北戦争終結から48年、独立宣言から数えると、137年になる。カナダ銀行は独立から中銀設立まで68年を

要している。

　中央銀行が欧州で設立当初、とくにイギリスやフランスで、戦費調達目的で国債を大量発行し、中央銀行が引き

受けた歴史がある。こうした財政規律の乱れから、「中銀の独立性」という考えが叫ばれるようになった。

「中銀の独立性」は金融政策の重要性とともに変化する

　歴史の次に、中銀が担当する金融政策と、財務省が担当する財政政策を比べると、政治との距離がわかる。金

融政策は、あくまでマクロ政策である。ひとつの国や経済共同体で共通する政策を実施する。例えば、東京と北海

道や沖縄の間で、景気動向が異なることがあっても、地域ごとに、異なる政策金利を実行しない。特定地域の政策

があるとすれば、地域金融機関の経営への対応くらいだろう。金融機関の監督は、国によって、中央銀行、財務省

と担当が分かれる。日本や英国などのように、金融監督機関が担

当する場合もある。対して、財政の歳出は、特定の地域に公共工

事を割り当て、特定業種に補助金を支出できる。歳入でも、税率

を中小企業や、特定地域の税率を軽減することが可能である。ま

た、地方ごとに公債発行を認めることもできる。政府が立案する財

政計画に対して、議会が承認権を持っている。こうした多様な国

民ニーズの調整こそが、まさに政治と言えよう。

　先進国で社会保障が整備されるのは第二次大戦後だ。高齢

化や経済成長の鈍化で、財政赤字を抱えることになり、財政を重

視したケインズ経済学は退潮する。ともにIMF経験があるマンデル

とフレミングは1960年代、変動相場制下では、歳出増は金利上

昇と自国通貨高で、輸入拡大を通じて景気刺激効果を相殺する

というモデルを示す。金融政策は財政や税制と違い議会承認を

受けず、機動的に実施できる。金融政策の重要性が高まるにつ

れ、中銀の黄金律も変化するのだろう 。  

1600 イギリス東インド会社設立
1614 オランダ国債発行
1668 スウェーデン国立銀行設立
1688-1689 名誉革命

イングランド銀行設立
イギリス国債発行
Ａスミス『国富論』
米国、独立宣言

1782 スペイン銀行設立
1792-1802 フランス革命戦争始まる
1800 フランス銀行設立
1801 米首都、フィラデルフィアからワシントンへ
1814 オランダ銀行設立
1861-1865 米国、南北戦争
1867 カナダ独立
1868 明治維新
1874 イギリス東インド会社解散
1882 日本銀行設立
1906 英労働党設立
1913 米国連邦準備制度（FRB)設立
1914-1918 第一次世界大戦
1929 大恐慌
1935 カナダ銀行設立
1946 労働党政権、イングランド銀行国有化
1969 第1回ノーベル経済学賞

1776

1694

表　中央銀行関連の年表
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中国・習近平新体制の確立
― 集団指導体制からの離脱 ―

　中国は３月に開いた全人代（全国人民代表大会・国会に当た
る）で国家主席の任期を撤廃する憲法改正を行った。この憲法
改正は約3000名の代議員の無期名投票で、賛成2958票、反対
２票、棄権３票の圧倒的多数で可決された。この結果、習近平主
席は２期目が終わる2023年以降も続投することとなった。この考
え方を盛り込んだ前回の改正は反対10票、棄権17票で可決さ
れた。国家元首としての国家主席の１期の任期は５年で、この時
は国家主席について「２期を超えて連続して就くことはできない」
とされていたが、今回の改定でこれを撤廃したので、習近平氏は
今回の改正で兼任している共産党のトップ＝蘇書記と軍のトップ
の中央軍事委員会主席には任期に明文化された上限がないた
め、2023年以降も制度上は引き続きこれらの地位を維持できる
ので、党・国家・軍３つのトップの地位を維持することとなる。
　憲法では、習氏の掲げる「習近平の新時代の中国の特色ある
社会主義思想」も明記するので中国の指導者の名前を冠した思
想が憲法に巻き込まれるのは「毛沢東思想」「鄧小平理論」に続
くものである。これに対して、江沢民・胡錦濤両氏主席経験者の
思想には氏名がつけられていないので固有の肩書とはなってい
ないのである。その意味で、習近平氏は毛沢東・鄧小平両氏に
並ぶ歴史的な指導者としての地位を固めるという狙いがあるとい
えよう。憲法には、「社会主義現代化強国」「中華民族の偉大な
復興」などの習近平氏が繰り返し使う言葉も盛り込まれている。
　共産党が国家を指導する中国では党が憲法を決めるので、そ
の党の頂点に立つ総書記習近平氏は党内の反対意見を押さえ
きれば憲法の改定は思うままである。かつて、1949年中華人民
共和国の建国を成功に導いた毛沢東氏は、76年に死去するま
で、党主席として最高指導者の地位を維持してきた。毛氏が発動
した文化大革命での反省から、鄧小平氏は集団指導体制への
転換を図り、82年の党規約の改正と憲法改正で党主席制を廃
止し、文革で途絶えた国家主席のポストを「2期10年まで」と明確
に定めて復活させた。中国は民主主義体制ではないので、優れ
た指導者でも任期が来たら下野させるという集団指導体制をいと
も簡単に壊してしまったといえる。
　汚職・腐敗の徹底した追放の上に成立した習近平体制は、集
団指導制を放棄して、この腐敗追放で活躍した王岐山氏を副主
席として終身政権に転換した。この体制は、「新シルクロード経済
圏構想」に基づく広域経済圏を基盤とした政権である。この強権
体制は、大中華民族の復興を掲げ、新しい経済圏の形成を通じ
て欧州に至ることを宣言した。期待も膨らむ一方で、その強権体
質による安保政策と経済政策の不安がある。（会長・板東　慧）
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　日本における難民問題は「認定数の少なさ」といわゆる「偽装難民問題」が中心で、それについては「国際

経済労働研究71巻」に記念講演として掲載して頂いた。その後の展開であるが、去る２月の法務省の発表で

は、2017年度における難民認定数は20人であり、難民と認められないものの人道的な理由から滞在を認め

られた者は45人だった。合わせると日本で保護された者の数は65人だ。他方で同年に日本で難民認定申請

をした者は19,628人にも上ったことから、外電などがまた「難民鎖国ニッポン」について記事を世界中に流す

だろう。確かに年間の難民認定による受け入れ数が20人というのは2000万人を越す世界の難民の救済の

点からはゼロに等しい。難民性審査に大変な労力（人件費など約5億円）をかけているにも関わらず日本の難

民認定制度は機能不全で、難民条約に加入している意義はほとんどないと言える。むしろ「難民に閉ざされた

国」として日本のイメージを悪くしている。

　認定数が少ない大きな理由は法務省の受け入れへの硬直的姿勢だ。そもそも1951年難民条約は、第二

次大戦後のヨーロッパの東西冷戦という状況の中で共産国政府による「迫害」（狙いうちで危害を加える）を

受けた者、言わば「政治難民」を難民とみなすが、今日の世界の難民の大半はシリアのように武力紛争や暴

力が蔓延する国での「命への危険」から逃れてくる「紛争難民」だ。つまり難民条約は現代の新しい難民状

況には合わないのだが、法務省は「迫害」概念に立脚する難民条約を厳格に守っているので、結果的にほと

んどの難民を排除してしまう。このような法務省の硬直的姿勢は裁判所にも支持され、「難民締め出し」は「経

路依存」性をもつ「岩盤規制」となっている。そのため「紛争難民」ですら「日本素通り(Japan passing)」をし

て認定数も認定率も低迷し、さらに「日本素通り」が加速するという「難民認定の罠」がみられる。政治レベル

での政策転換が無い限り、今後も年間の認定数は20人から30人に止まるだろう。

　日本の難民認定制度が意味をもつためには法務省が姿勢を弾力化し、「紛争難民」に対して人道的な「退

避機会」を与えるだけでなく、入国管理・難民認定法の中にいわゆる「補完的保護」など法的地位の安定し

た在留資格を導入すべきだろう。政府は厳格な認定を緩和すれば難民が日本に押し寄せることを懸念するよ

うだが、その可能性はない。例えば昨年に日本海沿岸に漂着した50人ほどの北朝鮮人の誰一人として日本で

難民申請をしなかった。「日本は難民が来たがる国」というのは幻想にすぎない。

　申請者の急増については、その大半が紛争などのない東南アジア諸国などからであって、多くが日本での

就労を希望する者であることは疑いがない。いわゆる「偽装難民」だが、彼らの多くい数千の中小事業所に

とって貴重な労働力として貢献していることを忘れてはならない。2018年から、法務省は難民性がまったく認

められない申請（借金取りから逃げる）や繰り返し申請をする者は就労を認めず、場合によっては在留も認め

ないという抑制措置をとるに及んで「偽装難民」は半減していると言われるが、今まで彼らを雇用していた中

小事業所は貴重な外国人材を失うことになる。難民認定問題と外国人労働者問題は連動しているのだ。

　その中で、法務省の厳格な難民認定をバイパスして日本での難民受け入れを実質的に進める流れが出て

いる。ひとつは2010年に開始されたミャンマー難民の第三国定住による受け入れで、昨年までに39家族152

人が受け入れられている。希望者の選考においては、「生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる」ことが条

難民と労働：日本型難民受け入れモデルを目指して

　認定NPO法人国連UNHCR協会　理事長
東洋英和女学院大学院　客員教授　滝澤　三郎
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件となるなど、難民というより労働移民の受け入れと似ていることを指摘したい。

　もう一つは、文科省や JICA(国際協力機構)が2017年からはじめたシリア難民の若者を「留学生」として

受け入れる事業だ。難民を受け入れても、日本語が不十分だったり、日本の学校教育を受けていないと安定し

た仕事を見つけて経済的・社会的に自立するのは難しい。他方で、意欲と能力のある難民に日本語学習と大

学教育を受ける機会を与えるなら、卒業後に「高度人材」として日本で活躍したり、いずれ平和の戻った本国

に帰って「平和構築人材」になることも可能だ。「難民」と聞くと身構えてしまう市民も「留学生」と聞くと歓迎す

るという社会的風潮もある。その中で「留学生」としての受け入れは日本にあった難民受け入れ方法と言える。

　留学生としての受け入れは「官」だけではなく「民」も積極的だ。UNHCR駐日事務所と国連UNHCR協会

は10年前から難民高等教育プログラム（Refugee Higher Education Program：RHEP）という事業を続け

ていて、既に50名以上の難民学生が大学教育を修了したり、現在学んでいる。参加大学も関西学院大学、

青山学院大学、明治大学、津田塾大学、創価大学、上智大学、明治学院大学、聖心女子大学の8大学に増

え、年間の受入枠は１１人になった。早稲田大学も大学院レベルで導入を検討中だ。入学金や授業料免除の

ほかに生活費補助もあるので、4年間の費用は一人につき1000万円前後になるが、この事業は受入れ大学

にも教育的メリットがある。難民学生の経験は、平和の中で育ち国際情勢に疎い日本人学生とっては衝撃的

で、苦難を乗り越えて異国でたくましく生きる難民学生から日本人学生は大きな刺激を受ける。「人道的支援

に積極的な大学」という社会的評価も大きなメリットだ。

　さらに、このような「留学生」の卒業後の受け皿として、または外国から直接に、企業が難民を労働者ないし

社員として受け入れる方法もある。ユニクロは数年前に難民100人の雇用を宣言し、既に50人以上が内外で

働いている。UNHCRも難民を「労働移民」として受け入れることを提唱している。日本政府は2018年2月に、

人手不足が深刻な介護、建設、農業などの分野で、専門性が高くない外国人労働者の受け入れ促進を決め

た。ならばそこに難民の受け入れを抱き合わせるというのはどうか。難民は保護を求める人々であるが多くは

就労経験があり、母国語を使えることを含め、働いて日本に貢献出来る人々でもある。つまり難民は単なる「負

担」ではなくて「機会」をもたらし得る人びとだ。外国人労働者の受け入れは日本にとっての「損得勘定」だけ

で決められるが、難民の受け入れは国際社会が日本に長年に亘って要請してきた人道的行動だ。例えば、難

民を日本語学校などに日本語を学ぶ「留学生」として受け入れ、日本語の力がついたらRHEPで大学教育を

受けてもらい、卒業後は日本企業に就職するというルートはどうだろう。このような受け入れ方法はコスト面から

も数は限られるだろうが、民間主導で教育と就労に重点を置いた実質的な難民受け入れを進める「日本型難

民受入れモデル」となりうる。

　今年の9月の国連総会では「難民にかかるグローバルコンパクト」の採択が予定されており、各国政府や市

民団体による地域別、テーマ別のコンサルテーションが続いている。上に述べた「日本型難民受け入れモデ

ル」は、「難民鎖国」を打破し、日本の経済社会にも寄与できるイニシアティブとして国際的に歓迎されるだろ

う。労働組合がこのようなイニシアティブをとることはできないだろうか。
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特　　�集
産業間関与（エンゲージメント）運動の

取り組み

　国際経済労働研究所では、所内に「産業間エンゲージメントワークショップ」事務局を置き、この運動の推進を図

ろうとしている。今回、この取り組みをさらに広げていくため、本誌でも特集を企画した。

　まず、この取り組みの経緯を簡単に振り返っておきたい。起点となったのは、2011年～ 2013年にかけて開催さ

れた「日本の強み・弱み―その仕分け」研究プロジェクトの議論である。この研究プロジェクトは、日本の各産業の

強みや弱みを一から検討し、あるべき方向性の提言、労働組合が具体的に取り組んでいく運動を志向したもので

あった。各産業を支えるには、産業の中だけで考えるのではなく、他の産業が互いに関与（エンゲージメント）しあわ

なければならない、という「産業間関与（エンゲージメント）」を具体的に、また運動として進めていくため、議論は研究

ワークショップへと引き継がれた。2014年から始まった研究ワークショップでは、各産業から労働組合が参加し、エ

ンゲージポイント（各産業がぜひ知ってほしい、支えてほしいと思うポイント）とエンゲージ行動を検討するワークショッ

プを行った。この研究ワークショップは、これまでにⅡ期開催され、約50組織が参加している。研究ワークショップの

成果は、ウェブサイト（http://www.iewri.or.jp/engagement/）で公開している。

　本来は、私たち一人ひとりがそれぞれの産業を支える立場であり、私たちの行動が、産業を支えることにも衰えさ

せることにもつながる。まずは、各産業のエンゲージポイントを知り、少しずつ行動を変えていくことが、ひいては産業

や社会を変えていくことにもつながるといえる。

　特集１では、「産業間関与（エンゲージメント）の取り組みについて」と題し、（公社）国際経済労働研究所　専務

理事兼統括研究員の八木隆一郎氏が執筆している。「日本の強み・弱み―その『仕分け』研究プロジェクト」から

研究ワークショップの取り組みへとつながる流れ、研究プロジェクトのねらいや成果等が詳しくまとめられている。さら

に、ワークショップにおける議論を元に、この運動の可能性と、今後の展開の方向性についても述べている。

　特集２では、同研究所研究員、産業間エンゲージメントワークショップ事務局の向井有由理子氏により、ワーク

ショップの成果を紹介している。現在、ウェブサイトには11組織の事例が掲載されてお

り、ここでは例として、その中から４組織の事例を紹介している（テルモ労働組合：医療

の安全保障、帝国ホテル労働組合：居心地のいい社会づくりをホテルから、日本郵政

グループ労働組合：全国約24,000のネットワークによる「日本全国の利用者とつな

がる力」を維持・活用しよう！、味の素労働組合：食品廃棄の現状を知って下さい！）。

　この運動に少しでも興味をもたれた方は、ぜひウェブサイトもみていただき、まずは

各産業の取り組みやエンゲージポイントを知るところから、始めてみてほしい。

※  産業間エンゲージメント運動のシンボルマークは、互いに喜びあう一体感を表す「ハイタッチ」をモチーフ
に、大きさの違う手で示された様々な産業や会社、人々の間で生まれる共感と一体感が表現されている。ふた
つの手は翼も表しており、今後、運動が大きく飛躍していくことを願うデザインとなっている。

産業間エンゲージメント運動の
シンボルマーク
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１.�「満足」から「関与（エンゲージメント）」へ

　国際経済労働研究所（主に社会心理研究事

業部）では、社会構成主義の立場から第30回共

同意識調査（ＯＮ･Ｉ･ＯＮ２）を1990年から展開し

てきた。戦後の高度成長期にはすでに労働運動

がピークアウトし衰退過程にあった当時から広く行

われていた組合員を対象にした意識調査の実態

は、組合員「満足」度調査であり、執行部が組合

員に組合活動の評価を求め「満足」を問うという

メッセージを組合員に投げかけることに他ならな

かった。このままこれを続けていては、いずれ組合

員は「高い組合費」に見合う「サービス」を要求す

る「お客様」として社会的に構成されていくことに

なる。本来、組合員は「お客様」ではなく組織の

「成員（メンバー）」である。執行部は「御用聞き」を

して「サービス」する機関ではない。したがって、顧

客満足（ＣＳ）の発想で組合員の意識動向を把握

しようとするだけでは、労働組合としての理念は見

失われ、調査結果に基づく活動は、もはや「運動」

ではなくなる。こういったコンセプトのもと、観測すべ

き指標として組合員「満足」ではなく組合への「関

与」を提唱した。今や多くの労働組合がこのコンセ

プトに賛同し、労働調査運動としてのＯＮ・Ｉ・ＯＮ２

に参画し、また参加関与型の組織として、あるいは

運動そのものを再生させようという運動自体に参

画するようになってきた（2017年時点で参加組織

人員240万人）。

　近年、経営の視点も従業員満足（ＥＳ）から従

業員関与（エンゲージメント）へと移行しているが、

ＯＮ･Ｉ･ＯＮ２では当初から、従業員としての組合

員の会社への関与を測定し「働きがい」の最大の

規定因であることを確認してきた。さらにエンゲージ

メントは顧客にも適用される概念となっている。そも

そも「満足」が過剰に追求されたがゆえに、「神

様」であったはずの顧客がむしろ「モンスター」と

いった「悪魔」のような存在になり、やはり関与（エ

ンゲージメント）が問われるようになってきたのであ

る。まさに「満足」から「関与」への流れはとどまると

ころを知らない。そういった動きと相まって、ＯＮ･Ｉ･

ＯＮ２では、社会や地域の一員であるという自覚を

持ち、責任ある行動を果たしていくという「社会関

与」についても測定し、提言している。これら社会

関与や会社関与といった指標は、内発的なモティ

ベーションと外発的なモティベーションのバランス指

標に加味されることによって、将来の企業業績と

の関係がさらに高くなることも確認され、労働組合

からの経営提言のひとつの方向性が示されたとい

える。その組合員の社会への関与意識が従業員と

しての会社業績への貢献にかかわるからである。
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　わが国における「失われた20年」の間、世界は

市場原理主義によって、「売り買い」「損得」の世

界を肥大化させ、社会の隅々まで行き渡らせようと

した。「原理主義」による行き過ぎゆえに、リーマン

ショック後、バランスを回復しようという動きがまさに

「ソーシャルビジネス」や「ソーシャルマーケティング」

であり、「満足」ではなく「エンゲージメント（関与）」

なのであろう。

　組合員はお客様ではなくメンバーである。会社も

従業員に関与（エンゲージメント）を求めなければ

ならなくなってきた。ＯＮ・Ｉ・ＯＮ２においても、組合

員としてだけでなく従業員としてもお客様化してい

るのではないか、と疑われるような集計結果が見ら

れた。そして、社会的な運動を忘れた労働組合の

問題は、今後より深刻な形で社会全体の問題と

化していくだろう。

　失われた20年を経てもなお、わが国の閉塞的

状況は打開されず、リーマンショックの後、混迷の

度合いが増していた。多くの組合役員や組合員と

話していても「日本の将来」「産業の行く末」「会

社の未来」への不安が語られた。当時のマスコミ

やインターネットの情報に接していたら仕方がないこ

となのかもしれないが、皆が白けている政治の問

題など、そもそも「運動」はどうしたのだろうか。ＯＮ・

Ｉ・ＯＮ２のデータでも国政レベルの問題や社会的

な問題への関与が低かったが、実は、漠然とした

不安という意味では、最大の関心事なのだ。ただ、

様々な政策が提案されているが、具体的な行動の

レベルでベクトルが一致しない。そもそも一人ひとり

の市民のレベルでの関与がなかった。そこで、「日

本の強み・弱みーその仕分け」研究プロジェクトは、

ブレインストーミング的に、わが国の強みと弱みを一

から検討し直す作業を行い、最終的には、多くの

力が結集されうるような今後のあるべき方向性に

ついての政策的な提言を行うことをめざした。労働

組合をメンバーとし、提言された政策を運動として

どう展開していくかを基本的研究課題としたいと、

事務局のレベルで考えた。「日本型企業統治研究

会」（2003年～ 2004年）に続き、本山美彦所長

が主査として再登板して、今回は、労働組合が取

り組む運動を最初から明確に志向しようとねらい

を定めた。

2.�「日本の強み・弱みーその仕分け」研究プロジェクトの
「ねらい」としての産業間関与

３.�「日本の強み・弱みーその仕分け」研究プロジェクトの成果

　研究プロジェクトは、2011年～ 2013年にかけて

開催された。各回の内容を簡単に振り返っておきた

い。なお、各回の発表者の役職は当時のものである。

　まず最初は、本山主査から、アソシエーションの

復活、生産と消費の分配に皆で携わる社会を復

建していかなければならない、という基調提起から

スタートした。

　東京大学大学院ものづくり経営研究センター

長・藤本教授は、複雑な設計が日本の強みであ

り、現場が強いが本社が弱い、強い本社に必要な

ものは、設計図が読める事務屋と戦略が分かる技

術屋であり、「複雑で面倒なものは日本で引き受け
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る」と世界に認めてもらうことだ、それは、増えること

はあっても減ることのない「オタク」な客であり、「違

いがわかる客を育てる」ことだ、と提起された。強み

として仕分けて残すべきものは「調整能力が高い

チームワーク型の現場」と「調整をたくさん必要と

するインテグラル設計」という相性のいい組み合わ

せであり、実際、アーキテクチャ（設計思想）を簡単

に測定して、インテグラル（すりあわせ）度の順に並

べると、輸出比率が高いという傾向にある、と指摘

されている。そして、「生活」「企業」「現場」の３つ

が揃ってはじめてバランスがとれる、とまとめている。

　ＪＥＣ総研の山本代表からは、20年前の化学産

業は国際競争力も弱く規模も小さく、自動車・電機

と比べて売上高利益率が半分しかなかったが、今

では逆転しているとの発表があった。実際、今や日

本の化学産業が生み出す高機能化学製品の世

界シェアは80％～ 100％といったものがたくさんあ

る。化学産業は同業間取引が多く、産業連関に組

み込まれているので、経済学の法則通り簡単に

「負けたら退場」とはいかない。しかも、ユーザー企

業と連携して「求められるものをつくって」きた。そ

の結果として「多様な機能を持った材料の創造」

につながった、と説明していただいた。

　関西大学・小川准教授には、国際経済労働研

究所のワーキングチームとともに客観的統計データ

の整理に携わっていただいた。客観的な統計デー

タから、日本企業は最終製品で他国の後塵を拝し

ているといえるが、中間製品を生産する技術力や

それを担保する研究開発および特許は世界に冠

たるものがある、と指摘している。

　ＪＡＭの宮本産業政策グループ長は、ものづくり

を支える中小企業の「人材確保と技能伝承」の問

題を指摘された。電機産業などは、デジタル化に

よって、東京大学・藤本教授のいう、高精度で難

しい技術が必要でなくなった影響が大きく、それを

支える中小企業も苦境に陥った、という。

　ＵＡゼンセン・流通部門の木暮事務局長は、流

通産業政策の紹介の中で、その労働の特性を、

生産と消費が同時に起き、同一品質のサービスの

再現性が低いことから、働く者が人間性を発揮し、

個々の創意と革新性のある働き方を追求するこ

と、と述 べている。サービス業 のＴＦＰ（Total 

Factor Productivity：全要素生産性。生産性を

示す指標の一つ。あらゆる生産要素の投入量と

産出量の関係を示す）の水準が決して低くないこ

とも指摘している。同じＧＭＳでも、ウォルマートとイ

オンやイトーヨーカドーの違いがまさにここにあった、

と考えたい。同じく、イオングループ労連の新妻会

長には、ずばり「産業間政策」と「消費者関与」と

いう２つの論点を提起していただいた。

　関西学院大学の奥野教授の講演からは、「ジャ

パンクール」（奥野教授が命名）と呼ばれているマ

ンガ・アニメ・ゲーム・フィギュアといったオタク文化

からＪファッション、ＪＰＯＰに至るサブカルチャーの

源流が江戸時代にあり、わが国は、それ以前の古

来から文化力を有していたこと、その「モノづくり」

ならぬ「モノ語りづくり」の国であったこと、それが

「ジャパンクール」という形で、世界から評価されて

いることを再確認させていただいた。作り手のネット

ワークとともに、二次創作のような、コミュニティーの

問題も指摘された。

　情報労連の才木政策局長の報告からは、現代

ではすべての産業の基盤ともなっている情報産

業の裾野の実態を知り、このままで放置すること

は、わが国の将来を危うくする、と感じられた。

　フード連合の山本事務局長からは、世界無形

文化遺産ともなったわが国の食文化がいかに優

れたものかをあらためて確認するとともに、その安

全・安心・安定・環境の面で、流通業や消費者の

関与がいかに問われているのかがよくわかる報告
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をしていただいた。

　日本郵政グループ労組の増田書記次長から

は、世界最高水準ともいえる宅配や郵便のサービ

スが「職人」集団のなせる技であったことが報告さ

れた。郵便物を見れば、家の風景が目に浮かび、

配達の過程で機械的なミスにも「違和感」を感じ

て発覚するほどであったことを紹介いただいた。

我々は、ある意味、高コストかもしれないが、過疎地

も含めた地域サポートのネットワークを失いつつある

ということを学んだ。

　兵庫県立大学経営学部の池田教授からは、地

域問題に対する労働運動の可能性について語っ

ていただいた。

　新日鐵住金労連の大森会長からは、世界最高

水準の技術を誇るわが国の鉄鋼の製造現場に非

正規労働者を一切入れていないことが凋落した

電機業界との違いであると教えていただいた。

　京都大学の内田准教授には、比較文化心理

学の観点から解説していただいた。冒頭にも述べ

たように、ＯＮ・Ｉ・ＯＮ２などは、社会構成主義の立

場に立って調査研究を進め発信してきたが、まさ

に、集団主義をはじめとして、戦後つくりだされた

「社会的現実」がここにもあった。日本人は決して

「集団主義」という訳ではない。上記の各産業の

強みを確認する中で、その背景には日本人の「和

を以て貴しと為す」という「集団主義」や「勤勉さ」

があるというのは、単純で理解しやすい。けれども、

「勤勉性」は判然とせず、「集団主義」は超個人

主義のアメリカなどとの比較において形成されてき

たイメージに過ぎない、ということのようだ。

　研究会の中で、２度ほど紹介された、Hofstede

の研究によれば、わが国の特徴は「不確実性の

回避」や「長期志向」「男性性」にある。そして、

「不確実性の回避」などの特性が「すりあわせ」や

「しがらみ」などを生み出した、と考えることができ

る。それが結果として「集団主義」的な社会になっ

た。個人としての日本人の単純な「集団主義：自分

の利益よりも所属している集団を優先させる態度

や考え方」ではなかった。

　何はともあれ、結果として、裾野の中小零細企

業から完成品メーカーに至る職場内での「すりあ

わせ」のモノづくり、「同業間取引」や「ユーザーと

のすりあわせ」から高機能化学製品をつくり出す

化学産業、やや高コストの日本型流通業、作り手と

ユーザーの関係が織りなすコンテンツの世界、それ

は、情報や物流、観光などのサービスにも適応でき

る特性である。「強み」―――強みが言い過ぎであ

れば、そういった「特徴」を生み出してきた、といえる。

　各産業や各社の組合員がどんなに自分たちだ

けで努力していても、解決しないことは明らかであ

る。互いが関与（エンゲージ）しなければ解決でき

ない。それこそ、（労働）運動の出番かもしれない。

職場内外の問題解決を自ら担うための運動体に

他ならない労働組合が、運動として展開してもい

いはずである。各産業の強みや弱みをさらに整理

４.�「産業間関与（エンゲージメント）」研究ワークショップへ

し、各産業の取引先や利用者、消費者あるいは生

活者として他産業の組合員たちが関与（エンゲー

ジ）するという運動である。

　お手本はエコロジーである。ＣＯ２が指標であるこ

と自体はいささか怪しい。そもそもＣＯ２が環境そのも

のか、というと大きなギャップがある。けれども、この

「ものさし」を明確にしたことで、運動としては大い



− 11 −

に成功した。国、地域、産業、企業、職場、家庭、

個人と各階層、各分野で具体的にエンゲージする

ことが明示されている。各級各層で大なり小なりエ

コロジーの運動に参画できる。

　「日本の強み・弱みーその仕分け」研究プロジェ

クトは、そもそも事務局のレベルで、そこまでの具体

的な運動につなげたいという「ねらい」があった、と

述べた。そういった運動を志向したい、と考えてい

た。本研究プロジェクトを通じて、各産業の強みと

弱みはある程度、整理するための議論を行うこと

ができ、少なくとも強みに関しては、そのアプローチ

の可能性が見えてきた、といえる。さらに具体的な

運動まで、しかも組合員が取り組む運動につなげ

たい、ということを考えるならば、具体的な行動がリ

ストアップされなければならない。そのために、研究

所において労働調査運動をまさに体現するものと

して新たに設けられた、「研究ワークショップ」の枠

組みを用いることができる。研究プロジェクトの成果

を受けて、自身の属する産業や会社の「強み」す

５.�「産業間エンゲージメント」研究ワークショップを実施して

なわち、世界に無くてはならない貢献ポイント、ある

意味、アイデンティティを、あらためて各産業からの

参加者が勉強し、互いが、従業員や組合員とし

て、取引先や利用者、消費者あるいは生活者とし

て他産業に関与（エンゲージ）するための具体的

な行動項目を整理するということを行ってみよう

と、研究プロジェクトの議論は、「産業間エンゲージ

メント」研究ワークショップに引き継がれ、組合員一

人ひとりの具体的な運動につなげるべく展開して

いくことになった。多くの組合員が抱く、会社の将

来、産業の行く末、日本の未来に対して、運動の

束になるのは、どのような行動なのかという議論を、

さらに具体化するための取り組みである。

　具体的というのは、これまでの認識を変えるため

のエンゲージのポイントとなる視点（エンゲージポイン

トと呼ぶ）と、その認識を変えるための納得材料（い

わゆるエビデンス）と、実行されるべき行動のリスト

をつくることにある。特に最後の行動リストが具体

的であることが重要である。

　冒頭にも述べたように、一見社会に無関心に見

える組合員であっても、直接話してみると、会社の

将来、産業の行く末、日本の未来に不安を抱いて

いる。しかも、未来という社会的現実は、まだ確定

していない。私たちがこれから作り出す社会的現

実だからである。さらに、会社の将来などというもの

は、組合員すなわち社員だけで決まるものでは決

してない。取引先、顧客、株主、地域社会からのま

さしくエンゲージで決まる。

　そこで、ビジネスにおけるライバル“企業”間では

難しい、“運動”ができないか。労働運動にその可

能性を求めて研究ワークショップを組織した。労働

組合という、数百万人のエリートサラリーマンの集

団、わが国で最も恵まれたエリートサラリーマンが本

気で運動すればどれだけ世の中を変えられるか、

想像してほしい。

　各産業、各会社のエンゲージポイントを仕分け

し、足の引っ張り合いをやめて、むしろ支えあったな

ら、衰退過程にあるかにみえる日本の社会を再興

させ、むしろ世界に貢献する強力な国として復活

させることができるかもしれない。

　「弱者である労働者が一致団結して地位の向

上を図る」といった理念があっても、当の組合員に

その自覚はない。そもそも、人として多くの不平や
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不満を抱えていたとしても、格差の広がった現代

社会の中で、むしろ比較的恵まれたエリートサラ

リーマンの集団と化した多くの労働組合員にとっ

て、「立ちあがって団結して闘わなければならない

ほど困っている」とは思っていない。

　しかし、（例1）労使交渉の時、組合のトップで

あっても、退任したら部下になってしまう。（例２）部

品メーカーの組合の役員や産業別組織の代表で

あっても、完成品メーカーに対して、その立場は？

（例３）個々のメーカーのトップや業界団体といえど

も、巨大流通に対して、その立場は？（例４）サラ

リーマンとしてはエリートであるＭＲであっても、医師

に対しては？・・・などと考えれば、まさに、個人、

個別の企業や企業別組織、個々の産業では弱い

立場というものはある。だから、個々人、個々の企

業や組織が矢面に立たない、「団結」が力を発揮

することになる。

　社会的現実は、多くの人の意識と行動が変わら

なければ、変えることができない。たとえ「意識」を

変えることができたとしても、すなわち、たとえ意識

（思い）があったとしても、行動コストが高ければ、

「行動」（アクション）にはつながらない。逆に、他産

業の人、日本国民が「それは知らなかった」「そん

なことになっているのか」という形で「認識」を変え、

「自分たちが行動を変えることで支えなければ」と

思ってもらえる点、それがエンゲージポイントである。

これに対して、具体的な行動が提示されていれ

ば、その行動は引き起こされやすい。

　もちろん、実際にワークショップを行ってみて、そ

のリストの作成は容易ではないことが、よくわかっ

た。一般の従業員よりも情報豊富なはずの組合役

員や、仕事で営業を担っている人でさえ、営業のポ

イントとエンゲージポイントがまったく異なることが、改

めて認識できた。また、“こちらが立てばあちらが立

たず”という形で、問題がマトリックスになっていて、

単純な解決策が導き出せない、ということもあった。

　それでも、参加メンバー全員ではないが、リストと

言えるものが複数提出された。インターネット上にす

でにある調査等にプラスアルファした程度の調査

があれば、なんとかなりそうなものもたくさんあった。

　今回のリスト、エビデンスを含めた具体的なエン

ゲージポイントと行動のリストが研究ワークショップの

成果として公表されれば、後続のメンバーは、作業

のイメージが今後一層明確になる。これから、メン

バー、参加組織を入れ替えながら、リストを積み重

ねていき、最終的には、運動につなげていける、と

いうこともわかった。

　当初は、今後、Ⅲ期以降もＷＳ（ワークショップ）

の回を重ねていきながら、具体的なエンゲージ行

動のリストを充実させ、最終的にはまとめて公表し、

何らかの形で、多くの労働組合、産業別組織、もち

ろん、一人ひとりの組合員に運動を広げていこうと

しか考えていなかった。

　しかし今は、産業間関与（エンゲージメント）運動

の事務局を国際経済労働研究所に置き、ある程

度のリストアップが出来た段階で、ＷＥＢ上で公表

し、運動への参加を募るべきだと考えている。すな

わち、ＷＳの参加者や参加組織の組合員だけでな

く、広く不特定多数の方に（その提案が魅力的で

ありさえすれば、ではあるが）、提案することになる。

そうすれば、閉塞感の中で、どう行動すればいい

いのか悩んでいた人の中から、個人的にでも行動

に移す人たちが出てくるかもしれない。これにより、

ＷＳの参加組織やその組合員だけでなく、並行し

て、多くの人たちが参加する運動になる可能性が

早まり、エンゲージポイントやそれに対する行動のリ

ストが外部からも多く寄せられ、ＷＳの中からリスト

アップされる作業も並行することが出来ると考えら

れる。
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　産業間エンゲージメントワークショップは、2014年

８月に第Ⅰ期・第１回目が東京、大阪の２か所で開

催されて始まった。「現場から産業のことを考える」

という試みの下、集まったメンバーは、普段実際に

現場で各産業の最前線に携わりつつ、組合役員

を担う非専従の組合役員の方を中心に構成され

た。第Ⅰ期（2014年～ 2015年）は30組織、第Ⅱ期

（2016年～ 2017年）は22組織が参加した。

　ワークショップは２回の会合とグループごとの

SNS上でのやり取りによって議論が進められた。

１回目の会合において、各組織から自産業のエン

ゲージポイント（注）を示し、グループに分かれた議論

の中で、そのエンゲージポイントについてどのような

エビデンスが必要かを探っていった。その後、SNS

での議論を通じて、エンゲージポイントへの納得性

を高めるための資料を集め、他産業の組合員に

とってはどのようなエンゲージ行動が可能なのかに

ついて、第２回の会合で発表するという形でワーク

ショップを進めた。

　その中から、個人がエンゲージ可能なエンゲージ

ポイントとエンゲージ行動を産業間エンゲージメント

運動のWEBサイトにワークショップの成果として公

開している。残念ながら、参加した全組織（産業）

のエンゲージポイントとエンゲージ行動を紹介する

には至っていないものの、現在11の組織から提示

されたエンゲージポイントについての記事がPDFの

形でダウンロード可能である。

　ここでは、その中から、第Ⅰ期に参加した医療機

器産業のテルモ労働組合（以下テルモ労組）の

「医療の安全保障～医療機器の自給自足を守ろ

う！～」、サービス産業の帝国ホテル労働組合（以

下帝国ホテル労組）の「居心地のいい社会づくり

をホテルから～帝国ホテルのホスピタリティ～」、第

Ⅱ期に参加した郵便事業の日本郵政グループ労

働組合（以下JP労組）の「全国約24,000のネット

ワークによる『日本全国の利用者とつながる力』を

維持・活用しよう！」、食品産業の味の素労働組合

（以下味の素労組）の「食品廃棄の現状を知って

ください！～食べ物の『もったいない！』を見直そう！

～」を例として取り上げる。ここでは簡単に触れる

だけに留まり、各産業の右ページの資料は、ＷＥＢ

サイトに公開されているものの1ページ目のみであ

る。興味を持ってもらったものについては、是非

WEBサイトのPDFをダウンロードして読んでいただ

くことを切に願う。

（注） エンゲージポイントとは、各産業が「ぜひ知っ
てほしい」「支えてほしい」ポイントのこと。
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気づかされた“医療の安全保障”
　テルモ労組から示されたのは、「医療の安全保

障」、主には医療機器などを自給自足することの

大切さだった。日本の食料自給率の低さはメディア

等でしばしば指摘され、話題になることもあるが、

医療機器や医薬品の生産国や地域を意識してい

る人がどれほどいるだろうか。2013年の厚生労働

省の資料によると、医療機器の国内売上高に占

める海外製品の割合は44.4%とされている（資料

１参照）。平成28年度の食料自給率は農林水産

省の発表では、生産額ベースでは68%とされてお

り、単純には比較できないものの、自給率の低さと

いう課題は医療機器にも十分当てはまる水準であ

る。「生命関連商品」を扱っていることが医療産業

を特徴づける起点であり、医療の自給率は食糧の

自給率と同様に我々の生命の維持に直結してい

る。

　テルモ労組からは、そうした自給率の低さから、

海外製品を使う現在の日本の医療が抱える危うさ

が指摘されている。医療機器を海外製品に頼って

いる状況では、災害や外交上の問題から輸送網

が断たれれば、即、命の危険につながる。それだけ

でなく、「生命関連商品」という特徴から、製品に高

度な品質を求める日本においては厳しい審査基準

があり、承認のハードルの高さが指摘されている。そ

れは、コスト面では高額になり、医療費の増加につ

ながるというデメリットは確かにある一方で、安全性

と有効性の確保に寄与していることが指摘されて

いる。また、海外との品質基準や製品への意識の

違いだけでなく、対象者の体格の違いなど、安価な

海外製品に潜む危険性を知ることとなった。

　テルモ労組からの指摘は、日本の安全な医療を

支える高度な品質の医療機器は、臨床現場とのや

り取りを通してたゆまぬ改善・改良を繰り返してきた

成果なのだと実感させるものであった。私個人として

は、食品の産地や生産者を気にしたことは多くても、

医療機器については病院や医師が使用しているも

のなのだから、きちんとしたものだろうと盲目的に信じ

て関心を払ってこなかったことを自覚させられた。

　ワークショップでは、「高度な品質と安全」という

日本の医療産業の強みを今後も維持するために、

我々個人ができるエンゲージ行動は、自分が受けた

い医療はどんな医療なのかを考え、その実現に向

けて意思表示をしていくことが示された。医療機関

が購入する医療機器に対し、患者である我々が意

見することは難しいかもしれないが、できるだけ意見

を医療機関にフィードバックすることは少しは可能か

もしれない。WEBで示す資料の中では、最も重要

な行動として、投票行動で意志を示していくことが

提案されている。効果的な医薬品ほど副作用がつ

きものである。それと同じように、医療産業をめぐる

様々な政策、医療費の削減、混合診療、営利法人

の病院経営などといった政策にも功罪の両方があ

り、どのような選択をすべきか、望む医療とは何か

を我々が真剣に考え、その実現に寄与する投票行

動をとることが日本の医療産業の強さになってい

く。ワークショップにおけるテルモ労組からの発表は、

「医療大国日本」は我々一人ひとりのエンゲージが

実現する大きな財産であることを改めて知らせてく

れるものであった。

医療の安全保障
～医療機器の自給自足を守ろう！～

テルモ労働組合

右ページの続きはこちらか
らご覧ください（各産業の
資料ページにアクセスでき

ます）。➡
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資料 1
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ホテルにある「ホスピタリティ」という文化

　帝国ホテル労組からは、「ホスピタリティ」という居

心地の良い社会づくりにつながる関係性へのアプ

ローチを可能にする風土がシティホテルで育まれて

きたことが示された。「ホスピタリティ」と「サービス」は

どう違うのだろうか。日常的には、我々はほとんど同

義の言葉として使用してしまっているのではないだ

ろうか。帝国ホテル労組は「ホスピタリティ」は見知ら

ぬ相手との関係づくりに互いが寄与することから生

まれることを、具体的な事例として示している。

　我々が見知らぬ人や見知らぬ土地に不安を感

じるのは自然な感情だ。「ホスピタリティ」はそうした

不安を解消することで、居心地の良い空間、社会

を作るための働きかけである。「サービス」はその目

に見えない質を安定させるためにマニュアル化する

ことができても、「ホスピタリティ」はマニュアル化でき

ないという指摘は、資料２に示されているような具

体例を知ればなるほどと思わせられる。個人的に

は、③のような行動は嬉しいし、是非とも気づきたい

と感じた。

　「ホスピタリティ」は見知らぬ他者や見知らぬ土

地に直面して感じる不安を軽減してくれる働きかけ

であり、それは、もてなす側と利用する側が互いに

信頼関係構築のために心がけ、行動してこそ実現

できるものであると示されている。一方通行では、

「ホスピタリティ」は完成されない。もてなす側の働き

かけを、受け取る側が気づき、フィードバックすること

で。互いの信頼関係や居心地のよい空間を作りだ

すことができる。

　オリンピック誘致の際にアピールされたような日本

の“おもてなし”＝高度な「ホスピタリティ」は、日本の

サービス産業の大きな強みである。その強みを維持

するためのエンゲージ行動として、指摘されている

のは利用者である我々の顧客力である。帝国ホテ

ル労組からは、顧客力とは①その場にいる皆が居

心地よく感じるようなホテルの雰囲気づくりに関わ

る意識、②ホテルからのホスピタリティ実現のための

働きかけを受けとり、楽しむ力、③古典落語から江

戸の町を思い描けるように、興味を持って知る意

欲、④単に不機嫌に怒るのではなく事実を指摘し

叱る力、と表現されている。

　「笑顔は無料」といったサービス産業の在り方

は、本来、その笑顔を受け取った側もまた笑顔とい

う金銭ではない対価を払う、つまり相互に働きかけ

ることで成り立ってきたのではないだろうか。帝国ホ

テル労組の記事は、名ホテルなどに代表されるよう

な日本のサービス産業の「ホスピタリティ」を実現して

きた顧客力に我々は誇りを持つとともに、自らの顧

客力を磨くことを忘れてはならないと気づかせてく

れた。

右ページの続きはこちらか
らご覧ください（各産業の
資料ページにアクセスでき

ます）。➡

居心地のいい社会づくりをホテルから
～帝国ホテルのホスピタリティ～

帝国ホテル労働組合
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地域ネットワークとしての郵便局網の価値

　JP労組からは、エンゲージポイントとして、ユニ

バーサルサービスの担い手として全国を網羅する

郵便局網の維持と活用が示された。ユニバーサル

サービスとは、誰もが受けられる公共的なサービス

のことを指しており、郵便局は長年、郵便、保険、

金融の３つのユニバーサルサービスを担ってきて

いる。このユニバーサルサービスの提供を支えてい

るのが、全国に張り巡らされた郵便局のネットワー

クである。この郵便局ネットワークほど全国を網羅

的にカバーしている店舗網はない。コンビニエンス

ストアの数は大手３社を合わせると、すでに郵便局

の数を遥かに超えているが、資料３に示す通り、都

市部に集中しており、全国を網羅するという点に

おいて郵便局に勝るものはない。少子高齢化や

都市部への人口の集中の状況を考えれば、今後

全国を網羅できるような有人のネットワークが構築

されることは期待できず、郵便局に期待される役

割は大きくなると考えられる。

　しかし、このネットワークの維持は、日本郵政、日

本郵便の経営努力によってのみ支えられている

現状である。昨年、ヤマト運輸の宅配料金の値上

げをきっかけに話題をさらった、荷物の輸送をめぐ

る厳しい状況は郵便局にも等しく当てはまる。荷物

の増加の一方で、郵便物は減少し、配送のコスト

は変わらないまま、収入は減少していく。早晩、現

在のネットワークの維持は困難になっていくと予測

されている。郵便局のネットワークの崩壊に伴い、

現在享受しているユニバーサルサービスも受けるこ

とが困難になる。郵便物が毎日届かないなどの状

況は、海外では珍しいことではないが、投函の数日

内には相手先に届くことが当たり前になってしまっ

た我々にとっては脅威にもなる。そのネットワークを

肩代わりすることのできる民間企業が今後表れる

とは期待できないことは、現在の運輸業界を見れ

ば明らかなのではないだろうか。

　貴重な財産である郵便局網を維持していくため

のエンゲージ行動として、JP労組からは、利用者で

ある我々の積極的なネットワークの活用を提案され

た。具体的には、信書は郵便で出すこと、全国の

拠点・ネットワーク・機動力を活用した経済活動の

活発化、郵便事業が支える地域の暮らしを考える

ことである。都市部では、郵便局は必ずしも必要

不可欠な存在ではないかもしれないが、多くの都

市住民は地方で暮らす親や親戚をもっているだろ

う。想像力を広げ、ネットワークの維持にエンゲージ

することは、地域や年齢による格差の是正をも可

能にする。町のスーパーや百貨店が閉店されるこ

とが決まってから、不便になると嘆いてももはや手

遅れであるように、閉鎖が決定されてからでは間

に合わない。「もしも」のときに必要と感じるものこ

そ、日々の暮らしの中で利用することを通じて維持

していくことが我々の安全な日常を守ることになる

のだろう。

右ページの続きはこちらか
らご覧ください（各産業の
資料ページにアクセスでき

ます）。➡

全国約24,000のネットワークによる
「日本全国の利用者とつながる力」を維持・活用しよう！

日本郵政グループ労働組合



− 19 −

資料 3



− 20 −

“安心してください、食べられますよ”
　味の素労組から、食品業界のエンゲージポイント

として示されたのは食品廃棄の問題であった。農

林水産省から発表される食品由来の廃棄物の量

は、資料４に示された平成25年度は2,797万トン、

まだ食べられる可食分は632万トンである。これは

毎年発表されて若干の減少はあるものの、我々は

茶碗１杯程度の食料を毎日捨てている計算にな

る。これは「豊かな日本」の象徴のようでありなが

ら、その豊かさが国民全体で享受できているわけ

ではないことは、OECDの中でも高い子どもの相

対的貧困率が示す通りである。

　食品廃棄量の多さという産業の課題を解決す

る方法として、味の素労組からは、①食品を買う・

食べる需要側と食品を作る・売る供給側のバラン

スを揃える、②余った食料を力量が足りていない

人へ提供する仕組みを作ることで、食料を食べら

れる人を増やす、③技術や意識の改革により、食

品の食べられる期間を延ばすといった方法が示さ

れている。ワークショップを通じ、我々は食べきれな

いほど作ることや注文すること、閉店間際の店内

にその日のうちに食べなければいけないはずのお

惣菜などがいくつも選べるような状況に慣れてし

まってはいないかと考えさせられた。

　日常的に実行可能なエンゲージメント行動として

は、消費期限と賞味期限を正しく理解して、消費

行動を見直すこと、外食で余った料理も持ち帰る

ことができるか聞く習慣をつけることを提示してい

る。消費期限とは、未開封のときに「安全に」食べ

られる期限であり、賞味期限とは未開封で保存方

法を守っていれば「おいしく」食べられる期限であ

る。食べ物はできるだけ新鮮な方が良いという我々

の意識が、賞味期限であっても１日過ぎれば食べ

るのを躊躇し、廃棄という行動を誘発してしまって

いる。消費期限や賞味期限などという記載のな

かった時代には、我々は自ら口に入れる食品の安

全性を確認していたはずだ。味の素労組からの

「安心してください、食べられますよ！」というメッセー

ジは、自ら判断するということを放棄してしまってい

る自分自身を痛感する印象的なフレーズだった。

　第Ⅱ期ではミスター・ドーナッツの事業従事者を

含むダスキン労働組合からも、食品廃棄の削減と

いうエンゲージポイントが示されており、食品産業が

抱える大きな課題であることが推察される。業界が

行っている食品廃棄を削減する動きとしては、加

工食品の「３分の１ルール」と呼ばれる商習慣を

見直していこうという動きもある。「３分の１ルール」

とは、賞味期限の１／３を小売店への納品期限、

次の１／３を小売店での販売期限としている商習

慣のことである。この期限を超えるとメーカーへ返

品されたり、販売されずに廃棄されたりする。海外

と比べても短いこの期限を見直すことで廃棄量の

削減が期待されている。外食の余った料理の持ち

帰りについても、ドギーバッグなどの取り組みも行

われている。多方面からアプローチされているこの

課題ではあるが、消費者として、一人ひとりがエン

ゲージしていくことの重要性をワークショップの議論

を通じて感じさせられた。

右ページの続きはこちらか
らご覧ください（各産業の
資料ページにアクセスでき

ます）。➡

食品廃棄の現状を知ってください！
～食べ物の「もったいない！」を見直そう！～

味の素労働組合
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　産業間エンゲージメントワークショップを第Ⅰ期、第

Ⅱ期と実施してきたが、WEBで紹介できているエン

ゲージポイントは11組織分である。ワークショップ自

体が手探りの中、単に「買いたい」だけではなく、

「エンゲージしたい」と皆が感じるポイントを示した

り、そう感じるような説得材料（エビデンス）を示して

いくことの難しさも感じた。そうした中でも、ワーク

ショップを通じて、各産業の第一線で働く組合員か

ら聞く情報は発見の連続であることは間違いな

い。コスパやお得かどうかという基準に偏った購買

行動、定期的な安売りによって特価＝通常価格と

いう認識になってしまっているような商品の存在、

縮小する市場の中で高度な技術や高付加価値

の商品によって生き残ってきた企業の技術力など

改めて自らの行動を考え直す機会を得た。

　一方で、他国への情報流出などにより世界シェ

アを失う品目があるなど、「日本の強み・弱み―そ

の仕分け」研究プロジェクトで指摘されたような

「強み」が必ずしも現在まで変わらず維持されてい

るわけではない状況も耳にした。常にエンゲージ行

動を取るということは難しいかもしれない。しかし、

ワークショップで議論されたエンゲージポイント、エン

ゲージ行動を知ることは確実に私の行動に影響を

与えていると感じる。まずは、「知ってみる」というだ

けで十分なエンゲージの示し方であると思って、

WEBサイトを覗いてみてほしい。

ま�と�め

◆産業間エンゲージメントＷＥＢサイト

　http://www.iewri.or.jp/engagement/

　ＱＲコードからもご覧いただけます。

◆「産業間エンゲージメント運動」を一緒に広げましょう！

　この運動をより広げていくため、バナーを配布しています。

　ぜひリンクをお願いします。

（右はバナー見本。バナーのサイズは３種類あり、

ご希望のサイズを選んでいただけます）

◆お問い合わせ

　本記事やバナーに関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

産業間エンゲージメントワークショップ事務局

〒573-0162　大阪市中央区北浜東３−１４　大阪府立労働センター４Ｆ

公益社団法人 国際経済労働研究所内　　電話番号　06-6943-9490



2018
第4回：�教育無償化と教育改革

明治学院大学　経済学部　准教授
齋藤 隆志
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　昨年の衆院選で大勝した安倍内閣が掲げた「人づくり革
命」の目玉政策として、幼児・高等教育の無償化の実施が
挙げられる。この政策パッケージには、消費税率を10％に引き
上げる際の増税分の使途変更による１兆7千億円、企業から
の拠出金による3千億円の計２兆円が充てられることになる。
我が国では従来から、社会保障支出が高齢者向けに偏って
いるという批判が強かっただけに、将来世代のための教育に
投資を行うこと自体には、識者を含め多くの国民が反対して
いない。しかし、その手段の妥当性については大いに議論が
別れているところである。また、教育無償化は教育を受ける者
の「量」を増やす政策であるが、その教育の「質」を高める教
育機関の改革も重要な政策である。今回は、最近の論壇誌
等に掲載された教育関連の論文をもとに、この問題を考察し
てみたい。

教育無償化への批判
　橘玲（作家）「教育無償化は税金のムダ使いだ」（『文
藝春秋』3月号）は、タイトルからして手厳しい。教育にこれ以
上の税を投入するためには、教育投資が社会の役に立つと
いう決定的な証拠が必要だが、まず幼児教育については、
米国の研究で「5歳までの貧困層の子どもの幼児教育を無
償化したケース」において、社会全体の投資収益率が15～
17％となったことが示されたのみであることを紹介し、全面無
償化の根拠とはなり得ないと述べた上で、貧困家庭の子ども
への支援を充実させるべきだという。また大学無償化に関し
ては、北欧の場合、会社が社員教育を実学重視の大学にア
ウトソースしているため、そのコストを税金で負担することを厭
わないのであって、日本とは事情が異なると述べる。
　中室牧子（慶應義塾大学准教授）「教育無償化の論
点」（『中央公論』3月号）も、幼児教育・高等教育の無償化
に対して批判的である。まず前者について、上記の米国の研
究と、保護者の経済力の違いによって、子どもたちの学力や
非認知能力（意欲、忍耐力など）の格差は小学年低学年で
すでに始まっているという日本の分析結果から、不利な環境
にいる子どもたちが質の高い幼児教育にアクセスできることの
効果は高いと見積もっている。しかしその手段として、無償化
という需要サイドに働きかける再分配政策をとっても、我が国
の幼児教育就学率がすでに高いため効果が小さく、まずは
保育所の「量」の増加といった形での待機児童対策が喫緊
の課題であり、さらには「質」の保証に向けて取り組みを本格
化させる必要があるという。そして、こうした教育の供給サイド
に働きかける投資戦略についての議論がなされていないと
批判するのである。高等教育の無償化については、大学が目
の前に乱立する補助金トラップから抜け出せず、依然として
真に研究や教育の質を高める方法を見出せていない中、無

償化を行うことに意味があるのかと問うている。

幼児教育の現場
　幼児教育の無償化で需要サイドが刺激される一方、供給
サイドへの働きかけが弱いという現状では、当然のことながら
現場へのしわ寄せが深刻なものになると予想される。小林美
希（ジャーナリスト）「職業としての保育園」（『世界』3月号）
は取材により、株式会社が運営する認可保育所における待
遇の悪さと過重労働を明らかにしている。つまり、保育所の
新規開設が猛烈な勢いで進んでおり、「量」については改善
が進んでいる一方、「質」についてはやはり大きな問題があ
ると言えそうである。株式会社において人件費が低く抑えら
れている理由として、市区町村が運営費として支払う「委託
費」が規制緩和により弾力的に運用できることが認められて
いるため、「人件費」分が「園長の人件費」や「新しい保育所
の開設」などに流用されていることを突き止めている。その結
果、保育士の離職が激しく、頻繁に先生が変わってしまい、子
どもの発達に良くないという。
　池本美香（日本総研主任研究員）「シリーズ・幼児教
育無償化を考える② 効果的な保育制度への転換を」

（『NHK解説アーカイブス』1月16日）でも、無償化より優
先すべき課題を待機児童の解消、保育の質の確保、保育制
度の効率化の三つを挙げている。このうち、効率化に関して
は、所管官庁を一元化したり、国と園を直接オンラインで接続
したりして、行政事務の効率化を図っているニュージーランド
の事例を紹介している。さらに、同国では円と保護者の情報
共有を促すため、スマートフォンで子供の活動をやりとりするシ
ステムが利用されているという。いずれも、我が国で検討する
価値は高そうだ。

大学「改革」と現場の疲弊
　先の中室氏のように、無償化の前にやるべきこと、つまり大
学改革が重要であるという意見は多い。吉川洋（立正大学
教授）「『高等教育の無償化』を言う前に」（『中央公論』
3月号）も、規制緩和で私立大学が急増し、経営難や定員
割れの大学が多数ある中で、税金を使うのは無責任であり、
まずは有為な人材を生み出す真の大学の名に値する大学
づくりが先だと強調する。とはいえ、改革の試みが必ずしも大
学の競争力を高める方向に働いていないことには注意が必
要だ。苅谷剛彦（オックスフォード大学教授）「『大学性悪説』
の論理が日本の大学を疲弊させる」（『週刊東洋経済』
2018.2.10号）では、日本では大学の貢献度への否定的判
断を前提に改革が必要だと主張されるという。改革内容は、
大学が育成してこなかったグローバル人材を生み出すことと
され、そこからの演繹型思考でグローバル人材育成という政
策課題が出される。苅谷氏は、こうした論法からは実現性の
低い政策しか出てこず、そのような改革は形骸化し、大学人
には徒労感が募り、その結果大学への社会へのリスペクトも
支援も得られないと訴える。これに対して、英国では大学への
社会のリスペクトが残っているため、大学が経済に貢献してい
る事実を、過去の実績に基づいて帰納的に示し、それゆえ大
学への投資が必要だと訴える論法が通用すると指摘した上
で、我が国であれば例えばグローバル人材の定義やその形
成過程、需要などを実績から帰納的に積み上げ、日本の大
学の実際の貢献を、憶測を交えずに評価する必要性を説く。
　教育への投資効果を最大限に引き出すために、厳密な実
証分析に基づいた政策決定プロセスを実現すべきである。す
でに手法は確立され、他国のものまで含めれば参考にできる
研究は多数ある。そのことに気付いている政策担当者も、す
でにいるはずである。

齋藤隆志（さいとう・たかし　企業経済学、労働経済学）
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明日の組合政治活動のために（その二十）

早稲田大学社会科学総合学術院　教授　篠田　徹

　さて今回は、3月14日の一斉回答日を終えた日本

と、全体の交渉過程の位置づけにおいてこれに対

応する金属労組（IGメタル）の主要地域で、少し前

に重要な団体協約が締結されたドイツの春闘を比較

検討しながら、労組の明日を考えたい。

　これを読まれる方は、今年の一斉回答が数字の

上では、満額回答を含め、労働側にとって好ましい

結果であったことはご存知かもしれない。

　これを「官製春闘」の影響という人もあろう。ただ

経営側が早い段階で、「今年は出す」という意向を

示したのはそれだけではなかろう。やはり人手不足に

加え、今後は「人への投資」が何より大事だという認

識が広く共有されているからだと思う。

　またこの連載でも指摘した、連合の新執行部に対

する、ある種の「御祝儀」相場ともいえる自動車の対

応をいう人もあろう。

　ただ連合効果をいうのであれば、これまでのパター

ンセッターである大企業頼みではなく、場合によって

は企業秩序をいい意味で考慮しない、個別労使の

独自の奮起を促してきたことが大分可視化されてき

た点こそ、いわれるべきだと思う。これが今後の下請

けを含む中堅、中小に前年以上に拡大するか、注視

したいところではある。

　もっとも今回の状況を、より広い文脈で眺めてみる

と、賃上げ水準をめぐる課題だけでは、労組の役割

は十分果たせなくなり、国民的生活対話の機会であ

る折角の春闘が、必ずしもその意味を従前のように

は発揮できておらず、しかもそれが労働側の「想像

力」と「創造力」に欠けるところがあるように見える点

が気になる。

　例えばトヨタ自動車は、今年回答の仕方を変えてき

た。賃上げ幅を割合で示し、数字の上では極めてい

いものだが、それは高く出やすい非正規をはじめす

べての構成員を含めたものだからである。

　数字の操作だといいたいのではない。非正規と正

規という二分法を越えた多様性と一体性を人的資

源への投資において示したものとして、経営側が従

来の発想を超えて先手を打ったということを指摘した

いのだ。

　さらに経営トップは、今回の交渉で労組側のある

意味「経営頼み」の旧態依然たる発想に落胆したと

いう。ここで経営側は、グローバル企業としての今後

を企業別労組としてどこまで真剣に考え、それを真

摯にぶつけてくることを期待したようだが、筆者はそ
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れだけではまだ旧態から十分脱していないと思う。

　結論からいえば、今年の春闘には、「働き方改革」

を前提とした要求内容の全面組み替え、もっと簡単

にいうと要求を支える労組側の生活観と世界観の

見直しへの「突っ込み不足」がなかったか。

　その思いは、今年のドイツ春闘を見ていて一層強

まった。ドイツ春闘でも牽引役は、最大の金属労組

が担うようだが、今年は警告ストを含む例年にない意

気込みで、交渉に当たった。その結果、賃上げは日

本流の労働側の要求と経営側の回答を「足して2で

割る」４％（四捨五入）だったが、今回労組が力を入

れたのは、「生活時間権」ともいうべき時短要求であ

る。

　ドイツに限らずヨーロッパの労組が、以前から時短

に熱心であることはよく知られていることである。ただ

それはいつも働く側にどれ位働くかの選択を、大きな

所得減の心配をせずに与えることに特色があった。

つまりライフスタイルの自由を個々人に保障する、筆

者がいう「生活時間権」とはそのような意味である。

　これをドイツでは、今回は介護や子育てという国民

の間で最も関心の高い生活問題を絡め、一時離職

と職場復帰の問題に焦点を当てて要求してきた。

　これは経営側にとって、労働時間の弾力化という、

これまた「柔軟な生産体制」がグローバル経済の中

で生き残る重要な課題となっている中で是非とも議

論したい問題と重なった。

　つまりAIやロボット、グローバルサプライチェーン、ポ

ピュリズムなど、今世界の政治経済、社会文化でか

まびすしく語られる話は、結局個々人が良く生きなが

ら他の人びとや環境と共生できる（国連の持続可能

な成長目標などに表現される）世界をつくるにあたっ

て、あらゆる意味で仕事と生活の関係をそれに関わ

るすべての人びとがどう構想し、いかに実現していく

のかという問題に行きつく。

　ここでドイツ金属労組の交渉や妥結の内容を紹介

する余裕はないが、今回の問題が今後も継続して労

使で協議され、今述べた観点からの未来指向なもの

であったことは間違いない。

　そして春闘の効験を強調してきた筆者にとって、ド

イツ春闘がいってみれば地球と人類の未来にとって

大事な、それでいてきわめて具体的でわかりやすい

課題を、労使関係という我々が持つ物事の決め方

の大事な技法を使って漸進的に解決していこうとし

ていることに感銘を受ける。

　ただこれは日本でもできることなのだ。そこで大事な

のは、個人の人生と地球の運命をどこかで結びつけ

ながら、それを労使関係の枠組みと交渉に落とし込

んでいくという、考えてみれば途方もない仕掛けの有

難さを理解し、それを活用できる仕事に誇りと喜びを

持ち、そこに知性と理性のありったけを投入しようとす

る労組の気概だ。

　まずは今年の春闘がひと段落したら、それぞれの

労組で、来春闘に向けて、活動報告書の内容を今

述べた観点から考えてみよう。そして組合員の生活

実態や希望や悩みに耳を傾けながら、それらを包含

する新しい物語を構想してみよう。

　大変だができないことではない。多くの労組の議

案書はいまだに、古くは１00年前、あるいは半世紀

前、また石油ショック後に先輩たちが、当時の状況の

中で同じ様な観点とやりかたで考えてきた情勢分析

や運動目標が雛型になっているのだから。

　



國學院大學経済学部　教授　本田　一成

－�横江康秀と全ユニー労働組合（上）－

「チェーンストア労働組合列伝」―― 第9回

− 26 −

１. はじめに
　中部地方を基盤とする日本有数チェーンストア

のユニーの前身企業の１つは、ほていやである。そ

の起源は1927年に古川政次郎と秀一の兄弟が

横浜市で創業した古川呉服店であった。戦後は

ほていや呉服店に改称した店と名古屋市に開業

した呉服店に分かれ、さらに、ほていや呉服店の

創業メンバーが名古屋市の大須で4店舗を運営

する分立経営に移行した。1950年には横浜の店

舗を含めすべて統合し、古川政次郎を社長に据

えて、株式会社ほていやを設立した。その後は、静

岡、岐阜、神奈川へのエリア拡大と、食品部門の

運営開始により大きく成長した。

　もう１つの前身企業の西川屋チェンはもともと

1912年に西川長十が名古屋市中川区で開業し

た履物店であったが、1928年には西川呉服店へ

転業し、呉服だけでなく洋品や雑貨も扱いながら

営業を拡大した。1947年に名古屋市港区内に移

転し、長男の西川義雄とともに営業を再開し、さら

に1950年に株式会社にした際に三男の西川俊

男が参加した。新規出店や店舗拡張により拡大

をはじめたが、1959年の伊勢湾台風によって店

舗は大きな打撃を受けた。これ以後、チェーン志

向を強めるとともに、衣料品を拡張し食品販売に

も乗り出して成長した。さらに、名古屋市内だけで

なく小牧市、犬山市、半田市など愛知県内への

チェーン展開を本格化させ、1963年には西川屋

チェンに改称した。

　このように、ライバルとして激しく競合した中部地

方第1位のほていやと第2位の西川屋チェンの２

つのチェーンストアが合併して誕生したのがユニー

であった。シリーズ第5話は、キーパーソンの横江康

秀に着目しながら全ユニー労組のケースを取り上

げよう。

　

２. 全ほていや社組と全西川屋社組
　経営者の強力な売上絶対主義の下で急成長

を遂げたほていやだが、1週間も帰宅できないなど

就労環境が過酷で、労働者の不満は最高潮に

達していた。小売業の他社で徐々に労組が結成

されたこともあり、ほていやの労働者たちも労組の

結成を画策した。1968年12月、この年に入社した

労働者が主体となり、ほていや労働組合（ほてい

や労組、委員長青島雅昭、書記長前田泰男）が

結成された。青島雅昭は、人事課に所属しており、

「ブラック企業」の全体像を見通せる立場にいた

ため、躊躇することなく早々と準備に入って結成

に漕ぎつけたのである。

　ところが、労組の結成を急いだ青島雅昭らの相

談先は愛労評であった。総評系の階級闘争的な

活動が懸念されたため、ほていや労組の組合員

は26人にとどまった。この時、会社に対して大きな
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不満があるにせよ、総評系労組や少数派労組を

忌避したグループが発生し、同じく1968年12月に

全ほていや社員組合（全ほていや社組、委員長

若林稔、書記長山田邦紀）が第2組合として結成

された。

　若林稔は、実は青島雅昭から労組結成の協力

を求められていた。総評系労組としての活動を懸

念し同舟を拒否して静観していたが、結成後にほ

ていや労組の組織拡大がままならず、いずれ無謀

な活動に突進することを見抜いて素早く第2組合

の結成に動いた。全ほていや社組は、全支部から

約20人の結成賛同者を集めて暫定執行委員を

決定し、全ほていや社組の結成宣言と趣意書を

社長の高木久徳に手渡して通告した。その直後か

ら精力的にオルグに入って一気に1800人以上の

組合員をまとめた。1969年1月には臨時組合大会

を開催し、役員、規約、予算などを決定した。組合

員は約2600人に増え、圧倒的多数が加入する組

合となったところで、会社側へほていや労組の組

合員の差別的待遇を行わないよう申し入れ、全ほ

ていや社組への加入を勧めた。このため、ほてい

や労組は活動を停止した。

　西川屋チェンでも、労働組合の結成の動きが

あったが、会社側が労組に否定的で厳しい監視

を続けたことで結成に至らなかった。しかし、1969

年に株式会社ユニーが設立されると、立ち消えと

なっていた労組結成の動きが活発になった。両社

の合併により、ほていやの労働者は全ほていや社

組の組合員として着実な活動を続けて労使関係

を形成しているのに対して、西川屋チェンには組

合すらないことが劣位な情勢であり不均衡な状態

であると認識されはじめたからである。また、西川屋

チェンの労働者にとっては、ほていやとの合併だ

けでなくマルサンや銀杏屋などの関係会社の合併

があり、激変を乗り切るために労働者集団としてま

とまりたいとの意識が強く働いた。

　西川屋チェンの労働者たちはこの好機を見逃

さず、一気に組合の結成へ動き出した。なお若林

稔が率いる全ほていや社組は、精力的に結成を

支援した。1969年12月の結成準備大会を経て、

1970年1月に組合結成大会を開催し、約1350人

の全西川屋チェン社員組合（全西川屋チェン社

組、委員長加藤大喜、書記長横江康秀）が誕生し

た。

　書記長となった横江康秀は1945年に山口県

下関市で生まれ、名古屋市で育った。国鉄通信

技師の父親が死亡したことで母親の実家のある

名古屋市に戻り兄弟5人の母子家庭で育った。

1948年に養子縁組により横江姓になり、笠寺小

学校、本城中学校、明和高校を経て、早稲田大

学商学部へ進学した。大学公認の珠算研究会に

入って、その関係から学生健康保険組合に参加

し、3年生からは学生理事となった。就職先は地元

を希望し、マーケティングの講義で知ったSSDDS

こそが若さをぶつけてのし上がる企業であり産業

であると思い定めていた。奇しくも最初はほていや

を希望したが、選考のタイミングが合わず、次善策

で西川屋チェンを受けて合格したのである。

　横江秀康が入社した1969年には西川屋チェン

は13店舗を展開していたが、配属先は福利厚生、

社会保険、社員寮、レクリエーション、食事関係など

を扱う総務部厚生課であった。だが、1年を待たず

に組合結成の動きがはじまり、社員会館の会議室

で開かれる結成有志グループの会合に出ていた

が、やがて結成準備委員になった。いよいよ結成

の前日という時に、書記長候補が辞退したため、

委員長候補の加藤大喜の説得に応じる形で横江

秀康が書記長に就任した。ただし、全西川屋チェ

ン労組の結成後も、例えば、ユニオンショップ協定

の締結や労組事務所の貸与などで難色を示す場

面があるなど、社長の西川俊男は必ずしも労組に

対する理解を高めたわけではなかった。
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　だがいずれにせよ、全ほていや社組、全西川屋

チェン社組が揃い、ユニーの労組結成にとって有

利な条件が整ったことになる。

　

３. 全ユニー労組の結成
　会社が合併によって両組合の合同も容易に想

像された。ところが、1970年8月21日と発表されて

いた両社の合併が延期になった。合併に向けた

調整をする中で、合併比率、業績、役員構成など

を巡って、相互の調整が進展しなかったのである。

ついに合併の延期が発表されたが、延期というの

は方便で白紙撤回となる可能性が非常に高かっ

た。

　だが、会社側は既に1970年2月に、全ほていや

社組、全西川屋チェン社組それぞれの3役に正式

に合併について説明していたため、両組合は合

同へ動きはじめていた。1970年5月に2回の合同

会議を開催した後に「ＮＨ（西川屋・ほていや）協

議会」に移行させ、新労組の結成に向けた具体

的な検討や準備を続けた。その後、3回のＮＨ協議

会を経て労組役員を人選したところで1970年7月

に労組結成準備委員会を発足させた。

　すなわち、会社側は合併問題で揺れていたが、

全ほていや社組、全西川屋チェン社組は予定通

り合同の準備を停止しなかった。1970年9月に

は泰然自若として、両組合がそれぞれの定期大

会で全ユニー労組の結成を機関決定するに至っ

た。1970年10月、愛知県勤労会館で結成大会を

開催し、両組合が合同して全ユニー労働組合（全

ユニー労組）が誕生した。委員長は若林稔（旧全

ほていや社組委員長）、書記長は山田邦紀（旧全

ほていや社組委員長）が就任し、副委員長はじめ

他の役員は旧両組合からたすき掛けで選任され

た。横江康秀は、執行委員に着任した。

　こうした全ユニー労組の決断と実行は、前代未

聞の事例といってよい。その背景には、会社の合

併にも労働者側が参加するという強力な信念が

あり、また、会社側が振り上げたユニーという旗を

勝手に降ろそうとするのは許さない、両社の労働

者の生活を守るべき、合同して大規模なチェーンス

トアとして成長すべき、という組合員たちの要求が

ある。両社の遠心力を両組合の求心力でつなぎ

とめたことになる。その意味で全ユニー労組は、結

成時から非常に大きな役割を果たした。全ユニー

労組が結成されなければ、ユニーは存在せず、

チェーンストア業界の歴史は変わっていたのであ

る。

　なお、全ユニー労組は結成時に全国チェーン

労協に加盟した。ただし、正確には継続加盟であ

り、旧全ほていや社組が結成された直後に全国

チェーン労協から強い働きかけを受けて加盟して

いた。1969年5月の第8回会議へ参加してオブ

ザーバー加盟し、1969年10月の第9回会議で正

式加盟した。若林稔をはじめ旧全ほていや社組の

結成グループは、全国チェーン労協の生みの親の

一人で全ダイエー労組委員長の松吉英男を訪問

し助言を仰いでいたので当然といえよう。また、そ

の旧全ほていや社組から結成支援を受けた旧全

西川屋チェン社組も1970年2月の第10回会議へ

初参加して正式加盟した。

　全ユニー労組はこれ以降、全西友労組、イズミ

ヤ労組、神戸灘生協労組とともに、ゼンセンの組

織化に応じず、企業別組合の自主的な活動や労

使関係を求めて活動を進めたのである。

執筆者の本田一成氏が、本連載に関連する新著
『オルグ！オルグ！オルグ！　労働組合はいかにして
つくられたか』（2018年、新評論刊、384頁）を発
行しました。割引注文書は、office.orgorgorg@
gmail.com まで。



− 29 −

欧米社会政治事情欧米社会政治事情欧米社会政治事情欧米社会政治事情 21

第3回： 英語で読める欧米社会政治
関連書籍

　今月は、久しぶりに「今月の社会政治本」である。

今回は機会があって訪れた、とあるアメリカの大都市

近郊の公共図書館で見つけた社会政治本、それも

労働に関したものについていくつか紹介しよう。

　まずはRick WartzmanのThe end of loyalty : 

the rise and fall of good jobs in America 

（PublicAffairs、2017）。これは、いってみれば、以前

からいわれていたアメリカの中西部をはじめとしたか

つての産業の中心地がグローバリゼーションで空洞

化した話と、最近のトランプ選挙に顕著に出た、これ

ら地域とそこに住むブルーカラーなどの白人労働者の

「ポピュリズム化」をつなぎ、それを第二次大戦後の

繁栄がもたらし、また支えもした国家と社会への中産

階級を中心とした国民の求心力の盛衰という大きな

視野で捉えなおしたもの。題名が示唆するように、

「良い仕事」は個人だけでなく社会や国も支えるとい

う主張だ。

　この議論のひとつの帰結とも考えられるのが、次の

Louis UchitelleのMaking it : why manufacturing 

still matters （The New Press、2017）。これは、製

造業は個人を良く生かし、地域を人びとが共に生き

る地域にし、ひいては社会をポジティブにまとめるい

今月の社会政治本
わばもうひとつの「公共事業」と捉え、国や地方の政

府はその意義を重視して製造業を地域に残すため

に公的資金を投入し、産業政策を立案、実行すべき

だと唱える。一見抽象的な論旨だが、著者はニュー

ヨークタイムスで長年労働関係の記事を書いてきた

ベテラン記者で、具体的な話がふんだんにでてきて

説得力がある。

　さらにRichard E. OcejoのMasters of craft : old 

jobs in the new urban economy（Princeton 

University Press、2017）で、社会学者の筆者が

ニューヨークのバーテンダーとして参与観察した調査

内容がベースになっている。関心は、最近大卒などか

つては縁がなかった階層の若者やウォールストリート

からの脱サラ中高年が、バーテンダーや料理人などと

いった古くからある都会のサービス職人になる状況を

探ることにあったようだ。日本でもこの手の話は結構

あるが、どこか「変わり者」の先入観が見え隠れする

のに対して、この本はこれがこれからの都市や経済

社会のありようとして常態化するという見立てが底に

あって興味深い。

　労働や仕事のこれまでの歴史社会学的な俯瞰的

な分析に立って、これからのありようを考える本と並

んで、これまでとは違った労働運動のありようをレポー

トするのが以下の２冊である。

　まずSusan L. MarquisのI am not a tractor ! : 

how Florida farmworkers took on the fast food 
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　本連載では、以下の複数コラムを毎月数本ずつご紹介しています。

① 「今月の進歩派社会政治」：英語で読める欧米進歩派雑誌の社会政治関連記事

② 「今月の社会政治論文」：英語で読める欧米学術雑誌の社会政治関連論文

③ 「今月の社会政治本」：英語で読める欧米社会政治関連書籍

④ 「今月の社会政治レポート」：英語で読める欧米シンクタンク報告

⑤ 「今月の社会政治記事」：英語で読める欧米新聞の社会政治関連記事

⑥ 「今月の北米」：米国、カナダのローカル紙に見る素顔の北米社会

giants and won （ILR Press, an imprint of Cornell 

University Press、2017）だ。

　これはフロリダの大規模農園労働者を組織化し、

グローバル食品企業との交渉で成果を挙げた話だ

が、中心になったのは既存の労組ではない。彼ら彼

女ら中南米からの新移民がこうむっている劣悪な労

働条件の改善に集まったさまざまなステークホルダー

（利害関係者）が草の根で作り出した実行委員会が

それをした。

　ラディカルな運動で有名な世界産業労働者同盟

（IWW）による1910年代前後の中西部の穀物収穫

や西北部、南西部の森林伐採労働者の組織化、

1960 ～ 70年代のカリフォルニアのシーダー・シャベ

ツの運動、また80年代から90年代のオハイオのトマト

労働者の組織化など、アメリカ労働運動の傍流なが

ら、社会運動的労働運動の伝統を引き継ぐ農業労

働者運動は、この本が示すように21世紀でも意気盛

んだ。ただこれまでと違うのは、この分野が得意とする

ステークホルダー連合による実行委員会方式が、主

流の労働運動を凌駕する勢いを持ちつつあること

だ。ちなみに出版元はアメリカの労使関係学部の最

高峰、コーネル大学のそれ専属の出版社だ。

　このタイプの労働運動はもはや農業労働者の専

売特許ではない。中南米移民が多く集まる大都市

サービス産業でも、その勢いは増している。この流れ

の画期をなしたのがご存知、最低賃金15ドル運動だ

が、次の Jonathan RosenblumのBeyond $15 : 

immigrant workers, faith activists, and the revival 

of the labor movement （Beacon Press、2017）は、そ

の元祖、シアトルの運動の詳細を追いながら、この古

くて新しいアメリカの労働運動を論じたものだ。 

　これらの本の内容と意義については、機会を改め

て論じたいが、こうした本が今続々と出版され、公共

図書館に配架され、借り出されていく状況こそ、アメリ

カの社会政治のいまを映し出していないか。
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年  月

生　産
指　数

（鉱工業）

生産者
製品在庫
率指数

（鉱工業）

稼働率
指　数
製造（工業）

機　械
受　注
船舶・電力（除く民需）

工　作
機　械
受　注
総　額

建築着工
総　 計

（床面積）

企業倒産
負債総額（千万以上）

貿 易 統 計

輸 出 輸 入 差 引

10＝100 10＝100 10＝100 億　円 100万円 1000㎡ 件　数 百 万 円
2013 97.0 109.0 97.3 93,232 1,117,049 148,456 10,855 69,774,193 81,242,545 -11,468,352
2014 98.9 109.3 101.4 97,805 1,578,546 130,791 9,731 73,093,028 85,909,113 -12,816,085
2015 97.4 115.0 94.8 101,838 1,480,592 129,604 9,543 75,613,929 78,405,536 27,916,069

2016.10 98.4 114.2 98.7 8,783 93,884 11,387 649 5,870,398 5,378,832 491,566
11 99.9 107.8 100.5 8,478 107,931 11,327 693 5,956,493 5,809,885 146,518
12 100.6 108.9 101.1 8,660 111,879 10,725 710 6,678,921 6,043,016 635,905

2017.1 98.5 111.6 98.3 8,379 103,744 11,071 605 5,422,001 6,513,875 −1,091,874
2 101.7 111.3 101.4 8,505 111,218 10,339 688 6,347,483 5,536,352 811,131
3 99.8 111.5 99.8 8,623 142,698 9,782 786 7,229,637 6,619,342 610,295
4 103.8 114.7 104.1 8,359 133,701 11,874 680 6,329,427 5,850,260 479,167
5 100.1 112.5 99.8 8,055 129,887 11,219 802 5,851,174 6,057,589 −206,415
6 102.3 110.4 101.9 7,900 142,967 12,357 706 6,608,422 6,166,997 441,425
7 101.5 113.3 100.1 8,533 133,536 11,571 714 6,495,231 6,073,239 421,992
8 103.5 108.6 103.4 8,824 133,536 11,473 639 6,278,566 6,169,075 109,491
9 102.5 110.3 101.8 8,105 149,088 11,651 679 6,811,071 6,147,088 663,983

10 103.0 114.2 102.0 8,509 140,661 11,600 733 6,693,594 6,412,909 280,685
11 103.5 111.1 102.0 8,992 158,496 11,591 677 6,921,010 6,813,897 107,113

前月比（％） 0.5 −2.7 0.0 5.7 12.7 −0.1 −7.6 3.4 6.3 −61.8

前年同月比（％） 3.6 3.1 1.5 6.1 46.8 2.3 −2.3 16.2 17.3 −26.9

資 料 出 所 経 済 産 業 省
内閣府

機械受注統計調査
日本工作
機械工業会

国土交通省
建築着工統計調査

東京商工
リサーチ

財　務　省
貿 易 統 計

年  月

労働力人口 職業紹介 税込現金
給与総額

実質賃金
指　　数

総実労
働時間

（全産業）

消費者物価指数
C.P.I

全国勤労者世帯家計
収支（168都市町村）雇　用

労働者
完　全
失業者

月　間
有　効
求人数

有効求人
倍　率 （全産業）（全産業） 東京都

区　部
全国167
都市町村 実収入 実支出

万  人 万  人 千  人 倍 円 2010＝100 時 間 2015＝100 円 円
2013 5,553 265 2,121 0.93 314,048 98.3 145.5 97.1 96.6 523,589 416,626
2014 5,595 285 2,238 1.11 316,567 95.5 145.1 99.3 99.2 521,589 412,133
2015 5,640 222 2,334 1.20 313,801 94.6 144.5 100.0 100.0 525,669 413,778

2016.10 5,793 195 2,613 1.43 266,658 80.2 143.4 100.3 100.4 485,827 386,652
11 5,758 197 2,610 1.48 275,497 82.9 145.3 100.3 100.4 432,415 294,019
12 5,798 193 2,520 1.51 547,387 164.9 143.5 99.9 100.1 924,920 504,500

2017.1 5,793 197 2,592 1.51 269,790 86.1 133.8 99.5 100.0 441,064 387,718
2 5,754 188 2,725 1.53 262,840 84.0 142.2 99.4 99.8 484,038 379,589
3 5,728 188 2,807 1.49 278,677 88.9 144.7 99.5 99.9 445,607 419,659
4 5,757 197 2,677 1.38 275,224 87.5 148.0 99.9 100.3 472,047 417,699
5 5,796 210 2,615 1.36 269,968 85.6 139.6 100.1 100.4 421,497 428,572
6 5,848 192 2,632 1.41 433,043 137.6 149.1 99.9 100.2 735,477 438,138
7 5,839 191 2,617 1.47 370,823 118.1 145.9 99.7 100.1 598,042 425,982
8 5,840 189 2,661 1.51 273,886 87.0 139.2 100.1 100.3 485,099 385,540
9 5,866 190 2,720 1.54 267,248 84.6 144.0 100.1 100.5 437,497 374,182

10 5,877 181 2,800 1.58 267,433 84.6 144.5 100.2 100.6 501,416 399,516
11 5,865 178 2,787 1.63 277,885 87.6 145.6 100.6 100.9 433,186 383,057

前月比（％） −0.2 −1.7 −0.5 3.2 3.9 3.5 0.8 0.4 0.3 −13.6 −4.1

前年同月比（％） 1.9 −9.6 6.8 10.1 0.9 5.7 0.2 0.3 0.5 0.2 30.3

資 料 出 所
総　務　省
労働力調査

厚　生　労　働　省
総　務　省

総　務　省
家 計 調 査職業安定業務統計 毎月勤労統計調査

p：速報値（preliminary）     r：訂正値（revised）



− 32 −

Project News
研究プロジェクト概要と各回のテーマ・報告者

主査：八木　隆一郎　統括研究員

主査：八木　隆一郎　統括研究員

　ライフパタン研究会を中心に、人は、変化が大きい成人に至るまでの過程だけでなく、生涯にわたって発達するという
生涯発達心理学に着想を得、人生の構造を明らかにするべく研究を継続している。その中心をなす概念として、「人の
生涯にわたる発達のモデルは単一のコースではない」との仮説を立て、得られた結果から多変量解析により、人生のあ
り方のパタン−ライフパタン−の抽出を目指している。これまでに、試みに年齢を軸にした場合のライフパタン抽出を行っ
ており、そのアルゴリズムは発見・開発されている。また、仕事生活と家庭生活と趣味や地域などの第３生活領域、ストレ
ス、メンタリング、ゆとり、生き方受容、生き方志向など各領域の基本設問が完成し、各領域への積極的関与と応答性を
含む、より踏み込んだ関わり（「家族する」「会社する」「地域・社会する」）について概念整理・設問設計を行い、分析
仕様の検討も進んでいる。2014年度にはこの研究の知見を用いた第44回共同調査ＯＮ・Ｉ・ＯＮ３を発信した。

　「働きがい」はＯＮ・Ｉ・ＯＮ２調査のテーマの１つであり、これまで研究所は調査結果を用いて労働組合活動の重要な
柱の１つである「働きがいのある職場」づくりに向けた提言活動などの支援を行ってきたが、より充実した支援を行うため
には最新の学術的な働きがい研究を継続的に積み重ねていくことがあわせて重要である。これまでにワーク・モティベー
ションに関わる意識データベースを構築し、企業業績との関係についての研究およびその成果の公表等を進めてきた。
今後は企業制度・施策の実態を把握するための調査を実施するとともに、意識データベースとのリンクによって、企業制
度・施策が組合員の意識に与える影響を明らかにしていく。研究結果は、第49回共同調査企業制度・施策に関する
組織調査として発信する予定である。あわせて、正社員と非正規従業員の働きがいに関する分析や、流通業従業員を
対象とした働きがいの分析を行い、得られた知見や成果を発信していく予定である。

＜2015年度＞　※第1回～第3回は省略した。
第４回　2015年８月20日

生活関連の企業制度施策設問項目について
大浦　宏邦　氏（帝京大学文学部　教授）
三川　俊樹　氏（追手門学院大学心理学部　教授）

第５回　2015年８月25日
カフェテリア項目設計、および全体のストーリーについて
古川　秀夫　氏（龍谷大学国際文化学部　教授）
井田　瑞江　氏（関東学院大学社会学部　准教授）

第６回　2015年９月10日
生育歴項目検討 
井田　瑞江　氏（関東学院大学社会学部　准教授）
大野　祥子　氏（白百合女子大学）

第７回　2015年10月24日
生育歴項目検討２ 
大野　祥子　氏（白百合女子大学）
神藤　貴昭　氏（立命館大学文学部　教授）

第８回　2015年11月13日
ＯＮ・Ｉ・ＯＮ３で扱う領域全体の概念図の検討
川崎　友嗣　氏（関西大学社会学部　教授）
古川　秀夫　氏（龍谷大学国際学部　教授）

第９回　2015年12月15日
ＯＮ・Ｉ・ＯＮ３で扱う領域全体の概念図の検討２
大野　祥子　氏（白百合女子大学）
三川　俊樹　氏（追手門学院大学心理学部　教授）

第１回　2016年５月20日
「人事制度・施策が企業内賃金格差に与える影響」
菊谷　達弥　氏（京都大学経済学部　准教授）

「第49回共同調査 速報報告内容の共有」
坪井　翔　氏（国際経済労働研究所　準研究員）

第２回　2016年９月７日
「年代別分析結果の報告」
田中　宏明　氏（国際経済労働研究所）

「制度施策に関する分析方法」
坪井　翔　氏（国際経済労働研究所　準研究員）

第10回　2016年２月２日
ＯＮ・Ｉ・ＯＮ３報告書の検討１
神藤　貴昭　氏
山下　京　氏

＜2016年度＞
第１回　５月26日

ＯＮ・Ｉ・ＯＮ３調査票の見直し
川崎　友嗣　氏（関西大学社会学部　教授）
神藤　貴昭　氏（立命館大学文学部　教授）

第２回　６月10日
ＯＮ・Ｉ・ＯＮ３報告書、分析後再検討
山下　京　氏（近畿大学経営学科　准教授）
大野　祥子　氏（白百合女子大学）

第３回　10月７日
ＯＮ・Ｉ・ＯＮ３報告書、分析とストーリー
大浦　宏邦　氏（帝京大学文学部　教授）
神藤　貴昭　氏（立命館大学文学部　教授）

第４回　11月11日
ＯＮ・Ｉ・ＯＮ３報告書、分析とストーリーについて２
川崎　友嗣　氏（関西大学　社会学部　教授）

第５回　２月16日
ＯＮ・Ｉ・ＯＮ３報告書、分析とストーリーについて３
山下　京　氏（近畿大学　経営学部　准教授）
大野　祥子　氏（白百合女子大学）

第３回　2017年１月10日
「第49回共同調査 分析結果報告」
坪井　翔　氏（国際経済労働研究所　準研究員）

第4回　2017年１1月11日
「第49回共同調査DBを使用した分析結果報告」
①等級制度に関する分析結果報告
齋藤　隆志　氏（明治学院大学 経済学部　准教授）
②女性活躍推進に関する分析結果報告
坪井　翔　氏（国際経済労働研究所　準研究員）

第5回　2018年１月19日
「第49回共同調査　第Ⅱ期報告書の共有」
坪井　翔　氏（国際経済労働研究所　準研究員）

日　程

日　程
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Information

主査：菊池　光造　（国際経済労働研究所�前所長）

　現代の労働組合は、既存メンバーのみの閉ざされた利益追求組織としてはありえず、労働組合運動は「社会
運動」として展開されるべきである。その際、“企業の社会的責任(CSR)”に対置する、“労働組合の社会的責任
(USR)”という概念を確立する必要がある。労働組合運動が積み上げてきた政策・規制・活動を、職場社会、企業
内部社会、地域社会、自治体・国政レベルに即して意識化し、改めてくくり直したUSRを基本理念とする。基本理
念の確立によって、経営に対して独自性と自信を持った発言や主張が可能となり、労働組合機能の諸領域にわ
たって、より高い成果を獲得することが可能になると考える。
　プロジェクトの目的は、個々の組合が「労使コミュニケーション」において経営に対してより強い発言力を持ち、質・
量ともにより高いレベルでの成果を獲得することにある。具体的事例に学びつつ、USRの視点に立った「労使コミュ
ニケーション」のあり方を示すことを目指す。

第1回　2014年1月15日
「ワークライフバランス（労働時間）をめぐる労使コミュニケーション」
三吉　勉氏（パナソニックAVCネットワークス労働組合　副中央執行委員長）

第２回　5月12日
「雇用の確保と雇用延長をめぐる労使コミュニケーション」
田之上　辰己氏（旭化成労働組合　中央書記長）

第3回　10月1日
「派遣社員の直用化と正社員雇用の拡大をめざした実務職の新設
　　　　　　～労働条件のダブルスタンダードに真っ向勝負で挑む～」
井上　信治氏（島津労働組合　副組合長）

第４回　2015年1月15日
「涙の団交」…その後の活動について
赤塚 一氏（資生堂労働組合　中央執行委員長）
宮澤　賢氏（同　中央書記長）

第５回　6月1日
「オムロングループ労連のグローバル連帯活動」
（海外法人での良好な労使関係構築、労使紛争の未然防止に向けた
現地労使とのコミュニケーション＝グローバルネットワーク会議の開催）
山田 義則氏（オムロン労働組合　中央執行委員長）

第６回　2015年12月２日
「ダイキン工業の賃金処遇制度の概要
―労使協議と組合の提言活動―」
椋橋　孝裕氏（ダイキン工業労働組合　中央執行委員）

第７回　2016年4月18日
「人事評価制度改定をめぐる労使コミュニケーションについて」
増井　久仁治氏（全東レ労働組合連合会　事務局長）
村井　純一氏（同　執行委員）

第８回　2016年10月13日
「オムロングループ労連のダイバーシティ推進の取り組みについて
～誰もが生き生きと活躍できる“職場づくり”のための
　働き方改革・J-WINの実践～」
山田　義則氏（オムロン労働組合　中央執行委員長）

「『女性の活躍』をめぐる労使コミュニケーション」
赤塚　一氏（資生堂労働組合　中央執行委員長）

※第８回をもって、本研究プロジェクトは終了した。

日　程

編集後記
　本号では、産業間関与（エンゲージメント）運動を特集しました。

　私自身、このワークショップの成果を通じて初めて知る内容も多く、普段の

生活の中で、少しずつでも気を付けてエンゲージしていければと感じました。

　興味をもって下さった方は、ぜひＷＥＢサイトもご覧いただければと思います。（Ｓ）

労働調査運動交流会

労働調査運動（＝調査を通じた労働運動）について
情報交換する交流の場です。研究所の会員、理事、
委員会・研究会のメンバー、所員、そして多くの労組の
仲間が集います。日々の活動に対する悩みや、活動の
情報交換など、大いに語り合ってください。組合活動
への新たな気づきを得ていただける企画も予定してい
ます。

会場：大阪府立労働センター　本館10階　宴会場
時間：17時30分～１9時30分
会費：正会員組織の方4,000円／人

正会員組織以外の方5,000円／人

総会記念講演および運動会　2018年 6月 27日（水）開催決定！
 

総会記念講演 

テーマ：高齢者を支える移動スーパーの役割 
～ 地域資本の連合体で現代版・生協運動を

目指す ～
講師：株式会社 とくし丸　

代表取締役　住友　達也氏
会場：大阪府立労働センター　南館10階 1023号室

（大阪市中央区北浜東3―14）
時間：15時15分～ 17時00分
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