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　「深圳の本を書いたら売れますよ？」と友人から関西人らしい明確なアドバイスをもらった。広東省深圳市は香港

の対岸に位置して、マカオ対岸の珠海とともに、1979年、経済特区のひとつとして選ばれた。特区は輸出専用工場

を誘致、外貨や技術の獲得を目指した。現在、深圳と香港間には高速鉄道、さらに香港はマカオ、珠海間を結ぶ高

速道路が近く完成するなど経済的な一体化を進めようとしている。

　深圳市は大阪府並みの広さの行政区域に、大阪府人口より300万人ほど多い1200万人が住む。かつては全国

から農民工が集まり、パソコンや携帯電話などの組み立てを支えた。最近では、技術者、投資家、サービス産業従事

者が目立つ。人口のうち8割近くが現役労働者である。一人あたりGDPは2016年、2万5000ドルで、北京市や上海

市を超えており、すでに先進国のレベルにある。2014年度一人あたり県民所得と比べると、深圳はすでに北海道、

九州、奈良県などの水準を超え、大阪府との逆転も近いだろう（図）。改革・開放を推進した鄧小平の巨大写真が今

も深圳の街頭に飾られる。鄧の成果をたたえた流行歌「春天的故事」もあるほどだ。深圳には、特許の国際出願件

数で世界一の通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）やネットサービス大手の騰訊控股（テンセント）、電気自動車

メーカーのBYD、ドローン最大手のDJIなどが本社をおき、清華大学、北京大学など有力大学が研究所を設けてい

る。深圳証券取引所にはベンチャー市場（創業板）があり、巨大国営企業の上場を担った上海証券取引所の役割

と対照的である。

　

イノベーションの源泉－深圳市内の企業数は東京の2倍超

　深圳市内の企業数は2016年ですでに150万社を超えている。何と過去10年間で6倍に増加している。その大半

は、外資系や国有企業ではなく民間企業である。2016年経済センサスによると、日本の事業所数は578万社であ

る。深圳は東京都（73万）、大阪府（45万）の合計を上回る。開業や廃業の統計がないが、し烈な競争で企業の新

陳代謝が激しいことが想像できる。開業・廃業はイノベーションの源泉である。GDPに占める第二次産業の割合は長

年50％前後で推移したが、2016年には37.3％とまで低下している。上海市（26.8％）、北京市（15.7％）よりは高いも

のの、第二次産業から第三次産業への移行という点で、ペティクラークの法則は深圳でも当てはまる。2008年のリー

マンショック以降、人件費の低さを生かし

た製造業、輸出を中心とした産業構造か

ら、研究開発型の企業や、旺盛な資金需

要を支える金融業の割合を高めている。

労働者からエンジニアや研究者の街に変

貌した。

　最後に、かつて深圳市で宿泊した外国

人客1位は日本だった。だが、2007年の3

万9000人をピークに減少し、2015年、米

国と逆転する。シンガポールも増加し、日本

との差を縮めている。

　さて、日本語で深圳の本を書いて売れ

るのだろうか？

（ 注 ）自治区は自と略した。九州は2014年度。増減率は自国通貨ベース。

（出所） 国家統計局『中国統計年鑑』『深圳統計年鑑』、IMF,World Economic Outlook Database, 
October 2017、内閣府「県民経済計算」、日本銀行「金融経済月報」より筆者作成

図　一人あたりＧＤＰの地域別比較（2016年）
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中国の新体制と問題

　前号本稿では、集団主義体制から離脱して恒久の独裁

支配体制に移行した習近平体制について紹介したが、この

行動様式がどのように展開するのか、その問題点について

検討しておこう。

　この体制は、習近平主席の独裁永久政権ということにな

る。しかも社会主義体制の初めての出現であったスターリン

体制のソ連邦も元々実質はそうであったが建前上はそうで

はなかった。だからこの習近平の新体制は注目される。

　ところで習近平はこの体制を「社会主義現代強国・中華

民族の偉大な復興」と憲法で示している。中国は、1949年

「新民主主義」を唱えて革命を遂行したが、これは未だ資

本主義に到達していない段階での革命であった。その後、

大きく成長したが、その過程で文化大革命に発展し、その後

社会主義へ移行したとされる。その結果、生産力の発展とと

もに、社会秩序も発展し、市場経済が導入されて成果をあ

げてきた。今や習近平と副主席・王岐山のコンビによる終身

体制によって米国を超える大国への発展の道を歩み始め

ている。その版図は、東シナ海から南シナ海へ、さらにシルク

ロードによって欧州に至り、東北部を含む人口14億に達す

る。経済的には鉄鋼生産は日本を超え、多くの産業で世界

トップに達し、第３次産業から新しい情報化についても世界

トップに迫る発展を遂げつつある。

　しかし、細かく観察すると、成長は遂げたが、その内実は

未だ脆弱性は否定できず、大都市圏と農村地帯との経済

格差は大きい。国民内部の所得格差も大きく、国民生活の

保障システムも脆弱であり、特に国土が広大なため地域格

差やシステムの脆弱性に加えて、市場の発展も行政権力に

よる支配が大きいという後進性は否定できない。地域におけ

る民族格差や対立が内包されており、様々な対立が市場や

民主的機能によってコントロールされるよりも共産党一党支

配と軍事統制に依存している傾向が強く、そこに今後解決

すべき問題が多いのである。（会長・板東　慧）
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　最近、新聞紙上で健康保険組合の窮迫した財政状態に関する記事が相次いで掲載された（日経

18.4.23、朝日18.4.24等）。高齢者医療費の負担のために支払っている拠出金の額が非常に大きくなり、そ

れが主因で先の事態を招いているという趣旨である。この拠出金であるが、その性格の見極めが大切である。

端的にいえば、「保険料として取って税的に使用する」ものといってよい。したがって、これは保険料ともいえな

いし、また税ともいえない、いわば「第３の財源」なのであり、現在極めて重要な機能と役割を果たしている。に

もかかわらず、その実態を正確に把握している者は決して多くない。そこで、この拠出金とは一体いつ頃から、

どういった背景のもとで導入されたのかを検証しておくことは、社会保険自体が大きな転換期に差し掛かって

いる現在、避けて通れない点である。

　まず医療保険のケースからみてみよう。これは老人医療問題と密接に関係する。その起源は古く、1972（昭47）年

に創設された老人医療費支給制度まで遡る。老人が病院、診療所で診察を受けたとき、窓口で一部負担が

求められるが、その支払いを公費で肩代わりしようとした制度である。このとき「老人医療の無料化」が実現さ

れたと喧伝されたが、事実はそうでない。老人は被保険者本人として、もしくは家族の一員として保険料の支

払いに関っている。したがって、一部負担以外の費用はすべて保険から支払われている。全費用が公費負担

であれば無料ともいえるであろうが、そうではない。その意味で、「老人医療の無料化」という言い方は誤解を

与えるが、その後も繰り返し用いられてきている。

　「老人医療の無料化」のインパクトは余りにも大きく、多数の老人が病院、診療所に詰めかけた。当時、老人

で溢れかえった待合室を指して「サロン化現象」と揶揄されたものである。当然のことながら、老人医療費は増

加し始める。その結果、影響をまともに受けるのが多くの老人を加入者として抱える国民健康保険であった。

次第に圧迫され始めた国民健康保険財政に対処するために制定されたのが1982（昭57）年の老人保健法

である。このなかで、70歳以上の老人医療費の負担の仕方が新たに取り決められた。それによると、全体の

30％は公費、残りの70％が各保険者からの「拠出金」となった。ここで、はじめて拠出金が登場する。それまで

はもっぱら国民健康保険にしわ寄せがいっていたが、これからは他の保険者からも費用負担してもらおうという

わけである。

　この仕組みによって助かるのは、いうまでもなく国民健康保険である。他の保険者は拠出金という形でむし

ろ負担が増えることになった。これは、一方から他方に資金が流れることを意味することでもあるから、保険者

間で「財政調整」が実施されたといってもよい。冒頭でふれた健康保険組合は、当初まだ財政的に余裕があ

るケースも存在したが、その健康保険組合でも1990年代に入ると拠出金が組合財政を圧迫し始め、次第に悲

鳴を上げ始めるようになる。こうして、老人保健制度も制度疲労が顕在化し、行き着いたのが2008（平20）年

の後期高齢者医療制度の発足であった。これによって75歳以上の老人医療費の負担に関する新しい取り

決めがなされた。周知のように、高齢者の保険料10％、保険者からの支援金40％、公費50％、がそれである。

社会保険における拠出金を問う

愛知学院大学　教授　玉井　金五
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　ここで支援金というように名称の変更がなされたが、実際上これまでの拠出金と本質は変わらない。最初に

ふれた健康保険組合の窮状は、この支援金負担の継続的な増加に起因する。このようにみてくると、拠出金

は今から35年以上も前から取り入れられた仕組みであることがわかる。よく、社会保障の財政負担をめぐって

保険料か税かという次元で論じられることが多いが、事実はそうではない。随分以前から拠出金が導入されて

いることをみると、新次元において問題を考えなければいけないのである。拠出金の重要性にも関わらず、その

実相が見えにくいこともあって、多くの被保険者にはよくわからないまま推移してきたところがある。実はこの拠

出金は医療に限らず、年金においても堂々と取り入れられている。

　1985（昭60)年に年金法の改正があり、基礎年金が創設された。１階部分の一元化が実現されたというこ

とで、もっぱらそうしたことに世間の関心が集中した。しかし、重要なのはその基礎年金の財源調達の方法であ

る。それは３つの部分からなる。第１は、第１号被保険者の保険料、第２は国庫負担、そして第３が第２号、第３

号被保険者の拠出金である。この拠出金の支払いであるが、２、３号とも基礎年金に関係するからその意味で

は当然の支払いである。そして、その支払いの計算方法は基本的に頭数によるから、これも無理はない。しかる

に、問題なのは第１号被保険者に未納や滞納が生じたときはそれを頭数から差し引いたうえで分母（全被保

険者数−未納者等）を設定し、そのうえで分子（２、３号の計）をおいて基礎年金に要する拠出金の計算をす

るので、保険料未収入の部分を埋め合わせるための拠出金負担が増えてしまうのである。

　ついでに、介護についても論及しておこう。2000（平12）年にスタートした介護保険の費用負担は保険料

50％、公費50％となっている。とくに、保険料は65歳以上の第１号被保険者と、40−64歳の第２号被保険者

の支払いとなる。第２号にも限定的な給付はあるが、実態は第１号がメインの給付対象者となる。いいかえれ

ば、第２号の保険料拠出は介護リスクのために支払うというよりも、現実的には第１号の財政支援のための支

払いとなっている。見方によれば、この第２号の保険料支払いは拠出金的な役割を果たしているといえるので

はないか。医療、年金と異なって拠出金という名称そのものを用いているわけではないが、中身は拠出金では

ないかといってよい性質を有するものである。

　以上、医療、年金、介護の３分野において拠出金がしっかり組み込まれている現実をみてきた。筆者はかな

り以前からこれを「財政調整」型社会保障ということで、日本の大きな特徴として論じてきた（『経済論叢』（京

大）164巻4号、1999年、参照）。我々はこの30年以上の間に社会保険の負担構造が大きな変質を遂げたこ

とを直視しなければならない。拠出金を維持するためには、あくまで保険料を徴収することが前提となる。しか

し、その保険料が限界に近づきつつある。限界に突き当たれば、拠出金は増加させることが出来ない。社会保

険方式を維持していくというのであれば、負担の限界内で社会保険の枠組みを改革するか、これまで以上に

税を投入するしか途は残されていないように思われる。　



− 6 −

特　　�集
第49回共同調査「企業制度・施策に

関する組織調査」2017年の知見

　（公社）国際経済労働研究所（以下、研究所）では、労働組合が共同で参加する共同調査・共同研究を様々な

テーマで実施している。本号で知見を紹介する第49回共同調査「企業制度・施策に関する組織調査」は、企業で

導入している各種制度・施策を企業ごとに調査し、従業員の意識データとリンクさせ、その制度・施策が従業員の

意識に及ぼす影響を明らかにするための共同調査である。

　研究所は、「自分たちに必要な調査・研究は自ら担う」という「労働調査運動」を掲げて事業を展開している。企

業の制度・施策が与える影響を量的に明らかにした調査は世の中に公開されていないが、制度・施策の効果は、

労使ともに関心が高く知りたい内容である。第49回共同調査は、問題関心を同じくする組織が共同で参加し情報

を持ち寄り自ら明らかにする、という、まさに「労働調査運動」を体現しているといえる。

　特集１では、「企業制度・施策と組合員のモティベーション」と題し、坪井翔氏（研究所　準研究員）が執筆した。

人的資源管理として導入される人事制度や、実施される施策について労働組合が把握することの重要性を、分析

データを用いて確認している。分析には、2016年１月～ 2017年８月までに収集された組織データと、組織に対応

するON・I・ON2調査（注）のデータベースにおける組合員の意識データを用いている。労働組合が企業制度・施

策について十分に把握し、従業員の立場から評価・検証や改善に向けた提言がなされている組織ほど、従業員が

楽しさや生きがいを持って働ける環境であることが明らかになっている。

　特集２では、伊藤綾香氏（研究所　準研究員）が「女性が活躍する企業・組織における労働組合の組合員の組

合への関与」を執筆した。女性の活躍推進は、近年の働き方改革の流れもあり、社会的にも関心が高まっている。

本共同調査の2017年版報告書では、関連する深堀分析も行っている。本稿では、「女性活躍組織」を定義した上

で、女性活躍組織、女性活躍組織以外に分類し、組合関与、組合評価、男女共同参画等の個別活動領域への

関心等について、どのくらいの差がみられるのか検討している。分析の結果、女性活躍組織では、そうでない組織と

比べて組合関与も組合評価も高く、職場や労働条件の改善に関する領域への関心や評価もそうでない組織と比

べて高くなっており、女性活躍組織では組合員が主体的に職場の改善に取り組み、かつその成果も実感できてい

ることが示唆される結果となっている。

　特集３では、齋藤隆志氏（明治学院大学経済学部　教授）に「日本企業における賃金制度分類の考察」と題し

て執筆いただいた。日本の企業、特に大企業においては、1990年後半以降に人事制度の改革が行われ、いわゆ

る三種の神器（年功序列、終身雇用、企業別組合）からの脱却が進められてきたが、実際に各社で、等級制度や

賃金制度、特に年功主義や成果主義について、どのような制度を用い、運用しているのかを明らかにしている。分

析の結果、等級制度では職能等級制度がベースになりつつも、その構築には役割も勘案する企業が一定数存在

することや、賃金についても、等級制度に関連づけた賃金制度を採用している企業が多く存在するなどの実態が明

らかになっている。

注　 ＯＮ・Ｉ・ＯＮ２調査は、第30回共同調査であり、組合関与と働きがい（ワーク・モティベーション）をテーマとする共
同調査である。参加組織数360組織、参加組織人員270万人であり、日本最大級のデータベースとなっている。
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本稿の目的

１.�経営資源としての「ヒト」の特性

　まず経営資源としての「ヒト」の持つ特性につい
て説明する。企業経営は、ヒト（人的資源）、モノ

（原材料や生産設備）、カネ（資本）の３つの経営
資源から構成されることが指摘されている。企業
経営においては「ヒト」が「モノ」「カネ」を操作する
ことから、「ヒト」は主体的存在、「モノ」「カネ」は客
体的存在であるとみなされ、特に「ヒト」が重要視さ
れる傾向がある。人的資源管理は３つの経営資
源のうち、「ヒト」にかかわる管理機能を担うもので
あるといえる。ただし、経営資源としての「ヒト」は従
業員それ自体ではなく、従業員自身の能力を活用
して提供する労働サービスである点には留意する
必要がある。企業が必要とする労働サービスを提
供するための能力を従業員が十分に備えていたと
しても、労働サービス提供に対する従業員自身の
モティベーションが極端に低ければ、企業が求める
労働サービスの提供は行われない（佐藤・藤村・
八代, 2011）。これは潜在的な従業員の能力と従
業員のモティベーションの両方が揃ってはじめて、
企業が必要とする労働サービスは得られ、経営資
源としての「ヒト」となりえることを意味する。こうした

性質を踏まえると、経営資源としての「ヒト」の本質
的な管理者は、経営者や上司ではなく、あくまで
従業員自身であるといえよう。

　
　
　雇用契約によって法律上労働サービスの提供
を義務づけることは可能であるが、実際に企業が
求める労働サービスの提供を従業員に強要するこ
とは、上述したように「ヒト」の本質的な管理者が
従業員自身である限り、極めて困難である。こうし
た性質は専門性や裁量度の高い仕事となるほど
顕著となる。よって、経営資源としての「ヒト」を対

　本稿では、人的資源管理として導入されるさまざまな人事制度や、実施される施策（以下、企業制度・施策）に

ついて、従業員の集合体である労働組合が把握することの重要性を、分析データを用いて確認する。同時に経営

資源としての「ヒト」の特性と、企業制度・施策の歴史的変遷およびその背景について概説する。

図１　３つの経営資源
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象とした人的資源管理を行う上では、従業員のモ
ティベーションをいかに維持・向上するかが重要と
なる。企業が導入するさまざまな制度や、実施する
施策は従業員のモティベーションを維持・向上させ
るという人的資源管理の目的を達成するために、
企業が講じる具体的な手段としてとらえることがで
きる。
　経営資源としての「ヒト」のもう一つの特徴とし

て、「モノ」「カネ」とは異なり、自身の労働サービス
の提供やそれに対する評価に対して何らかの要
望や不満を持っていることがあげられる。従業員
の要望や不満に対処し、十分な労働サービスの提
供を促進することが人的資源管理の主要な目的
であり、この目標を達成するために企業は様々な
制度を取り入れたり、施策を実施したりしている。

２.�日本企業における人的資源管理の現状と課題

３.�日本企業における人的資源管理の歴史的変遷

　次に、日本企業における人的資源管理の現状
について確認する。日本企業は国際的には依然と
して高賃金であるため、必然的に高付加価値の
製品・サービスを提供する戦略を取らざるを得ない

（今野・佐藤, 2009）。こうした高付加価値の製品・
サービスは経営資源としての「ヒト」の知恵と工夫
の産物である。そのため、優秀な人材を確保し、モ
ティベーションを高めることが競争力の基盤となる。
一方で、高付加価値の製品・サービスを提供する
戦略には、これらの製品・サービスには新規性が
求められることに起因して、開発・生産が難しく、さ
らに製品化されても市場に受け入れられず、想定
していたほどに売上が伸びないという不確実性が
相対的に大きいというデメリットが付随する。日本
企業は高付加価値の製品・サービスを提供する
戦略を取らざるを得ず、そうした戦略に付随する市
場リスクに必然的に直面することになるわけであ
る。

　こうした市場リスクにもかかわらず、高付加価値
の製品・サービスを提供する戦略を取るうえでは、
企業は経営資源としての「ヒト」を確保し、活用し
ていくことが求められる。そのため、市場の不確実
性に起因する短期的なリスクへの対応（人件費を
削減することで市場リスクに備える）と、長期的な
視点に立った「ヒト」の確保および育成（採用や教
育に対する投資を増やす）という２つの課題を同
時に解決することが求められる。このトレードオフが
現在進みつつある人事管理の構造改革の背景
にある。

　続いて第二次世界大戦から現在に至るまで
の、日本企業における人的資源管理の歴史的変
遷を確認する。第二次世界大戦後の復興期にお
いては、従業員の生活の保障が重視された経営
がなされており、扶養家族数や年齢、勤続年数な
どの職務とは直接関係のない要素によって賃金
の大半が決定された。この背景には盛んな労働
運動があり、労働組合の要望が強く反映されてい

た点も指摘できる。日本型経営の「三種の神器」と
いわれた終身雇用、年功序列、企業別労働組合
は、従業員の生活の保障を第一とする経営思想
を反映したものであるといえる。従業員の生活を保
障するうえでは安定した雇用（終身雇用）と生計
費に見合った給与を支給することが重要となる。
終身雇用においては従業員の仕事および生活
は、会社によって大きく影響され、従業員と会社の

図２　高付加価値型戦略のトレードオフ
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利害は共通することとなる。従業員と会社の利害
が共通する場合、会社の範囲で組織される企業
別組合が合理的といえる。また企業と従業員の関
係だけでなく、企業と株主の関係も重要な要因で
ある。この時代は企業間で株式持合が広く行われ
ており、短期的な収益や株価の上昇に対する株
主からの圧力が強くなかったことも日本型経営を
実現する一要素であった。
　日本型経営の「三種の神器」は、供給能力を高
めて増加する需要に対応することが重要となって
いた高度経済成長期の市場環境に適応した制
度設計といえる。高度経済成長期は「作れば売れ
る」状態といえ、市場リスクの小さい市場環境であ
る。こうした市場環境においては、従業員が団結し
て働くことが重要となり、従業員間の賃金格差を
拡大するとかえって従業員の団結を阻害する恐
れがあった（高原, 2014）。同時に、経済成長に
伴って組織も拡大していたため、役職数自体も増
加している。このため、年功序列を維持しつつ、従
業員に対して役職を与えることが可能であった。
　しかし、石油ショックを機に、日本経済は右肩上
がりの成長を維持することができなくなった。このこ
ことが重複するため組織拡大の維持が厳しくなり、
役職数の増加がなくなったことを意味する。同時
に年功序列においては、勤続年数が長い従業員
の増加は、人件費の増加につながる。これらの要
因から、年功序列による昇進・昇給という人事モ
デルを維持することが困難となった。こうした事態
に対応するため、従業員の職務遂行能力をもとに
従業員を格付けする職能資格制度が導入され
た。職務遂行能力が高い従業員を昇格させる一
方、職務遂行能力が不十分な従業員については
昇格を見送ることで、従業員を選抜した。
　その後もプラザ合意などの円高誘導政策による
グローバル競争の激化によって、日本企業は更な
る経営の効率化が求められるようになった。従業
員の仕事の成果や成績によって人事評価を行う
成果主義は、こうした厳しい市場環境に適応する
ために導入されたといえる。成果主義を導入した
場合、企業の人件費は企業業績と連動したものと
なるため、企業にとっては経営リスクを低減するこ
とが可能である。また、若手従業員を積極的に登

用するうえでも相性が良いといえる。
　このように厳しい市場環境に適応するために導
入された成果主義だったが、成果を客観的に評
定することが難しい、成果が目に見えやすい短期
的な業務に偏重しやすい、従業員同士の競争が
起こりやすく、連携を阻害しやすいといったデメリッ
トも指摘されている。現状、多くの日本企業におい
て導入された成果主義は失敗したと評価されてい
る（高橋, 2014）。現状では、日本企業の人的資
源管理として成果主義は必ずしも受け入れられた
とはいえず、成果主義の見直しが進んでいるといえ
るだろう。

　これまで確認してきたように、人的資源管理、そ
してそれを実現するための企業制度・施策はその
時々の経済状況や市場環境に適応しながら変遷
を遂げており、今後も環境の変化にあわせて調節
していく必要がある。その際、上述したように人的
資源管理は経営資源としての「ヒト」の活用を目的
としている以上、その具体的な手段である企業制
度・施策は従業員のモティベーションを引き出すよ
うに設計されることが求められる。こうした構造を考
えれば、従業員の集合体である労働組合、特に従
業員と会社の利害が共通する企業別労働組合に
とって、企業が導入した企業制度・施策を、組合
員の立場から評価・検証し、より良い企業制度・
施策に向けた提言を行うことは重要だといえる。

図３　人的資源管理の変遷
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　公益社団法人国際経済労働研究所（以下、国
際経済労働研究所）が2015年に開始した「企業
制度・施策に関する組織調査」（第49回共同調
査）の目的は、日本企業における人的資源管理の
ために導入・改訂された企業制度・施策が、経営
資源としての「ヒト」、つまり組合員のモティベーショ
ンに対して、どのような影響を与えたかを検証する
ことである。国際経済 労働研究所ではON・I・
ON2調査（第30回共同調査）を長年実施してお
り、組合員のモティベーションに関する日本最大級
のデータベースを保有している。第49回共同調査
では、企業単位で導入されている企業制度・施策
に関する組織調査を実施するとともに、ON・I・
ON2調査のデータベースと紐づけた分析を行うこ
とで、各種の企業制度・施策が組合員のモティ
ベーションに与える影響を数値化し、検討している。
　企業制度・施策が組合員のモティベーションに
与える影響を数値化し、比較可能な形に集約する
ことができれば、人的資源管理を行ううえで有用な
企業制度・施策を弁別することができるようになる。
こうした知見は、人事制度を導入する際の比較検
討や、既存の制度を取捨選択する際に役立つこ
とが期待できる。
　企業制度・施策は企業単位で導入され、そこで
働く従業員のモティベーションに影響を与えている
と想定される。そこで、ある企業制度・施策を導入
している企業と、導入していない企業の従業員の
モティベーションを比較することで、それぞれの企
業制度・施策が従業員のモティベーションにどのよ
うな影響を与えているかが推定できる。
　従業員のモティベーションの指標としては、ON・
I・ON2調査で算出されている内発指標・外発指

４.�第49回共同調査「企業制度・施策に関する組織調査」

標を用いた。内発指標・外発指標は従業員のモ
ティベーションを、複数の変数間の関係を加味した
うえで算出される。内発指標・外発指標は「社会
的望ましさ」や「評価懸念」の影響を受けにくいた
め、従業員のモティベーションを精確に測定するこ
とが可能だとされている（八木・山下, 2016）。同
時に、内発指標・外発指標のバランスは、意識調
査１年後の従業員一人当たりの営業利益額と関
連していることが指摘されており、測定方法として
妥当性が高い（八木・山下, 2009）。また意識調
査１年後の従業員一人当たりの営業利益額と関
連するという性質から、各企業にとってどういった
企業制度・施策を導入することが望ましいかを判
断しやすいというメリットがある。従業員のモティ
ベーションのバランスが金銭的な報酬や外的評価
のような、いわゆるアメとムチによる動機づけに
偏っている（過剰外発状態）企業においては、「仕
事の楽しさ」といった内発的動機づけを高めるよう
な企業制度・施策の導入が効果的であり、逆に
内発的動機づけに偏っている（過剰内発状態）
企業においては、外発的動機づけを高めるような
企業制度・施策の導入が有効であると判断でき
る。ただし、内発的動機づけと外発的動機づけの
間にはトレードオフの関係性があることが指摘され
ている（Deci, 1975）。これはアンダーマイニング
効果と呼ばれ、従業員データを用いた分析（山下, 
1998）、神経活動（Murayama et al., 2010）で
も頑健にみられている現象である。内発的動機づ
けと外発的動機づけの間のトレードオフの存在を
考慮すると、過剰な企業制度・施策の導入はか
えって従業員のモティベーションのバランスを損ね
る可能性すらある点には留意が必要である。

図４　第49回共同調査「企業制度・施策に関する組織調査」
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５.�分析データ・指標

６.�企業制度・施策と組合員のモティベーションの関係

　2016年１月～ 2017年８月までに国際経済労
働研究所が実施した第49回共同調査によって収
集した企業制度・施策に関する組織データを分析
対象として用いた。また、これらの組織データに対
応する組合員の意識データをON・I・ON2調査の
データベースから抽出し、両者を紐づけて分析し

た。組合員のモティベーションの指標は上述した通
り、内発指標・外発指標を用いた。組織データは
各意識調査年を個別のものとして扱っており、合
計76サンプルを分析対象とした。組織データの質
問項目数は全393問であり、内容別に分類した場
合の各質問項目数は以下のとおりである。

　従業員の集合である労働組合が、各種の企業
制度・施策について十分に把握していることは重
要である。企業制度・施策が従業員のモティベー
ションを高めることを目的に導入・改訂されているこ
とを考えると、その対象である従業員の立場からの
検証や改善提案は、当然ながら各企業にとって望
ましい制度設計へとつながると考えられるためであ
る。こうした検証や改善提案を行うためには、当然
ながらまず自社にどのような企業制度・施策が導
入されているかを把握することが不可欠である。そ
れでは、労働組合が自社に導入されている企業
制度・施策について詳細に把握している組織で
は、組合員のモティベーションも高いという関係性
が確認されるのだろうか。上述した通り、第49回共
同調査が対象としている企業制度・施策は非常
に広範にわたっており、かつ質問項目数も非常に

多い。そこで、第49回共同調査の調査票に対する
回答率を、労働組合が企業制度・施策について
把握している程度の指標とみなし、従業員のモ
ティベーションとの関係を検討した。第49回共同調
査の調査票に対する回答率の中央値は68.3％で
あった。
　下図は調査票への回答率と従業員のモティ
ベーション（内発指標・外発指標）の関係を、回帰
分析という統計手法を用いて検討した結果を、ベ
クトル図によって示している。図中の矢印の向きは
影響の方向を示しており、矢印の長さが影響の強
さを示している。分析の結果、調査票への回答率
と内発指標の間には統計的に有意な関係性がみ
られたが、外発指標との間には統計的に影響があ
るとはいえなかった。また、影響の強さとしては、調
査票への回答率が５％高まると、内発指標が0.9ポ

表１　第49回共同調査の質問内容
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イント高くなるという関係がみられた。内発指標は
従業員の内発的動機づけの程度を示す指標であ
るため、労働組合が企業制度・施策について十
分に把握し、導入・改訂された企業制度・施策に
ついて従業員の立場から評価・検証や改善に向
けた提言がなされている組織ほど、従業員が楽し
さや生きがいをもって働ける環境となっていると解
釈できる。

　本稿では、人的資源管理とその対象となる経
営資源としての「ヒト」の特性について確認し、人
的資源管理の具体的な手段である企業制度・施
策の歴史的変遷とその背景について紹介すると
ともに、労働組合がそうした企業制度・施策につい
て把握することの重要性を、データを交えて確認し
てきた。その結果、経営資源としての「ヒト」の持つ
主体性という特徴から予測されたとおり、従業員
の立場から企業制度・施策を評価・検証すること
の有用性が示された。同時に、企業制度・施策は
市場環境にあわせて変容させる必要があること
が、これまでの歴史的変遷からみても明らかである

７.�まとめと今後の展望

＜参考文献＞

といえる。そのため、人的資源管理の在り方として
は市場環境に適応させるべく絶え間ない改善が
求められるとともに、労働組合による検証も同様に
継続的に行われることが望ましいといえる。意識調
査によって測定された組織の状態を踏まえて、内
発指標・外発指標のバランスを改善するために必
要な制度を検討するうえで、第49回共同調査が
提供するデータは有用であるだろう。一方で、分析
の精度を高めるとともに、業種別にみた企業制度・
施策の影響分析や、企業制度・施策の導入前後
の比較分析など、より詳細な検討を行うためには、
さらなるデータベースの拡充が求められる。

Deci, E. L.（1975）Intrinsic motivation. New 
York ;Plenum.

Murayama K, Matsumoto M, Izuma K, 
Matsumoto K （2010） Neural basis of the 
undermining effect of monetary reward on 
intrinsic motivation. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 107（49）:20911–20916.

今野浩一郎・佐藤博樹（2009）「人事管理入門
（第２版）」日本経済出版社

佐藤博樹・藤村博之・八代充史（2011）「新しい
人事労務管理（第４版）」有斐閣

高原暢恭（2014）「賃金・賞与制度の教科書」労
務行政

高橋伸夫（2004）「虚妄の成果主義 ―日本型年
功制度復活のススメ」日経BP社

八木隆一郎・山下京（2016）「ワーク・モティベー
ションと企業業績 ―リーマンショック前後―」 
Int’lecowk, 71（2）, 7-20.

八木隆一郎・山下京（2009）「ワーク・モティベー
ションと企業業績：日本的企業文化の持つ意
味」 Int’lecowk, 64（2）, 7-19.

山下京（1998）「産業場面における内発的動機
づけの研究 ―有能性と自律性を中心として」
大阪大学博士学位論文

図５　調査票への回答率と従業員のモティベーション



女性が活躍する企業・組織における
労働組合員の関与

公益社団法人 国際経済労働研究所　準研究員　伊藤　綾香

特集2

− 13 −

１.�はじめに

　本稿の目的は、女性が活躍している企業・組織
における労働組合の組合員の組合への関与につ
いて検討することである。
　近年、働き方改革の議論に代表されるように、
多様な人々が働き、能力を発揮することができる
社会をつくることが求められている。例えば厚生労
働省の雇用政策基本方針では、「『全員参加の
社会』の実現に向けて」として、男性だけでなく、
若者、シニア、女性、障がい者、外国人、その他働
くうえで困難のある人たちが「意欲を高め、すべて
の人に、仕事を通じた成長の機会を」得られるよう
にすることが掲げられており、そうした個人の意欲
の向上を企業の強みにつなげることが求められて
いる（厚生労働省，2014）。
　なかでも女性の活躍促進については、「第4次
男女共同参画基本計画」で、25歳から44歳まで
の女性の就業率を2020年までに77％とすること
や、民間企業における課長相当職に占める女性
割合を15％、係長相当職に占める女性割合を
25％とすることなどが目標とされている（厚生労働
省，2015）。ここでは、就業女性の絶対数を増やす
だけではなく、役職に就く女性の数も増やし、いわ
ゆるガラスの天井をなくし女性がより活躍していくこ
とが目指されている。
　一方で、女性の管理職昇進には、昇進までの
期間が長いという問題や、両立支援・家事分担の
見直しが必要であること、管理職を魅力的な仕事
にする必要があることなどが指摘されている（永

田，2016）。これは、女性の昇進には生活も含めた
労働環境の整備がセットで行われる必要があるこ
とを示している。実際に、山本（2014）による企業
パネルデータを用いた分析では、①職場の労働時
間の短い企業（企業固有の男性労働時間や人事
課長ポストの労働時間の短い企業）、②雇用の流
動性の高い企業（男性離入職率や過去の正社員
数の相対変動の大きい企業）、③賃金カーブが緩く
賃金のばらつきの大きい企業、④WLB施策（法を
上回る育児・介護休業制度、短時間勤務制度、勤
務地限定制度、長時間労働是正の取り組み）の
充実している企業では、正社員女性比率や管理
職女性比率が高くなっているという（山本，2014）。
　では、このような環境はいかにして整備されてき
たのだろうか。その背景として、本稿では特に組合
員の労働組合に対する関与意識に着目する。労
働組合は経営のカウンターパートとして職場や労働
条件の改善などに主体的に取り組む集団である。
良好な環境が実現しているということは、それだけ
組合員が熱心に活動にかかわり、そうした環境を勝
ち取ってきたことが想定される。もっとも、当然ながら
環境の整備と組合の活動、企業・組織における多
くの女性の雇用や昇進は、どれが先かという点で、
単純な因果関係をとらえることはできない。そのため
本稿では、ひとまず現時点で女性が活躍している
組織の特徴の一端を明らかにすることを目的として、
そうした組織とそうでない組織に所属する労働組合
員の組合への関与意識を比較することとする。
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2.1　調査概要
　本稿は、国際経済労働研究所が2015年に開
始した第49回共同調査「企業制度・施策に関す
る組織調査」で、2016年１月～ 2017年８月までに
収集したデータを用いた。この調査は、日本企業に
おける人的資源管理のために導入・改訂された
企業制度・施策が組合員のモティベーションに対
して、どのような影響を与えるかを検証することを目
的としたものである。本稿ではこの組織データに対
応する組合員の意識データを、ON・I・ON2調査

（第30回共同調査）のデータベースから抽出し、両
者を紐づけて分析した。
　
2.2　「女性活躍組織」の設定
　ここで、本稿のいう女性活躍組織について設定
しておこう。本稿では、女性活躍の指標として、女
性活躍推進法において女性活躍のために行うこ
ととしてあげられている女性採用・登用・能力開
発のうち、数値として把握しやすい女性の採用数
と役職登用数を用いる。なお、役職区分は総務省
統計局による雇用統計に合わせて設定した。
　女性比率の高低は、参加組織における正社
員、各役職それぞれの女性人数を全体人数で
割った女性比率が参加組織の中央値以上である

かどうかで設定した（表１）。例えば、「雇用期間の
定めがなく、所定労働時間通り働く月給社員（正
社員）」の女性比率が参加組織の中央値である
17.6％以上であれば、正社員女性比率の高い組
織となる。
　本来、女性活躍の程度を指標として検討するう
えでは、例えば役職に占める女性比率であれば先
に挙げた政府の指針（課長相当職に占める女性
比率を15％、係長相当職に占める女性比率を
25％）などを用いることが望ましい。ただし、表１に示
した通り、第49回共同調査参加組織における課
長級の女性比率の中央値は2.1％にとどまってお
り、分析に必要な十分な分散が得られない。そこ
で、本稿では調査に参加した組織のうちの相対的
な比較をするために中央値を用いた。
　女性役職比率については、例えば女性が部長
となっている場合は課長など下位の役職でも女性
の登用が可能であることが想定され、また、下位の
役職であっても女性が登用されている比率が高い
場合、それ以上への昇進も今後進んでいくかもし
れない。このように各役職の女性比率は相互に関
連していると考え、共同調査に参加した組織のな
かで、各役職の１つでも女性比率が相対的に高
い組織では、その上位・下位の役職にも女性の採

２.�調査概要・データ

中央値 組織数 高いとする場合の基準

正社員女性比率の
高い組織

17.6％
高：27
低：27

中央値以上

係長級女性比率の
高い組織

2.4％
高：17
低：16

同上

課長級女性比率の
高い組織

2.1％
高：22
低：22

同上

部長級女性比率の
高い組織

0％
高：19
低：21

女性が１人以上いる（比率で算出すると中央値が０となるため）

その他女性役職比
率の高い組織

0％
高：15
低：17

同上

女性役職比率の高
い組織

−
高：35
低：７

上段の基準で係長級、課長級、部長級、その他役職のどれか１
つが中央値以上

女性活躍組織 −
高：19
低：23

上段の基準で正社員女性比率が高く、かつ女性役職比率が高い

表１　比率の高低の設定
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用可能性が開かれているとして、本稿では、いず
れかの役職比率が中央値を超えている組織を、
女性役職比率の高い組織ととらえる。
　そして、この女性役職比率の高い組織と正社
員女性比率の高い組織とを組み合わせて、調査
に参加した組織のなかでは相対的に女性の活躍
が進んでいる「女性活躍組織」と設定する。両者
を組み合わせることには、女性の多さは単に職種
によるものであり、指揮管理は男性が行っていると
いった組織を省くことも意図している。
　
2.3　分析項目
　続いて、女性の活躍が進んでいる組織では組
合への関与が活発であるのかどうかを確かめるた
めに、本稿で用いる項目についても説明する。
　組合への関与については、組合の活動に主体
的に関わるという積極的関与（以下、組合関与）
と、活動について評価する消極的関与（以下、組
合評価）の２側面をとらえる。組合関与については
ON・I・ON2調査の質問項目のうち、「必要であ
れば役員になって組合活動をになう」「組合をよく
するために積極的に活動したい」の２項目からなる
合成変数を用いた。この回答に際しては「１．そう
思わない」～「５．そう思う」の5件法でたずねた。
　加えて、組合員の活動への関与について、組
合員のそもそもの関心についてもみておきたい。
ON・I・ON2調査では組合に関連する24の個別

活動領域をあげているが、今回はこのうち特に女
性の働く職場づくりにかかわると考えられる、職場
での機会均等や子育て支援など「男女共同参画
を推進するための職場制度（以下、男女共同参
画）」、賃金・賞与・諸手当の充実などの「基本的
労働条件の充実」、在宅勤務やワークシェアリング
の推進などの「勤務形態の改善」、そして「働きが
いを高めるための制度の改善（以下、働きがいを
高めるための制度）」の４領域に絞ってみていく。
これらについては「１．かかわっていきたくない」～
「５．かかわっていきたい」でたずねた。
　なお、実際に組合員の間で労働組合が役に
立っていると思われているのかどうかという組合評
価については、「今の組合活動全体にとても満足
している」「私にとって組合は役に立っている」の
２項目からなる合成変数と、「経営に対する発言
力がまったくない（逆転項目）」を用い、「１．そう思
わない」～「５．そう思う」で、また、上記の個別活動
領域では「１．役に立っていない」～「５．役に立っ
ている」でたずねた。
　以上の項目および回答結果については、第49
回共同調査に参加した組織の平均を50、標準偏
差を10とした標準得点を基準に算出し、正社員
女性比率・女性役職比率ともに高い組織と、いず
れも低い・あるいはどちらか一方のみ高い組織そ
れぞれの平均値を求めた。以下、相対的な高低
について言及する。

3.1　組合関与
　まず、女性活躍組織とそれ以外の組織におけ
る組合関与（組合の活動に主体的にかかわるとい
う意識）を比較してみると、図１の結果となった。

３.�結　　果

　組合関与では、女性活躍組織が、それ以外の
組織の組合関与の標準得点を0.9ポイント上回っ
ており、組合に積極的にかかわっていこうという意
識がやや高いことがうかがえた。

図１　組合関与
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　また、各組織の男女での傾向の違いを確かめた
ところ、図２のように、標準得点について女性活躍
組織で女性では0.9ポイント、男性では1.4ポイント
高く、特に女性活躍組織の男性において組合へ
の関与意志が高いことがわかった。加えて、女性
活躍組織の中でも、女性よりも男性のほうが組合
関与の標準得点は高くなっていた。
　では、特定の活動領域への関心はどうだろう

か。職場や労働条件の改善に関わる領域への関
心についてみたところ、図３の結果となった。
　これをみると、いずれの領域でも女性活躍組織
の方がそうでない組織の標準得点を1.0ポイント以
上上回っている。これについても各組織の男女で
の結果をみてみよう。
　まず、女性については図４のようになった。男女
共同参画へは女性活躍組織、女性活躍組織以

図２　男女別にみた組合関与

図３　職場や労働条件の改善に関わる領域への一般関与

図４　女性の各領域への一般関与
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図５　男性の各領域への一般関与

外のいずれも標準得点53点以上と参加組織平
均と比べ高水準であるが、女性活躍組織以外が
やや女性活躍組織を上回っている。しかし、その
他の項目についてはいずれも女性活躍組織のほ
うが標準得点の高い結果となった。
　一方、男性の関心については図５の通りであ
る。図５をみると、すべての項目で女性活躍組織
の標準得点がそれ以外の組織を上回っている。な
お、図４と比べると、女性活躍組織かどうかにかか
わらず、働きがいを高める制度への関心を除い
て、女性のほうが男性よりも各領域への一般関与
の標準得点は高水準にある。
　以上、女性活躍組織とそうでない組織との組合
関与についてみてきた。結果、組合関与および職
場や労働条件の改善に関する各領域への一般
関与の両方で、女性活躍組織がそうでない組織
を上回る結果となった。また、それぞれ男女別でみ
ていくと、組合関与では女性活躍組織の男性の
標準得点が最も高くなっていた。一方、各領域へ

の一般関与では、男女共同参画については女性
活躍組織以外の女性の標準得点が最も高かった
が、それ以外については女性活躍組織の女性で
最も高く、逆に、女性活躍組織以外の男性の一般
関与が最も低くなっていた。

3.2　組合評価
　続いて、組合評価（活動による恩恵を享受し評
価する意識）についてみていこう。女性活躍組織
とそれ以外の組織における組合評価を比較したも
のが図６である。
　図６のとおり、女性活躍組織は組合評価でも女
性活躍組織の標準得点を0.9ポイント上回ってい
る。先述の組合関与の結果ともあわせると、女性
活躍組織では、組合関与と評価のいずれも女性
活躍組織を上回る結果となった。
　続いて、これについても男女別の結果をみてみ
よう（図７）。
　組合評価については、女性の標準得点が52ポ

図６　組合評価 図７　男女別にみた組合評価
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イントと全体（50ポイント）と比べて高水準にある。
女性では女性活躍組織かどうかにかかわらずほ
ぼ差はないが、男性ではわずかながら女性活躍
組織のほうがそうでない組織を上回っている。
　続いて、組合関与と同様に、活動領域への評
価もみておこう。
　図８をみると、組合関与と同様に各領域への評
価のいずれも、女性活躍組織はそうでない組織の

標準得点をおおむね上回っており、男女共同参
画への組合評価では1.0ポイント差がついている。
これについても男女それぞれの結果をみてみよう。
　図９をみると、女性では基本的労働条件の充
実については、女性活躍組織はそうでない組織の
標準得点をやや下回っているが、他の領域では
やや上回っている。
　一方、男性ではいずれの領域でも女性活躍組

図８　職場や労働条件の改善に関わる領域への組合評価

図９　女性の各領域への組合評価

図10　男性の各領域への組合評価
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織がその他の組織と同等以上となっていた（図10）。
このように、各領域への組合評価においては、女
性活躍組織以外の女性で、基本的労働条件の
充実を除いて男女問わず女性活躍組織でそうで
ない組織の各性別の標準得点を上回っていた。
　最後に、会社への組合の発言力への評価につ
いてみてみよう。
　図11をみると、女性活躍組織の方がそれ以外
の組織よりも1.5ポイント標準得点が高い結果と
なっており、女性活躍組織の組合員の方がそうで
ない組織の組合員よりも組合は会社に対して発
言力があると考えていることがうかがえる。
　この項目についても男女別でみてみると、図12
の結果となった。
　組合の会社への発言力については、女性では
女性活躍組織の標準得点のほうがそうでない組
織の各性別における得点を0.9ポイント、男性では
1.1ポイント上回っていた。また、女性活躍組織であ
るかどうかにかかわらず、女性が男性の得点を上
回っていた。

　ここまで、女性活躍組織とそうでない組織におけ
る組合評価を確認してきた。組合評価と職場や労
働条件の改善に関する領域への組合評価の両
方で、女性活躍組織がそうでない組織を上回る結
果となった。組合評価について男女別に確認する
と、女性では女性活躍組織かどうかで差はほとん
どなく、男性では女性活躍組織がややそうでない
組織を上回っていた。加えて、男性よりも女性のほ
うが相対的に組合評価の高い傾向がみられた。
各領域への組合評価でも男女問わずおおむね女
性活躍組織の方がそうでない組織を上回ってい
たが、基本的労働条件の充実については、女性
活躍組織以外の組織の女性で最も評価が高く
なっていた。
　組合の会社への発言力に対する評価でも、女
性活躍組織がそうでない組織を上回っており、男
女別でみると、男女ともに女性活躍組織がそうで
ない組織を上回り、さらに、男性よりも女性のほう
が相対的に評価の高い傾向がみられた。

図11　組合の会社への発言力 図12　組合の会社への発言力（男女別）

４.�ま��と��め

　以上、本稿は、女性活躍組織における組合員
の労働組合への関与意識について、それ以外の
組織との比較からその特徴について検討してき
た。結果、想定した通り、女性活躍組織では、そう
でない組織と比べて組合関与も組合評価も高く
なっていた。同様に職場や労働条件の改善に関
する領域への関心や評価もそうでない組織と比べ
て高く、女性活躍組織では組合員が主体的に職

場の改善に取り組んでおり、かつその成果も実感
できていることが示唆される結果であった。
　一方、男女別の結果をみてみると、個別活動領
域で男女共同参画への一般関与や基本的労働
条件の充実への評価はむしろ女性活躍組織以
外の女性のほうが高い。しかし、女性活躍組織以
外の組織での男性の関与意志や評価は、全般的
に他の属性と比べて最下位にある。女性の活躍
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が進んでいない組織では、相対的に数の多い男
性が組合活動に積極的でなく、女性の関与意志
もすくい取ることができないままとなっていることが
うかがえる。
　ただし、本稿の結果は、２節でも述べたようにあく
まで調査に参加した組織のうちの相対的な比較
によるものであり、女性活躍組織とする基準も、政
府の目標よりも低いものである。そのため、正社員
に占める女性・役職女性の割合と組合関与、その
先にある働きがいとの関連を正確に明らかにでき
たとまではいえない。今後より多くの企業・組織の
参加によるデータの蓄積をもって、女性の雇用・登

用が労働組合を介して職場環境や働きがいへと与
える影響について分析を行っていく必要がある。
　加えて、初めに述べたように多様な人々が働き、
能力を発揮することができる社会をつくることが目
指されている社会的背景をふまえると、今後、女性
に限らず様々な人々の働き方や、組合へのかかわ
りについても考えていく必要がある。第49回共同
調査では、すでに非正規労働者、障がい者、外国
人といった人々の雇用や役職への登用に関する
項目も設けているが、こうした人々の職場へのかか
わり方をより詳細に明らかにできるような項目の精
緻化もすすめていきたい。
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１.�はじめに

　日本の企業、特に大企業においては、1990年

後半以降に人事制度の改革が行われてきた。い

わゆる三種の神器（年功序列、終身雇用、企業別

組合）からの脱却が主な内容であり、具体的には

年齢給を縮小・廃止して年齢と賃金に強い右上

がりの関係があった賃金プロファイルをフラット化し

たり、成果主義を導入して同一職種、同一年齢の

従業員間で賃金格差を広げたり、潜在的な能力

の評価より顕在化された能力や短期的な仕事の

成果のウエイトを高めたり、といったものがあった。

　この一連の企業行動については、各社とも同じ

方向に向かって改革を進めているような印象があ

るものの、実際には各社が行っていることには差

異が見られる。成果主義という言葉一つをとって

みても、定義を作ることはかなり困難である。奥西

（2001）はそれを踏まえた上で、共通する点を３つ

にまとめて定義付けをした。すなわち、①賃金決定

要因として技能、知識、努力などよりも結果として

の成果を重視すること、②長期的な成果よりも短

期的な成果を重視すること、③実際の賃金により

大きな格差をつけること、である。さらに、ブームの

反動や不適切な成果主義の実施によって、成果

主義という言葉を使わなくなった企業もあるとい

う。

　また、人事制度を構成する重要な要素として、

等級制度が挙げられる。これも大別すると次の３

つが代表的なものとされる。すなわち、職能等級

制度、職務等級制度、役割等級制度である。た

だ、これらも各社によって制度の細部や運用のあ

り方は様々である。上で述べた人事制度改革でこ

れら等級制度にも変更が加えられた企業が多い

が、ある等級制度から他の等級制度に移行した企

業もあれば、移行はせずに内容を変えた企業もあ

る。

　そこで、第49回共同調査（以下、今回調査）の

膨大な調査項目群のうち、等級制度や賃金制度

については、どの制度を用いているかという聞き方

をするのではなく、それらの制度を構成すると考え

られる要素について細部にわたる質問を作成し、

企業がそれらをどの程度採用しているかを見ること

によって、企業がどのような制度を用い、どのように

運用しているのかを探ることにしている。本稿では

これらの質問項目を用いて、等級制度と賃金制度

の中でも特に年功主義や成果主義について、そ

の実態を調べることにしたい。

　本稿を作成している時点で用いたサンプルサイ

ズは70弱とまだ小さいことから、今回の考察は各

項目の記述統計をみるに留めており、あくまで中間

的なものである。しかし、我が国の代表的な企業を

含む貴重なデータから得られた結果であり、単純

な集計からであっても得られる示唆は大きいと考え

られる。
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　ここでは、先に挙げた３つの等級制度の分類に

ついて、まず大まかな特徴を説明した後、その構

成要素を今回調査で対応する項目と照らし合わ

せ、最後にそれらの項目の回答状況から、回答企

業がどのような等級制度を実施しているのかを考

察する。

　職能給や職能等級制度は、職務遂行能力に

基づいて等級を定め、それに基づいて賃金を支払

うというのが基本的なアイディアである。ここでいう

職務遂行能力とは、多くの場合は潜在的能力を

指していて、その能力が実際に発揮されているか

どうかは重要視されない。したがって、職能等級が

上がったけれども、様々な理由で職位が据え置か

れることがある。また、一度上がった能力は、同じ企

業に在籍し続けている限りは低下しないという前

提が置かれていることも多い。したがって、職能等

級に応じて給与を支払う場合に、当該従業員の

現在行っている仕事の価値に比べて、給与が高く

なりすぎるという弊害がしばしば指摘されてきた。

一方で、ジョブローテーションで、慣れない仕事を担

当することになったとしても、この制度なら賃金が

低下しにくいため、従業員にとってはジョブローテー

ションを受け入れやすいというメリットも存在してい

る。これは、仕事そのものではなく、いわばヒトに値

札が付いた状態であると考えることができる。

　そこで構成要素として、「（A1）等級を従業員の

能力によって規定しているかどうか」「（A2）職能

要件書を作成しているか、その際どのレベル（職種

別なのか、それより粗いか、細かいか）で作成して

いるのか」「（A3）等級と職位が一致しないことが

あるか」「（A4）等級制度上、（よほどの理由がな

ければ）降格されることはないか」「（A5）基本給

は等級に基づいて支払われ、現時点での担当職

務とは直接関係しないか」の５点を取り上げること

とする。

　職務給や職務等級制度は、職能給や職能等

級制度とは対象的に、該当する従業員が行ってい

る職務の価値に応じて等級を定め、それに基づい

て賃金を支払うという制度である。すなわち、ヒトで

はなく仕事に値札が付いているというイメージにな

る。同一の職務であれば同一の賃金が支払われ

るというのが基本的な考え方であるものの、実際に

は習熟度によって成果が左右されるような職務で

は習熟給が加えられたり、モラール維持のために

経験加給を付けたりすることもみられる（日本経団

連事業サービス人事賃金センター , 2000）。

　仕事に値札を付けるという作業が、職務分析や

職務評価の実施、職務記述書の作成ということに

なる。職務記述書の作成は、厳密に職務給や職

務等級制度を実施するならば職務ごとに行う必

要があり、非常に負担の大きい作業である。

　構成要素としては、「（B1）等級を担当する職

務・役割 1によって規定しているかどうか」「（B2） 

職務記述書を作成しているか、その際どのレベル

（職種別なのか、それより粗いか、細かいか）で作

成しているのか」「（B3） 等級を定める際、職務分

析や職務評価の実施をしているか」「（B4）基本

給は担当している職務の等級によって支払われ

ているか」の4点を取り上げることとする。

　堀田（2001）によれば、役割給や役割等級制

度は、従業員が担っている役割の大きさ・重要さ

に応じて等級を定め、それに基づいて賃金を支払

う制度であるが、役割を具体的に展開した目標達

成度（成果）も賃金に反映されるという特徴を持

つ。役割は、職務ほど細かい定義は必要ではない

ため、採用する企業にとって比較的負担は小さ

い。また、従業員の持つ潜在的な能力というイン

プット寄りの定義ではなく、あくまで企業の戦略か

ら導き出されたアウトプット寄りの定義であることか

ら、職能給や職能等級制度に比べて、従業員の

生産性と賃金とを一致させやすいと言える。このよ

うに、役割等級制度は職務主義と能力主義の双

方の性質を備えている、すなわち職務等級制度と

職能等級制度とのハイブリッド型の制度であるとい

える（平野, 2010）。

　構成要素としては、「（C1）等級を担当する職

２.�等級制度の分類
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務・役割 によって規定しているかどうか」「（C2） 

期待される役割の定義があるか、その際どのレベル

（職種別なのか、それより粗いか、細かいか）で作

成しているのか」「（C3）基本給は社員の等級に

基づいているか、一定の差がついているか」の3点

が考えられる。

　では、実際に回答状況を見ていくことにする。

Q14-2は等級を何で規定しているかをそのまま尋

ねた質問で、（A1）（B1）（C1）について判断でき

るが、回答企業数が少ないことに注意が必要であ

る2。「従業員の能力」のみ、もしくは「担当する職

務・役割と従業員の能力の両方」を挙げる企業

が、職種を問わず９社中３社ずつであることがわか

る。「従業員の能力」を含まず「担当する職務・役

割」のみとした企業は２～３社である。したがって、

純粋に職務遂行能力だけで等級を定めていると

いう企業は３分の１ほどに過ぎないことがわかる。

多くの企業は何らかの形で職務や役割を等級に

反映させていると言える。

　次に、Q14-3からQ14-6について見ていく。こ

れらは、実際に等級を規定するものとして、職務・

役割・職務遂行能力が織り込まれているかどうか

を判断する材料となる。

　Q14-3への回答から（B2）について検討する

と、半数弱の企業がそもそも職務記述書を作成し

ていない。また、職務記述書があっても、個別の職

務ごとの職務記述書が存在している企業は、一

般社員・課長級ともに１割弱に過ぎない。これと、

それより若干粗い基準である職種よりも詳細なレ

ベルごとの職務記述書を合わせても、２割前後の

企業にしか存在しない。質問項目が前後するが、

先に職務等級制度に関する質問項目についてま

とめてみておこう。（B3）においては、Q14-6への

回答から、職務内容による等級付けを行っていな

い企業が、一般社員向けでは４割弱、課長級では

２割半ばほどである。また、職務分析や職務評価

ではなく、従業員の納得性を重視した等級付けを

行っているという企業は、１割未満と少数に留ま
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る。つまり、職務を全く考慮しない等級付けとなっ

ている企業は３～４割であると言える。反対に、こ

の設問で一番細かく職務内容を等級に反映させ

ていると想定した、職務ごとに職務分析を行った

上で、職務評価し等級づけたという企業が、一般

社員向けで３割強、課長級で２割半ばと、それなり

のボリュームで存在していることがわかった。（B2）

と合わせて考えると、職務記述書までは作成して

いないため、厳密な意味での職務等級制度を採

用しているとまではいえない企業が多数であるもの

の、職務評価や職務分析を行って等級に反映さ

せてはいるということが推察される。

　（C2）に関してはQ14-4への回答から、等級に

対して役割を定義していない企業は１割ほどと少

数派であることがわかる。しかし、役割の定義が

あっても職種ごとにわけていないとする企業が約

半数を占め、職種ごとの定義があるものが１割半

ば、職種より詳細なものが３割弱であった。

　（A2）については、Q14-5への回答から、職能

要件書をそもそも作成していないという企業は、一

般社員を対象にした場合は２割半ば、管理職を対

象にした場合は３割ほどであり、少数派ではあるが

決して無視できる割合ではないことがわかる。ま

た、先ほどの（1）で等級が「従業員の能力」で規

定されていないという企業が３分の１存在したこと

とも、概ね整合的な結果である。また、その要件書

は職種別よりも粗いものが３～４割、職種別が２割

前後、それよりも細かいものが２割前後であった。

　最後に、Q14-7、Q14-12、Q15-9を見ていく。

これらは、等級制度が実際にどのように運営され

ているかを判断するための質問項目である。

　まず（A3） で問題となっている、等級と職位が

一致しないことがあるかどうかは、様々なケースが

想定されうる。ここでは、課長級よりも低い等級の

従業員が、通常は課長級以上の従業員が担当す

るであろう管理的業務を行うことがあるかどうかを
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確かめる。Q14-7への回答から、該当する従業員

がいると回答した企業が７割弱と多数を占めること

がわかった。従って、等級と職位が一致しないケー

スはかなりの企業で見られる。ただ、そうした従業

員の割合を尋ねた質問では、多くの企業が５％以

下の数値を答えている（回答企業数が少ないの

で、表は割愛する）。

　

　また（A4）の、降格された従業員の割合につい

ては、Q14-12に対して半数以上の企業が「いな

い」と回答し、「１％未満」は４割弱であったため、日

本の企業において降格された従業員が１％以上と

なることは極めて稀であることがわかる。降格の存

在が基本的には前提とされていない、純粋な職能

資格制度ではない企業であっても、従業員の降格

はかなり珍しいことだと言える。

　最後に、Q15-9では（A5）（B4）（C3）を判断す

る。一般社員でも課長級でも、６割ほどの企業が

基本給は、基本的には社員の等級に基づいてお

り、担当職務とは直接的な関係はないと回答して

おり、職能資格制度の構成要素を満たしている。

また、基本給は個別職務ごとに決められた金額通

りに支払われるという、極めて厳密な職務給を採

用する企業はなく、基本給は担当している職務の

等級によるものであり、年齢・勤続年数などの年

功的要素とは無関係であるとする企業も一般社

員向けでは１割未満、課長級でも１割半ばと少数

派である。基本給は担当している職務の等級によ

るものであるが、年齢・勤続年数などの年功的要

素によって、ある程度異なるという企業は、一般社

員向けでは２割半ばを上回る一方、課長級では１

割未満である。職務給タイプの賃金制度を採用す

る企業においても、一般社員には年齢や勤続年

数を加味して賃金を支払う傾向にあるものの、管

理職になるとそれら年功的要素を外す可能性が

高いことがうかがえる。なお、役割給タイプの賃金

制度を採用している企業も、先に述べた定義から、

２～４のいずれかの回答となるはずである。

　今回調査と比較するために、政府統計で等級

制度について継続的に調査をしている厚生労働

省「就労条件総合調査」の平成29年度の結果

（1000人以上の大企業）を確認しておきたい。基

本給の決定要素（複数回答可）として管理職では

「職務・職種など仕事の内容 3 」が71.0%、「職務
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遂 行 能力」が65.9%である。管 理 職 以 外では、

「職務・職種など仕事の内容」が65.3%、「職務遂

行能力」が68.7%である。この結果からも、やはり

職能等級制度と職務等級制度や役割等級制度

とを組み合わせて用いていることが示唆され、本

調査の結果と同様であることがわかる。

　本調査におけるより詳細な調査項目を検討した

結果、やはり少なくとも厳密な意味での職務等級

制度や職務給を取り入れている企業は少ない。ま

た、職能等級制度や職能給から脱却するなどし

て、全く用いていないという企業も少数派である。

職能等級制度をベースとして、そこに職務や役割

の要素を入れるなどの工夫をしながらも、運用面で

はあくまで職能等級制度をベースにしている企業

が多いということが示唆される。

　本節では、年功的要素と成果主義的要素それ

ぞれについて、今回調査で対応する項目と照らし

合わせ、最後にそれらの項目の回答状況から、回

答企業がどの程度の年功賃金や成果主義賃金

を実施しているのかを考察する。

　年功という言葉には、年齢（年）の効果と生産性

（功）の効果の二つの意味が混在しているため、

分析には不適切な概念であるという指摘がある

（梅崎, 2008）。そのため、賃金であればその決ま

り方（賃金制度）と上がり方（賃金構造）を分けて

議論すべきであるとされる（小池, 2005）。ここで

は、主に前者について議論する。またここでは、年

功的要素について大きく二つに分類する。すなわ

ち、賃金が年齢や勤続年数によって支払われて

いるかどうかと、等級制度上の昇格が年齢や勤続

年数によって行われているかどうかである。これに

は、等級制度上の飛び級や降格が事実上ほとん

ど行われないかどうかも含まれる。

　構成要素としては、以下を取り上げる。賃金に

関しては、「（D1）定期的な自動昇給制度がある

か」「（D2）等級によって支払われる賃金に、積み

上げの部分が含まれているか」の二つを、昇格に

関しては、「（D3）昇格者数の年次別管理をして

いるか」「（D4）標準・最短滞在年数の規定がある

か」「（D5）等級制度上、実際に降格や飛び級が

あるか」の二つを、それぞれ取り上げる。

　次に成果主義の程度に関しては、ここでは個人4

の成果や業績が制度上賃金に反映されるかどう

かと、実際の賃金に差をつけているかどうかの、大

きく分けて二点を確認することにする。まず前者の

基準については、「（E1）業績評価における目標

管理によって決定される評価のうち、【結果】をもと

に評価される割合」「（E2）標準的な従業員にお

ける、業績評価が【昇給金額】に反映される割合」

「（E3）標準的な従業員における、業績評価が

【賞与金額】に反映される割合」「（E4）標準的な

従業員における、業績評価が【昇進・昇格】に反

映される割合」「（E5） 等級によって支払われる

賃金に業績給・成果給が含まれているか」の五つ

を取り上げる。後者については、「（E6） 各層の

【基本給】【年収】について上位・下位の格差」

「（E7） 30（40）歳の従業員が最も多く所属する

等級において、30（40）歳の従業員の【基本給の

最高額】は【基本給の最低額】の何倍か」「（E8） 

30（40）歳の従業員が最も多く所属する等級にお

いて、30（40）歳の従業員の【昇給金額の最高

額】は【昇給金額の最低額】の何倍か」「（E9）10

年前に30歳の従業員が最も多く所属する等級に

所属していた、当時30歳の従業員のうち、現在の

40歳時点で、【最も早い昇進者】は、【最も遅い昇

進者】と比べて、【基本給】はどれくらい違うか」の

四つを取り上げる。

　では、回答状況をみていくことにする。Q14-8で

（D1）について確認すると、半数以上の回答企業

が定期的な自動昇給制度を持っていることがわか

る。しかし、厚生労働省の「平成29年賃金引上げ

等の実態に関する調査」において、「定期昇給制

度」がある企業は、5000人以上 5の企業に限定し

３.�年功的要素と成果主義的要素



− 27 −

ても管理職で64.7%、一般職では89.7%にのぼる

ため、今回調査の結果は「自動」という文言が追

加されたためなのか、かなり低めに出ている。

　次に等級制度上の昇格に関して、まずQ14-9で

（D3）について見ると、大卒総合職の昇格と管理

職への昇格は共に年次別管理をしていないと回

答する企業が多数派であり、前者は約７割、後者

は９割弱にのぼる。つまり、管理職手前では年次

を考慮する企業も４社に１社はあるが、管理職以

上はほとんど考慮されなくなる。また、Q14-10と

11で（D4）について考察すると、標準滞在年数が

ないという回答企業は６割以上と半数を超える。

一方、最短滞在年数がないという回答は約４割で

こちらは半数を下回る。これらからは、等級制度上

の昇格が、ほとんど年功によって決まるような制度

になっている企業は、それほど多くないと考えられ

る。しかし、前出のQ14-12と13で（D5）について

見ると、降格者については先に見たように1％を超

える企業がごくわずかで、事実上降格はほとんど

ないと言って良く、飛び級についても同様である。

つまり、制度上では年功で昇格するようにはなっ

ていなくても、実際の運用では年功がそれなりの

意味を持っていることがうかがえる。

　Q15-1（3）は（E1）について見ることができる

が、目標管理によって決定される業績評価のうち、

一般社員では少なくとも半分が、管理職では６割

ほどが、結果をもとに判断されているとわかる。な

お、営業職ではそれぞれ10ポイント強割合が高

まっており、営業職が結果重視であることがうかが

える。そして、その業績評価が実際に処遇に反映さ

れるかどうかを示すのがQ15-5（1）、Q15-6（1）、 

Q15-7（1）の３項 目 で、そ れ ぞ れ（E2）（E3）

（E4）についての判断材料である。まず昇給につ

いてみると、概ね50％ぐらいが平均値となってい

る。賞与は80%半ばから90%強であり、業績評価

がかなり反映されていることがわかる。昇進・昇格

への反映度は一般社員で30%台半ばでこれらよ

りは低く、管理職では50%弱で昇給への反映割

合と同程度である。

　賃金制度の改訂を行った３社のデータを用いた

都留・阿部・久保（2005）では、改定により賃金
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が年齢や勤続年数によって決まる部分が小さくな

り、代わりに査定点や等級の影響が強まったこと、

ただし月例賃金のばらつきはあまり大きくなってお

らず、賞与による賃金格差拡大が生じたことが示

されているが、異なる手法を用いている今回調査

でもその傾向があることが示され、さらに昇進や昇

格に対する反映の割合も、基本給に対するものよ

りやや小さいか、同程度であることがわかった。

　続いて、等級に基づいて支払われる賃金の種

類を尋 ねたQ15-10（1）（2）（3）で、（D2）（E5）

について確認する。職務等級によって支払われる

賃金では、習熟給の採用は一般社員で２割前

後、課長級では１割未満と少なく、業績給・成果

給が一般社員は約３割、課長級は約４割と多数を

占めている。習熟給の企業でも、自動積み上げの

採用はなく、査定積み上げのみである。業績給・

成果給の企業では、一般社員では積み上げ型が

少なく、洗い替え型が多数を占めるのに対し、課長



− 29 −

級では両者の関係は拮抗している。職務等級に

基づいて賃金を支払う場合は、習熟給よりも業績

給・成果給が支払われる傾向にあると言え、そして

その傾向は管理職においてより強まる。ただ、業績

給・成果給を採用している企業に限定すると、洗

い替えというより成果主義的な支払い方をされる

のは、むしろ一般社員の方であることが示された。

なお、職務と賃金が完全に一致するケース、つまり

範囲給ではなく単一給であるという企業は１割に

満たない。役割等級によって支払われる賃金で

も、やはり習熟給よりも業績給・成果給が採用され

る傾向にある。職務等級と似た傾向だが、こちらの

場合は課長級でも業績給・成果給のうち洗い替

え型が用いられている。

　一方、職能等級によって支払われる賃金では、

習熟給の採用が一般社員向けでは半数ほどを占

めている。課長級でも２割半ばほどで、職務等級

や役割等級に比べると高い割合である。しかし、
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業績給・成果給の採用も一般社員で３割半ば、

課長級では４割半ばであり、職能等級制度に成

果給を組み合わせている企業も多いことがわか

る。細かい分類では、業績給・成果給を採用して

いる企業のうち、一般社員では洗い替え型が多く、

課長級では積み上げ型と洗い替え型が同程度で

あり、これは職務等級と類似した傾向である。

　これらから、比較的年功的な運用がなされてい

るのは、やはり職能等級制度であることが示唆さ

れるものの、同制度を用いつつ、最も成果主義的

な洗い替え型を用いる企業も多いことがわかる。

職務等級制度や役割等級制度は、習熟給の採

用が相対的に少なく、特に管理職においてその傾

向が顕著である。

　最後に、実際の賃金格差について見ていくこと

にする。Q15-11（1）（2）では、（E6）について確

認できる。基本給、年収とも最高額は最低額の

1.4～1.5倍程度だが、ばらつきはかなり大きく、ほ

とんど差をつけない企業もあれば、3倍に上る企業も

ある。しかし、上位25％と下位25％の格差においては、

基本給の最大値で1.2倍、年収でも1.5倍である。

　また、Q15-12（1）（2）（3）（4）は、同 一 年 齢

（30歳、40歳）の従業員が最も多く所属する等級

の中で、基本給と昇給金額のそれぞれで、最高額

と最低額の格差を尋ねていて、（E7）（E8）につい

ての判断ができる。基本給については、一番格差
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の小さい選択肢である「1.2倍未満」との回答が3

分の２を占めた。しかし、昇給額では２倍以上との

回答が合わせて半数を超えている。これらから、同

じ等級にいる限りは給与にそれほど差がつかない

が、昇給額においてはそれなりに差がつけられると

解釈することができる。

　Q15-11（5）は、10年前に30歳の従業員が最

も多く所属する等級に所属していた、当時30歳の

従業員のうち、現在の40歳時点で、【最も早い昇

進者】は、【最も遅い昇進者】と比べて、【基本給】

はどれくらい違うかということを尋ねている。これは

（E9）に関連する質問だが、30歳時点をスタート時

点として、同一の等級にいる従業員同士が、10年

間経過ののちにどの程度の賃金格差となってい

るかを測定する項目である。最も多い回答は1.2～

1.4倍で３割から４割を占めている。一方で、1.8～

2.0倍のところにももう一つ回答の山があり、概ね１

割半ばとなっている。同一等級内における格差よ

りは大きな格差がついているが、それでも２倍を超え

るような格差はほとんどついていないことがわかる。

　今回調査と比較するために、等級制度のところ

でも取り上げた厚生労働省「就労条件総合調

査」の平成29年度の結果（1000人以上の大企

業）を確認しておきたい。基本給の決定要素（複

数 回 答 可）として管 理 職では「業 績・成 果」が

53.9%、「学歴、年齢、勤続年数」などが41.6%（う

ち年齢・勤続年数などは40.6%）である。管理職

以外では、「業績・成果」が51.7%、「学歴、年齢、

勤続年数」などが62.4%（うち年齢・勤続年数など

は58.6%）である。今回調査には厚生労働省の調

査と直接的に対応する項目があるわけではない

が、各項目の調査結果を合わせて考えると、年功

や業績・成果を賃金に反映させている企業はどち

らも半数より多いと判断できる。従って、あくまでその

程度が問題となるが、少なくとも成果主義で大幅な

差をつけている企業は、まだ少数派であると言える。

４.�おわりに

　本稿では、第49回共同調査の中で、等級制度

や賃金制度について聞いた項目を用いて、企業が

どのような制度を用い、どのように運用しているの

かを探ってきた。まず等級制度については、現在

でも職能等級制度がベースとなっている企業が多

い。しかし、等級制度の構築に当たって職務遂行
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能力だけを用いているというよりは、職務や役割と

勘案している企業も一定数存在する。とはいえ、

職務分析や職務評価などを実施して厳密に職務

等級を定める企業はごく少数である。運用面でも、

職能等級制度の特徴をもったものが多い。賃金制

度においては、定期的な自動昇給制度は半数程

度の企業にしかないものの、等級制度に関連づけ

た賃金で、積み上げ型の支払いをしている企業

も、職能等級制度を採用している企業を中心に多

く存在する。業績や成果に応じた支払いはあり、そ

れは主に賞与でなされていて、基本給や年収で

の格差は1.2倍程度との回答が多かった。報道で

は極端な例をあげることが多いが、平均的にはそ

れほど大きな差はついていないと言えそうである。

　では、今後の分析方針について述べたい。今

回は、等級制度や年功序列・成果主義に深くか

かわる一つ一つの項目の検討に留まった。評価制

度（目標管理制度など）やコンピテンシー（役割等

級などにかかわる）など、関連する項目の検討をし

たい。時期の違いについても今回は見ていない

が、各時点のデータがバランスよく収集されていけ

ば、制度の推移についても確認することが可能に

なる。特に、成果主義の導入から修正、それに合

わせた等級制度や評価制度の変更についても観

察できるようになる。

　さらに、各等級制度が排他的に実施されていな

いことが示唆されたため、まずはこれらがどの程度

重複しているのかについて、複数項目の関連を、ク

ロス表などを使用して検討する必要がある。また、

等級制度と賃金制度との親和性に関する検討も

必要である。例えば、一時期は「職能等級制度＋

年功賃金」の組み合わせから「役割等級制度＋

成果主義」の組み合わせへの移行が盛んに言わ

れたが、実際にはどうなのかを見るということであ

る。企業統治構造、労使コミュニケーションの程

度、経営環境、企業文化などと、これらの間の関

係を調べることも有益であろう。
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　2012年より長期政権を築いてきた安倍政権に赤信号が

ともりはじめている。2017年に明るみになった森友問題も未

解決のまま、そこから派生した財務省の隠蔽問題あるいは、

加計学園をめぐる今治市と元首相秘書官の事前打ち合わ

せ問題、自衛隊の日報隠し問題、厚労省や財務省における

セクハラ問題など、堰を切ったように、長期政権がもたらした

「歪み」が露呈している。このような諸懸案に関して、たとえ

ば森友問題に関する佐川氏の証人喚問などを見てもわか

るように、政府はその解明に積極的であるようにはみえない。

こうした政治的状況を踏まえて、立憲民主党などの野党6党

（当時）は、審議の前提が壊れたとして、柳瀬氏の証人喚

問や麻生太郎財務相の責任などを求めて、いわゆる「審議

拒否」を行った。政府の積極的な対応を求めて野党が審議

を拒否することはこれまでにもたびたび見られる政治戦術で

あるが、一方で、審議拒否は議会における討議の放棄とも

受け取られかねず、実際に批判的な論調もみられる。では

野党が行使する「審議拒否」は、いかなる意味や意義を有

するのか、またこうした戦術は日本に独特なのかについて、

諸論稿の整理を通じて明らかにしていきたい。

　

審議拒否がもつ政治的な意味

　そもそも、野党の審議拒否は何のために行われるのだろ

うか。この点についてたとえば田中信一郎（千葉商科大学

特別客員准教授）「野党の『審議拒否』は『サボり』なの

か？」（『HARBOR BUSINESS Online』2018年4月

28日）は、日本の国会の慣行では野党の取りうる手段は限

られており、『国会のあり方を正常化したり、政府の信頼を

回復したりするための、国権の最高機関における少数派議

員としての「仕事」』として捉える。ただし、すべての審議拒

否が「仕事」というわけではなく、他に取りうる手段がない場

合に限られるとも述べられる。また一般的に、審議拒否は世

論の支持を集めるという目的もある。しかし現状において、山

口哲人・我那覇圭（東京新聞記者）「『ねじれ』ないのに

異常長期化　国会、政権ＰＲの場に」（『東京新聞』2018

年4月27日）は、野党の審議拒否の理由を説明しつつも、

それによる「リスク」も伴うと説明する。とくにねじれ国会の場

合は審議拒否によって野党が主導権を握り、あるいは政府

の「強行さ」を世論に効果的に示すこともできうるが、現状は

衆参の多数党が同じであるため、国会審議において反対派

からの強い抵抗もなく、むしろ政府・与党のＰＲの場になって

しまう可能性があるとも指摘する。

　

戦略としての「審議拒否」

　審議拒否となれば野党が国民にアピールする場がなくな

るように思われるが、近年は野党6党合同ヒヤリングの様子

がしばしば報じられている。この点について高橋洋一（嘉悦

大学教授）「野党は審議拒否でなく法改正対応案を提出

すべき」（『Jcastニュース』2018年4月26日）は、野党が

国会審議を欠席しながらも、6党合同ヒヤリングを通じて世論

にアピールする方法に疑問を呈している。とくに、野党議員

による各省庁官僚への厳しい質疑の様子を「パワハラ」のよ

うに見えてしまうことや、野党ヒヤリングではなく、国会で各省

庁の大臣を直接に追求するべきであると論じる。また議会の

在り方の観点から、「「ガラパゴス」ぶり突出、野党が驚愕

の１７連休“世界の恥”」（『Zakzak』2018年4月30日）

における岩井奉信（日本大学教授）へのインタビューでは、先

進国では野党が演説を引き延ばすなどの手法で抵抗するこ

とはあっても、審議そのものを放棄するケースは極めて稀で

あり、野党戦略がなく時代錯誤であると批判している。また同

インタビューでは、「議論を尽くし、多数決で決める」という議

会の合意に背くものであり、有権者の支持は得られにくいの

ではないかと指摘する。

　

　「審議拒否」に代わる対抗措置の整備を

　今回は、審議拒否をめぐる各種の論稿について検討して

きた。本稿の執筆にあたって相当数の論稿を確認した中で

は、今回の審議拒否について否定的な論調が多い印象を

受けた。たとえば、この間にあった南北会談などへの外交的

対応のために野党は足を引っ張るなといった主張などであ

る。しかし野党の審議拒否は、とくに公文書隠蔽などの議会

制度の根幹を揺るがす諸問題への政府の未対応が原因で

あって、それに目を瞑れという論理もまた「拒否」されるべき

であるように思われた。他方で、野党にとっても、審議拒否

の姿が世論の反発を招くのならば別の戦術を考えるべきで

あるが、現状では（ねじれ国会を除いて）効果的な対抗措置

が制度的に担保されていない。政府への対抗措置につい

て、審議拒否に代わる実効的な国会制度を整備することも

必要ではないだろうか。

　秦正樹（はた・まさき　政治行動論・政治心理学）
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明日の組合政治活動のために（その二十一）

早稲田大学社会科学総合学術院　教授　篠田　徹

　さて今回は、連合について考えてみたい。というの

もこの間、いくつかの構成産別の人たちと話す機会

があり、最近の労組と政治の関係に及んだとき、連

合の一体性に対して多少とも不安を覚える発言を異

口同音に聞いたからだ。

　この不安が、前回衆議院選挙以来、連合の構成

組織がこれからの選挙において「同じページ」にいら

れないかもしれないことを予測させる状況が続いてい

たことから生じていたことはいうまでもない。

　筆者はこれらの発言を聞きながら、最初は残念な

思いがした。政治に振り回される労組の姿を見るの

は、組合主義者としてやはり寂しい。ただ、なぜこうな

るのか、ではどうすればいいかを考えるうちに、連合

やその構成組織の性格やありようについて、いろいろ

と考えを整理することもできた。

　そもそも、日ごろ「労組」の一言でくくられる連合、

構成産別、またその構成組織である単組は、実際に

はそれぞれの役割や性格、さらに歩んできた歴史の

ために、同じ行動が取りにくい場合もある。

　例えば、これまで連合の三十年にわたる歴史の中

で、構成産別は、連合の一体性以上に組織内候補

の当選を優先して、結果として異なる政党を支持す

る場合もあった。

　そしてそれを理解する際、もちろんそれぞれの産別

が背負う歴史を無視することはできない。

　ただ産別が、その構成員の生活を守るため産業の

利益を政治的に反映させる必要から、自らの代表を

国会議員に送ろうとする組織の使命というものも考え

てみなければならない。

　もっとも実際に投票する単組の組合員からすれ

ば、日ごろの仕事と政治を結びつけて考えることは簡

単なことではない。また同じ産業内の一員といわれて

も、企業の間にはいろいろ違いがあり、そもそも競争

関係にあるのだから、実感はなかなか持てない。

　とはいえこれら単産、単組の事情を考えた時、いま

さらながら日本の労組の企業や産業への依存性が

浮き彫りになる。そこには、日本の組合員の間には労

働組合の一員としての共通の意識が、薄いことが改

めて見えてくる。

　ではどうしたらいいか。ある産別の役員がいってい

た。「産別なんかなくしたらいいんです。連合一本に

なったらいいんです」。
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　自らの存在を否定する大胆な発言だが、一理あ

る。実際、日本の組合員は、まず単組への帰属意識

が一番強い、その次が産別だ。連合と単組組合員の

関係は、その産別が構成組織だからという位しか一

応自分も連合の「関係者」という理由が見つからない

のが、単組組合員の偽らざる心象ではないだろうか。

　ならばまずはその中間にある産別をなくす。連合と

単組の距離を縮める。それは単組組合員に対して

連合の存在感を大きくすることにもなろう。

　もっともそこにはもうひとつ、産別のよくいえば「自

主性」、悪くいえば「エゴ」というものの打破という意

図も含まれていよう。前述したように、このエゴには産

業利益のほかに思想や歴史へのこだわりも入ってい

よう。しかもそれは単組組合員にはあまり共有されて

いない場合もある。

　確かに産別をなくすのは難しかろう。だが中央ヨー

ロッパの強豪労組オーストリア労働総同盟には、単

組、単産はなかった。総同盟一本で、そのなかに産

業別セクションがあった。また政党別フラクションもあ

り、それらは外部の政党と結びつき大いに目立って

はいたが、それによって総同盟の一体性は揺らぐこと

はなかった。

　もちろん事情の違う日本がまねることはできないし、

その必要もない。ただ世の中にはそういうところもある

ことは知っていてよかろう。

　組織的な改変が難しければ、ではどうしたら連合

の単組組合員との距離を縮められか。

　地方連合の役員がいっていた。「組合員一人ひ

とりに連合のメンバーであることを自覚してもらいた

い」。ここでのポイントは、それが地方連合の役目だと

いうことだ。

　地方連合は連合の地域組織であり、その下の地

域協議会を含め組織としては連合そのものである。

　労組の地方、地域組織がナショナルセンターの下

部組織であるというのは、いつの時代でもそうという

わけではない。地方や地域で影響力があったとされ

た総評と県評、地評の関係は、上下のそれではな

かった。

　だが例えば、連合とその地方、地域組織の関係

と、同盟、総評のそれを比べると、その距離感は後者

の方が近い。ではそれは総評や同盟の指導力の強

さを示すのか。そうではない。

　この二つの組織の歴史はむしろ地方や地域の強

さを示している。つまり各地で同盟とは何か、総評と

は何かを考え、それを具体的な行動で示したのであ

る。その中にはもちろん政治も入る。

　いま連合の一体性を強めるために必要なことは、

地方連合、地域協議会の強化であろう。だがそれは

上からの画一的な指導よりも、それぞれの地方や地

域を信頼し、それぞれが自分たちが望む形で連合意

識を単組組合員に共有させることを期待することだろ

う。連合本部の役割はそれを物心両面で支えること

である。
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４．会社合併が直撃した一時金交渉

　1971年2月に誕生したユニー株式会社に先が

けて、全ほていや社組と全西川屋チェン社組の合

同により結成された全ユニー労組は、合併の影響

を直接受ける形で変則的な運営や活動を余儀な

くされた。というのは、店舗運営については新たに

設立した3つの販売会社、具体的には旧ほていや

の関東ユニーと中部ユニー、旧西川屋チェンの東

海ユニーの3販社体制となったからである。すなわ

ち、社名や店名は同じユニーであっても、実体は

旧2社のままであった。このため、全ユニー労組は

一本で同じ組合員であるようでいて実際には労働

条件や労使関係で二分されるのに加えて、交渉

相手は三分されている。このため、全ユニー労組

は会社側に対しても労組内部でも大小の衝突が

絶えず、あらゆる交渉は難航した。

　最大の原因は、旧2社の水面下で展開された

確執であり、労使関係に様々な影を落とした。後

に委員長に選任され長期就任した横江康秀は、

委員長就任期間を通して、この変則的で困難な

労使関係の中で、度重なる諸問題の対処に追わ

れることになった。そのために大きな努力を払った

初期の労組活動は、１つの会社としての職場環

境や労働条件の健全化に費やされたといっても

過言ではない。その困難に満ちた主な活動事例

に焦点を合わせよう。

　全ユニー労組は、結成直後の1970年の夏期

一時金交渉で早くも暗礁に乗り上げ、労組が決定

した統一要求の3.35か月を巡って大荒れとなっ

た。というのは、労組結成前年の1969年には、全

ほていや社組は3.85か月を獲得しており、一方

で、前年には全西川屋チェン社組は結成されてお

らず2.3か月が支給されていた。すなわち、旧全ほ

ていや社組の組合員からみれば後退した要求と

なり非難が集まった。これに対して、旧全西川屋

チェン社組には年間で5か月の一時金協定が締

結されていることもあり、社長の西川俊男は夏期

3.35か月にも難色を示し拒絶した。実際に旧ほて

いや3.85か月は高額妥結といえるが、会社側には

ほていや労組の突然の結成事件が鮮明に残って

いるため、要求を受け入れがちであった。それを見

抜いた全西川屋チェン社組側の危機感が高まり、

交渉は停滞した。だが最終的には、旧ほていやは

3.35か月の満額、旧西川屋チェンはそれとの差

を勘案した3.13か月の回答を出したことで、全ユ

ニー労組はそれぞれ妥結して終結させた。

　なお、この翌年の1971年の臨時大会で、横江

康秀は書記長に選任され、1972年の第3期から

着任した。全ほていや社組時代から若林稔とコン
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ビを組んできた書記長の山田邦紀が病気療養す

るためであったが、この交代によって横江康秀の

針路が変わり、同じく体力面の理由で退任予定で

あった若林稔の後継候補に浮上した。果たして、

第4期から横江康秀は第2代の全ユニー労組委

員長に就任し、合併後遺症に揺れ動く全ユニー

労組の基礎を築くこととなった。

５．営業形態統一問題

　一時金交渉の後にも次々に大波が全ユニー労

組に押し寄せた。その１つは営業形態統一であっ

た。省略して「営形」と呼ばれるこの問題も、旧２

社時代のいわば負の遺産であった。すなわち、ほ

ていやの店舗はダイエーと同様に年中無休の営

業を継続し閉店時間が19:00であったのに対し

て、西川屋チェンの営業は毎週水曜日の定休があ

り、閉店時間は18:30であった。これらの統一が一

方には労働条件の悪化となり、他方にはその向上

となるから大きく紛糾した。

　全ユニー労組は、1971年4月から団体交渉をは

じめ20回ほどの団交を重ねて調整した。月2回の

定休日や、繁閑に応じて月ごとに閉店時間を変え

る方式を原則として、店ごとの事情を加味する仕

組みとして、1971年8月にようやく営形について労

使合意に至った。

　ところが、労使で合意しても、労組内部では紛

糾が続いたままであった。営形問題は完全に収束

できず、協定化は妥協の産物であった。横江康秀

は、労働条件が悪くなると主張する西川屋チェン

出身の支部長たちに詰め寄られ吊し上げられた。

問題が発生するたびに対処に追われ、毎年のよう

に営形協定が改定されていった。

　例えば、1972年11月、営形問題が深刻であるこ

とを示す象徴的な事件が発生した。業績不振を

心配した管理職たちが定休日に営業していた店

舗が関東地区で露見したのである。しかも臨時営

業していた管理職たちは当初は営業の事実を否

定した。もちろん、全ユニー労組と関東ユニーで締

結した営形協定を無視したことになる。また、1974

年11月には、労組の調査によって北陸地区の店

舗の時間外勤務協定違反が発覚し、対応を余儀

なくされた。会社側は謝罪表明、協定違反回避宣

言、顛末書を労組に提出し、多くの処分者が出る

こととなった。また、2年間にさかのぼって時間外

不払い分、休憩時間や食事手当分の支給などが

実行された。

　さらに、1975年2月には労使関係そのものが危

機に陥った事件が発生した。発端は、会社側が営

業協定の締結を拒絶したことであった。前年の営形

協定の期限切れ間際であったこともあり、全ユニー

労組が譲歩案を提示しながら団体交渉をいくら重

ねても、会社側は要求を曲げずに交渉は決裂し

た。ついに協定が失効してしまった後も、全ユニー

労組が暫定協定を提案したが会社側は承諾せ

ず、以後の数回の労組提案もすべて拒否した。

　ところが、会社側は、18:30閉店であるはずの

店舗で19:00までの営業を強行した。この事態に

至って、労組側は前年の協定を凍結したまま暫定協

定を提案したが、会社側が拒んだ。その結果、横江

康秀は争議を決断し、労組の決定を経てまず組合

員の18 : 45退店と時間外就労の拒否を指令した。

　一方、全ユニー労組は最後の営形協定交渉が

決裂した時点で愛知県地方労働委員会に提訴し

ていたため、地労委からの聴取がはじまった。その

結果、19:00閉店を強行した店舗の復元やシフト

制勤務の解決など、労組側の主張が全面的に認

められたあっせん案が出された。労使がこのあっせ

ん案を承諾し、1975年7月に大筋で合意した営形

協定が締結され、ようやく紛争が終結した。

６．経営責任の追及と経営者の交代

　これら一時金交渉や営形問題が難航する根本

的な原因は、販社が三分されていただけでなく、そ

の業績の優劣にあった。すなわち、ユニー本社は
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大幅黒字、東海ユニーは黒字、関東ユニーは差し

引きゼロ、中部ユニーは赤字といように分散してい

た。1976年2月、この状態からユニーが3つの販社

を吸収して一本化したため波乱は増幅され、横江

康秀は大きな決断を迫られることになった。

　例えば、3販社の吸収合併を控えた会社側が、

全ユニー労組へ不況対策の協力を要請した。具

体的な内容としては、正月営業、定休日営業、出

張催事などを求められたが、全ユニー労組は、労

働条件低下の回避を理由に拒絶した。ところが、

一方では業績の振るわない中部ユニーの問題が

残るため、苦渋の末に中部ユニー限定の正月営

業を含む臨時営業を受け入れた。

　注目すべきは、一連の協力態勢の過程で、全ユ

ニー労組がこれまで実感してきた脆弱な経営体質

に対する懸念を大きくしたことである。そこで、全ユ

ニー労組の見解を出すとともに、特別労使協議会

の開催を求めた。具体的には、出店戦略の欠如、

既存店舗の失敗のほか、人員政策、商品政策な

ど経営責任を問う内容であったが、最も問題視し

てきた合併後の経営政策の不統一の責任を追求

した。会社合併は、本来は経営者が強力なリーダー

シップを発揮してこそメリットがでるため、その無策ぶ

りを追求するのは当然であった。しかし、全ユニー労

組はさらに踏み込んで、社長の高木久徳の交代を

提案した。会社側は当初こそ拒否していたものの、

労組側の猛烈な要求に折れはじめ、最後は要求を

受け入れた。こうして新社長として西川俊男を就任

させることを発表した。

　西川俊男は、業界では「利益の鬼」と呼ばれ、

迅速なスクラップ・アンド・ビルドを最も得意とする

優秀な経営者との評価が高い。しなしながら、これ

まで、研究書、経営書を問わず全ユニー労組の働

きかけで西川俊男社長が誕生した事実は指摘さ

れてこなかった。学者にも実務家にも、チェーンスト

ア企業や業界の発展に対する労組の役割を問う

視点が乏しいためであろう。

７．おわりに

　会社の合併を契機として全ほていや社組、全

西川屋チェン社組が合同した全ユニー労組の結

成と初期活動について検討した。全ユニー労組が

なければ、会社の合併が成立せず、また西川俊

男の社長就任もなかったため、現況のユニーは存

在しないし、チェーンストア業界の構図が変わって

いたと思われる。

　また横江康秀が率いた初期の活動から、合併

で誕生した会社の労使関係の構築がいかに難事

であるかが明示された。おそらくこれまでに取り上

げたユニード労組のみならず、今後取り上げる予

定の全ジャスコ労組でも同様の苦難とその克服過

程があったものと思われる。

　また、同盟流通加盟労組の離脱により全ダイ

エー労組、十字屋労組、渕栄労組が、さらには

東光ストア労組も商業労連へ移籍して全ての発

起人労組が退去した後も、全ユニー労組は全国

チェーン労協にとどまった。対応策として発足した

チェーン労組・中立会議を経て、新生チェーン労協

（チェーンストア労働組合協議会）に移行した後、

すなわち、ゼンセン、商業労連、チェーン労協の三

極となった後は、全西友労組、イズミヤ労組、灘神

戸生協労組とともに、中立主義を貫く中軸労組と

して活動した。

　横江康秀は、これまでに登場した松吉英男、坂

田貞夫、杉本尚、吉開敬祐、川勝章の場合と同

様に、「アンチゼンセン」の論理を堅持して活動を

続けた。

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。
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第5回： 米国、カナダのローカル紙に

見る素顔の北米社会

　米国、カナダのローカル紙に見る素顔の北米社会

を紹介する「今月の北米」。ここのところ、いわゆる中

西部のローカル紙の記事を紹介してきた。これらはい

わゆる「トランプ王国」の一画である。かつて重工業

を中心に、アメリカの製造産業の拠点だったが、その

後グローバル化の中で空洞化し、取り残された労働

者がグローバル化を推進した民主党エリートに反旗

を翻し、一昨年秋の大統領選挙でトランプ氏を支持

したところである。

　だが日本に入ってくるアメリカのニュースは、そのほ

とんどが首都ワシントンかニューヨークやロサンゼルス

といった、いわゆるグローバルシティのメディアから発

信されるもので、中西部の日常はなかなか伝わってこ

ない。

　そのような意味では、この記事も少しは、グローバ

ルシティの人びとから、半ば皮肉まじりに「トランプ王

国」といわれるこの地域の素顔を知る上で役に立つ

かもしれない。

　今回紹介するのは、中西部でも西よりでカナダと

国境を接するミネソタ州の最大都市ミネアポリスを中

心に発行されるStar Tribuneの2018年5月7日付け

の一面である。

　この新聞は前にも紹介したと思うが、中西部で最も

リベラルなこの州を代表する名門紙で全国的にも一

定の評価を得ている。

　この一面は主に以下の横組みの記事で構成され

ていた。

今月の北米
　 JIM SPENCER, “Twin Cities pursue 

Army HQ 
　　 Area is finalist for a prized operation that 

could secure high-paying tech jobs for 
decades.”

　
　PAT PHEIFER, “TECHING FOR EVERY KID 
　　 English teacher at Shakopee alternative 

school honored as best of the year”
　
　　 ERIN ADLER, “Legendary Bruno lived free 

till the end Longville’s beloved dog was 
killed Sunday during his daily walk to 
town.”

　
　最初の記事は、ミネアポリス周辺域が陸軍の新た

な本部の誘致に一所懸命だという話だ。その理由は

副題にあるように、陸軍の本部が来れば、それに伴う

軍関係のハイテク関連の仕事もやってきて、それでこ

の地域は何十年もやっていけそうだからだ。

　この話には二つ伏線がある。ひとつはトランプ王国

にとっての最大の関心は、産業再活性化と雇用の

持続的確保だ。だから市場の動向に左右されない

国家機関、特に軍施設の誘致にはどこも力が入る。

　もうひとつは、アメリカでいまや有力企業誘致は産

業空洞化地域の専売特許ではない。すでにグロー

バル経済の有力な一角を占める地域も、これからの

生き残りをかけて必死である。

　その最近の話題例が、アマゾンの第二本社の誘

致合戦だ。現在西海岸のシアトルに本社がある同社

はいま、東海岸に第二本社を建てる計画で、その場

所を物色中だが、それでここのところボストンが盛り上

がっている。ハーバード、MITといった超一流大学を持

つこの地としては、アマゾンでさらに勢いをつけたい。

　だからこの記事は最初のところで、「アマゾンの第

二本社騒動ほど目立ってはいないが」とわざわざ書

いてある。どこもグローバル化の中で必死なんだと言

いたげだ。
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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

　二番目の記事は、ミネソタ州で毎年選ばれる最優

秀教員賞に、ミネソタ州中部の先住民住居地のそば

にある町の特別学校の英語教師が選ばれたという

話だ。

　教員歴はおよそ十年、今の学校に数年前に着任

した彼女のモットーは、「生徒はみんな大事」。朝起き

ると、今日クラスの一人ひとりに何をどう教えるかを考

えることで忙しいといい、それはまた楽しいことだとい

う。

　この記事の伏線もいろいろある。アメリカではここの

ところ、あらゆる場所で生徒全体の成績をあげよう

と、学校も校長も先生も親も、そして州や町も一所懸

命だ。もちろんそうした画一的な成績重視の状況に

批判の声がない訳ではない。だが教育関係者の間

では、国と企業の競争力に貢献し、子供の就労可能

性向上を進める声の方が大きい。

　そんな時にいわばこれとは逆の教育困難地域の

特別学校で生徒一人ひとりにあった学習を心がける

教師を称える記事は、やはりこの地と新聞ならではの

感がある。

　ちなみに受賞を祝って妻と抱き合うその写真と説

明文（her wife）から、彼女がLGBTであることは明

らかだが、それについての特段の言及も説明もない。

もはやアメリカでそうした必要はない。

　そして三番目の記事。これがある意味この地のこ

の新聞ならではかもしれない。ミネソタ州の北部の小

さな町に、この数年大きな野犬が現れ、時間になると

町を悠々と歩きながら、いつもの場所で食事を与えら

れ、また長居した後、時間になると去っていく。愛想の

ない、それでいて堂々としているこの犬の存在はほ

ぼすべての町民にしられ、かつ愛されていた。その犬

（どうも狼とのミックスだったらしいが）が、先ごろ車に

はねられて死んだという。

　この記事が一面の最下段に、国政や海外の他の

重要記事と並ぶ。だからこれはローカル紙にありがち

な今日の出来事的なルーティン話とは違う。たぶん

「これぞミネソタ」という証なのだろう。

　これらの記事はいずれもこの新聞社の記者が書

いたものだ。ちなみにこの一面には右端に縦割りで、

ニューヨークタイムスの記事が転載されている。ただし

これもミネアポリスが得意とする薬品医療関係の記事

である。

　おそらく中西部でもこれほど自社ネタで紙面を埋め

られる新聞は多くない。またそのネタも中西部特有だ

が全国や世界の話とつながっている。

　この新聞は、発行部数や発行地に照らせば、日本

で言えばブロック紙よりもさらにワンランク下にあたる。

だがそのクオリティはそれより上だ。そして中西部、さら

にアメリカの多様な相貌を理解するためには、欠かせ

ない一紙だ。
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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

2016.12 100.6 108.9 101.1 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
12 106.5 110.5 104.9 8,060 165,902 10,151 696 7,303,877 6,947,698 356,179

2018.1 99.3 114.2 97.2 8,723 154,391 9,468 635 6,086,276 7,034,545 −948,268
前月比（％） −6.8 3.3 −7.3 8.2 −6.9 −6.7 −8.8 −16.7 1.3 −366.2

前年同月比（％） 0.8 2.3 −1.1 4.1 48.8 −14.5 5.0 12.3 8.0 −13.2

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

2016.12 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
12 5,863 174 2,725 1.69 551,896 173.5 144.2 100.9 101.2 940,875 509,897

2018.1 5,880 159 2,780 1.59 272,902 85.6 133.8  100.8 101.3 442,129 399,428
前月比（％） 0.3 −8.3 2.0 −6.3 −104.3 −103.9  −7.2 −0.1 0.1 −99.5 −27.7 

前年同月比（％） 1.5 −19.3 7.2 5.4 1.1 −0.6 0.0 1.3 1.3 0.2 4.0 

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）



− 42 −

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、「第４９回共同調査」の最新知見をご紹介しました。この共同
調査は、自分たちが知りたい情報を、手分けして持ち寄り、自ら明らかにしよ
う、という、まさに労働調査運動といえます。労働調査運動の醍醐味をぜひ
感じていただき、多くの組織が仲間になって進めていくことができれば・・・
と思います。（Ｓ）

○日時　２０１８年７月１２日（木）１３時３０分～１７時３０分
○会場　アイオス五反田（東京都）

「組合関与」向上を目指して

「組合への関与」 ――　組合員が本当に何とかした
い問題、叶えたい夢を実現するために、同じ志を持つ
人たちが集まって活動を展開していく、組合はそのため
のステージである。――　ＯＮ・Ｉ・ＯＮ２では組合員の
組合への受け身の意識を、このように変えることを目指
しています。そしてそれは、職場内外の問題を人任せ
にせず、自分たちの会社を自分たちでよくしていこうと
いう組合員を増やしていくことに他なりません。

・「組合への関与」 を高めていくということはどういうこ
となのか

・それは会社組織、風土に対してどのような意味を持
つのか

ＯＮ・Ｉ・ＯＮ２入門セミナーのご案内
・そして関与の高い組合員を育むことは、社会にとって

どんな意味があるのか

本セミナーでは、ＯＮ・Ｉ・ＯＮ２の基本的な考え方、共同
調査データをもとにした研究結果、会社の制度や施策
が組合員の働きがいにどう影響するのかなど、最新の
知見をご紹介します。

詳細は、こちらをご覧ください。
http://www.iewri.or.jp/infomation/
archives/2018/03/-20-1990.html
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