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第７回：�日本的雇用慣行のこれから
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　最近、日本の大企業の経営者が相次いで「終身雇用制

度」をはじめとする日本的雇用慣行からの転換を主張し、多

くの議論を巻き起こしている。例えば、経団連は新卒学生

の通年採用を拡大することなど採用の多様化で大学側と

合意した。このことは、新卒一括採用偏重を見直して「ジョ

ブ型」採用を拡大することで、従来の雇用慣行が変わる転

機となりうる。そのうえで、中西宏明・経団連会長が5月7日に

「終身雇用を前提とすること自体が限界になる」と述べた。

　また、豊田章男・トヨタ自動車社長は、日本自動車工業会

の会長という肩書で臨んだ5月13日の記者会見で、「終身

雇用を守っていくというのは難しい局面に入ってきた」「雇

用を続けている企業にインセンティブがあまりない」と終身雇

用の限界に言及した。このように経済界トップから終身雇用

が限界であるという発言が相次いだことが引き金になり、多

くの議論が巻き起こっている。

日本的雇用慣行に対する論者の意見
　窪田順生（ノンフィクションライター）「トヨタが『終身雇
用』を諦めてくれた方が日本の労働者の賃金は上がる」

（『ダイアモンド�オンライン』2019年5月16日）は、トヨ

タ自動車のように日本社会に大きな影響を与える大企業が

「終身雇用」をギブアップしてくれた方が、日本のためになる

と主張する。その理由として、終身雇用システムの根幹をな

す「年功序列」が若年層の低賃金を招くためである。言い

換えると、日本の労働者は定年まで雇ってくれるという「保

障」と引き換えに、若いうちは低賃金でも我慢することを強い

られているとする。

　また、そもそも９割近い日本人がもてはやす「終身雇用制

度」は、大多数の人が享受することのない制度であり、スロ

ーガンのようなものであるとする。なぜならば、内閣府の「日

本経済2017-2018」によると、就業経験のある男性のうち、

１度も退職することなく「終身雇用」パスを歩んでいる男性

は、40代で48%、50代で34%であることを根拠に挙げる。

　それに対して、海老原嗣生（雇用ジャーナリスト）「通年・ジ
ョブ型・・・脱日本型採用は企業の『いいとこどり』」（『日

経Biz�Gate』2019年5月15日）は、「多様化」や「ジョ

ブ型」という言葉が都合の良いように解釈されており、多様

化を推し進めても日本型人事は大きく変わらないと主張す

る。その根拠として、日本企業が有する強い人事権は経営

利便性があり、日本企業がその利便性を放棄することは考

えにくいとする。ただし、日本企業が有する強い人事裁量権

の代わりに解雇権が制約されている。しかしながら、経団連

の中西会長のいうジョブ型とは、日本企業の強い人事の裁

量権を保持しながら、終身雇用制度は保証できないという

企業側にとって都合のいい主張であると批判する。

日本的雇用慣行を成立させた条件と今後の課題
　確かに、日本企業を取り巻く環境がかつてとは大きく異な

っていることも事実である。例えば、『平成30年度版 経済財

政白書』で指摘されるように、かつては部品同士の微妙な

調整が重要となる「摺り合わせ型」の典型であった自動車

産業も、部品間の接合が標準化する「モジュール型」へと変

化している。モジュール型に移行することで、部品の接合を

標準化し、アウトソーシングが可能になる。このため、密接なコ

ミュニケーションにより微妙な調整を可能にした「摺り合わ

せ型」と補完関係にあった日本的雇用慣行の長所が失わ

れる。摺り合わせ型技術の典型例であり、日本的雇用慣行

の長所を背景に国際競争力を培った自動車産業で、脱日

本的雇用慣行が叫ばれるのは偶然ではない。

　つまり、日本的雇用慣行は「終身雇用制度」を核として、

年功序列型賃金、新卒一括採用、定年制度と関連し、「摺

り合わせ型」などの技術環境やコーポレートガバナンスとも

制度的補完性がある。海老原も指摘するように、強力な人

事権を持った企業は柔軟に人的資源の再配分することで、

急激な環境変化に対応してきた。また、雇用を保証すること

で、労働者もその企業特有の技術を取得する誘因が生まれ

る。このように、日本的雇用慣行は企業側にも大きなメリット

が存在した。

　IT化のさらなる進展やAIの活用により、定型業務のIT

化やアウトソーシング化が進むことは間違いない。このことも

日本的雇用慣行にとって逆風である。一方で、社内調整を

必要とするような、その企業に特有である専門性の高い非

定型業務が不要になることはないだろう。このような状況下

で、本当に日本企業が解雇規制の緩和と引換えに人事権

の裁量を放棄するかは筆者も疑わしいと考える。一方で、

窪田も指摘するように、日本の大企業で広く存在した、日本

的雇用慣行が、いわゆる「縁辺労働者」である非正規労働

者、若年層、女性、高齢者、中小企業従業員などを雇用の

バッファーにし、低賃金や雇用の不安定性といった犠牲を

強いてきた点も併せて考慮するべきである。

松浦　司（まつうら・つかさ　応用経済学）
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中国経済減速に世界が注目

　すでに予測されていたことではあったが、世界経済の中で

も新興経済の活性化の中で注目されてきた中国経済が失
速し始めたことが、世界の注目を浴びている。中国国家統計
局が発表した2019年4 ～ 6月期の実質成長率が前年同期
比6.2％となった。これは中国がすでに掲げてきた「2020年
の国内総生産を2010年比で倍増する目標の達成」のため
には、2019 ～ 2020年に平均6.2％の成長が必要で、その
下限で成長が止まり、黄信号がともったことになる。これはリー
マンショック直後の2009年1 ～ 3月期（6.4％）を下回って四
半期として統計を遡れる1992年以降で最低となった。その
ため、中国は急遽その方針を転換せざるをえなかったのであ
る。その結果、急遽方針転換に至ったというのが実情である。
　中国国家統計局の毛盛勇報道官は、7月5日の記者会見
で、「国内外の経済情勢は複雑で厳しく、経済は新たな下
押し圧力に直面している」と語り、中国経済は1 ～ 3月期に
1年ぶりに成長率の縮小が止まったが、再び減速に転じた。
輸出が減り、それが生産や投資の減少を招いた。そして、内
需低迷で輸入も減少した。自動車・携帯電話などいずれもマ
イナスに転じ、米国の追加関税の影響でロボットの生産台数
も10％減少した。さらに、貿易の減退を含めて投資の大幅な
減少によって生産が減退し、国債の保有残高が3カ月連続で
減少し、日本と首位逆転が起こった。さらに、外資の撤退を招
いている。これら総じて景気の大幅で急速な減退を招き、中
国経済は明らかな景気後退と構造的不況を顕在化させた。
　従来、社会主義化の下で「一種の国家資本主義計画経
済としての中国経済」という認識が一般化する傾向にあっ
たが、その内実は市場経済を導入して国有セクターのウェイ
トが高く、国家の経済介入による景気維持策を基本にした
「一種の国家資本主義」であって、全体として未成熟な経
済体制から高度化していく過程で余力をもっていた経済構
造が一定の成熟期に入って構造的な景気後退を招いたと
いうことと考えてよいだろう。国家の体制支配は強いが、何と
いっても成熟期を迎えて国家主導の景気維持策も一定の
限界に達したとみるべきであろう。既成の資本主義国家と比
べて未だ未成熟な要素もあるので今後の展開が注目される
が、中国経済が構造的に新たな段階を迎えたことが注目さ
れるのである。　　　　　　　　　　（会長　板東　慧）
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　本誌は、春闘の成果と今後の課題を毎年定例的に特集している。特集は本号および次号（９月号）の２号にわた

り、本号はその前編である。

　2019春闘における連合の方針は、「底上げ・底支え」「格差是正」と「すべての労働者の立場にたった働き

方」の実現を図ることであり、「サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正分配」や「人的投資の促進」

「ディーセント・ワークの実現」「包摂的な社会の構築」「経済の自律的成長」を目指す闘争と位置づけられた。連

合はこの目標を達成するために、継続した所得の向上と消費の拡大とともに、一人ひとりの働きの価値を重視し、働

きの価値に見合った処遇が保障される社会を実現する必要があると発信してきた。賃金改善については、「働きの

価値に見合った水準」へと引き上げていくためにも、「上げ幅」だけではなく「賃金水準」を追求することが強調され

た。加えて、長時間労働の是正と多様な働き方を選択できる仕組みを整えることが掲げられた。なお、連合 総合労

働局長 冨田珠代氏には、「2019春季生活闘争まとめ」を踏まえ、2019春闘の評価と課題について、次号で寄稿

いただく。

　各産別組織の春闘方針においても、いわゆるベースアップや賃金改善といった「賃上げ」の流れを継承しつつ、

労働時間短縮や65歳定年延長、ワークライフバランスといった「働き方」の問題にも力点が置かれていた。昨年

以上に、春闘で「賃上げ」と「働き方」の両方を推し進めるという姿勢が明確になった印象を受けた。実際の結果に

ついては、中小組合で大手組合や昨年実績を上回る成果があったという声が多くの産別で聞かれた。また、2020

年４月の「パートタイム・有期雇用労働法」の施行を前に、非正規労働者の処遇改善や格差是正の取り組みがク

ローズアップされたことも、今年の春闘の特徴と言えるだろう。さらに、来月号で紹介する産別組織も含め、各産別

組織が問題意識をもって独自の取り組みを展開しており、このような点にも注目していきたい。

　特集１は、日本女子大学名誉教授 高木郁朗氏による論文「2019年春闘をふりかえる」である。本稿では、

2019春闘の連合中間まとめを踏まえた上で、トヨタ労使がパターンセッター役を降りたことによって、「大手追従・

大手準拠」という「従来」の春闘の構造は本当に変化したのかという問題に迫っている。「大手追従・大手準拠」に

かわる戦略のあり方としては、「底上げ・底支え」ということが言われてきたが、高木氏は「底」は単一ではないことを

具体的に示す。そして、「底上げ・底支え」を実現していくためには、新たなリード役を意識的に形成するとともに、トリ

クルダウン型の春闘にかわるものとして「多段階ミニマム基準」の形成という戦略のもと、とりわけ地域においてミニ

マムを形成していくための地域春闘など新たな春闘の展開が必要であると述べている。

　特集２以降は産別組織へのインタビューである。今回ご協力いただいた組織は（略称、組織規模順）、ＵＡゼンセ

ン、電機連合、ＪＡＭ、基幹労連、生保労連、情報労連、フード連合、サービス連合である。なお、自動車総連につい

ては大会（９月開催）後の取材を予定している。本号では、ＵＡゼンセン、電機連合、ＪＡＭ、基幹労連の４組織を掲

載する。

　本特集にあたって、ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。

特　　 集

2019春闘　成果と今後の課題（前編）
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2019年春闘をふりかえる

日本女子大学 名誉教授　高木　郁朗

特集１

　6月6日に開かれた連合の中央委員会は2019
春季生活闘争の中間まとめを確認した。それによ
ると、平均賃上げ方式では、回答額の加重平均は
6217円、2.10％の引き上げでほぼ前年なみであっ
た。賃上げ分（伝統的にはベースアップ分）が判明す
る組合の集計での賃金改善分は1570円、0.50％
で、こちらの方は、額・率とも前年をわずかに下回っ
た。ただ連合が普及をはかっている個別賃金方式
で要求・交渉した組合では、前年より高い額・率を
確保した、としている。
　こうした全体的な動きのなかで、連合の中間まと
めが2019春季生活闘争の最大の焦点・中心軸と
して指摘しているのは、中小企業労組の健闘であ
る。連合の集計では、300人未満の組合が昨年と
ほぼ同率の賃金引き上げを確保し、さらに100人未
満をとると、昨年同時期を上回っている。連合の中
間まとめは、このことを根拠に、「“大手追従・大手
準拠”の構造を転換する運動が定着・前進した」と
評価している。神津連合会長も中央委員会のあい
さつのなかで、この点にふれ、「規模の一番小さい
100人未満の組合で、大手組合をも上回っている
のは特筆すべき成果だ」と強調した。
　連合のこのような評価は2つの重大な論点が含
まれている。1つは、中小企業分野で、相対的に高
い賃上げ水準が確保された理由は何か、という点
である。連合の評価では、その理由を中小企業労
組の「健闘」に帰すとともに、「健闘」にあたってはこ
れら中小企業労組が従来流の賃上げ額・率で結
果を求めるのではなく、連合が推奨してきた「賃金
水準」にこだわるようになったことが大きな要素であ
る、としているようにみえる。「賃金水準」という概念

には重要な提起を含んでいることは確かであるが、
2019年春闘においては、それが中小企業の賃上
げを高くしたということとの因果関係は、現場にあた
って十分検証されたわけではなく、わずかな数値上
の違いに、連合の方針の正当性を押しつけただけ
の可能性もある。いずれにしても、中小企業におけ
る賃上げが、主要企業のそれより大きかったとすれ
ば、他の要素、労働市場の動向や主要企業側の
賃上げのいわば不十分さを含めて十分に検証され
る必要がある。
　もう1つの、しかし決定的により重要な点は、「大
手追従・大手準拠」という春闘の従来のあり方が

「転換」したという評価である。この評価は賃上げ
における大手企業と中小企業の関係だけにかかわ
るものではなく、これまで60年以上にわたって保た
れてきた春闘におけるパターンバーゲニング方式、
あるいは賃金相場が上から下へと、値切られながら
も、波及していくという意味でトリックルダウン型とも
いってよい春闘構造が、変化したということになる。
連合の中間まとめがいうような変化は本当なのか。
変化したとすれば、誰の、どのようなリーダーシップ
で変化したのか。変化の後どこに行こうとしているの
か。この点までの検証がなければ、本当の春闘総
括にはなりえない。

１.�トリックルダウン型賃上げの終焉？
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　2019年の賃上げ劇のなかで、はっきりしているこ
とは、1980年代末以降、いってみれば平成のほぼ
全期間にわたって続いてきたトヨタ労使の春闘にお
けるパターンセッターとしての地位を、トヨタ労使が自
ら降りた、ということである。すでに昨年の2018年
春闘のなかで、会社側が賃上げ分を明示しない回
答を行なっていたが、今年は組合側も要求段階か
ら定期昇給分や各種の手当の改善分などを含め
た総額要求のみが公開され、回答も総額で示され
た。ある程度の想定はつくものの、相場の波及の起
点になる純賃上げの数値は示されなかった。過去
の経過からいえば、たとえば産業別の統一基準を
重視してきた電機では、トヨタのベースアップ分から
0.1％低めるか、それとも0.05％低めるかで、労使の
あいだでいわば血眼の交渉が行なわれた年もあり、
トヨタがベア水準を放棄したことは基準の喪失とな
ることはまちがいがない。
　トヨタの労使は、トヨタの賃上げが相場の起点とな
るパターンセッターとしての役割をもっていることをよ
く認識している。2002年に、賃上げゼロの回答を行
い、その後2014年にわずかながらベースアップ分が
回復するようになるまで、賃上げゼロの時代が続くき
っかけになったときも、トヨタ自身としては賃上げ能力
があるが、日本経済全体のことを考えてベアゼロに
すると会社が説明し、組合側も悩みに悩んだ末これ
を受け入れたという経緯があった。このときには、企
業の視点ではなく、マクロの視点で、パターンセッタ
ーとしての役割を発揮するためにあえてベアゼロを
選択したといえる。
　今回は、パターンセッターとしての位置の認識とい
う点では変わりはないが、論理は逆転している。昨
年、今年の事態は、100年に1度の自動車産業の
危機の時代が到来しているというトップの判断と意
志で、パターンセッターとしての位置を意識的に「降
りた」のだった。こうしたビヘイビアの背景には、トヨタ
の労使双方に、春闘における明確な位置の認識が
あったが、マクロの論理ではなく、ミクロの論理で意
思決定を行なったということであった。そして、現状
では、トヨタにかわってパターンセッター役をつとめう
る企業労使は、個別企業、あるいは個別産別のレ
ベルではない。
　ことの善悪は問わず、「準拠」すべきパターンセッ
ターがいなくなったのだから、「大手追従・大手準

拠」のあり方が「転換」した、という連合の評価はた
しかに適切である。しかし、その「転換」が連合の意
図したものであり、またそのリーダーシップのもとで達
成されたものであるとはいえない。その方針に重大
な意味がかくされているとはいえ、賃上げの額・率
のかわりに賃金水準で論議すべきだという連合方
針が浸透した結果であるなどという証明不能の理
由ですまされうるものではない。
　連合と構成産別の指導部は、「大手追従・大手
準拠」にかわる賃金引き上げの戦略的なあり方をど
のように構想しているのかと問えば、2000年代、ベ
アゼロの時期にうちだされた「底上げ・底支え」とい
う答えがかえってくるであろう。ただ、「底上げ・底支
え」を具体的にどう進めるかという点では、個別には
重要な論点を含むとはいえ、「月例賃金」の引き上
げや、サプライチェーン全体への配慮など、断片的
な内容が示されているだけで、行動様式を含めた
戦略的な方向性が示されてきたわけではない。
　素直にとれば、「底上げ・底支え」というのは、日
本の労働賃金のなかで、もっとも低い部分につい
て、それ以下はないという基準を形成するのが「底
支え」であり、その部分を引き上げるというのが「底
上げ」ということになるだろう。トリックルダウン型のよ
うに、賃金の高い部分の引き上げに追随するので
はなく、いいかえればいわば天国へいくことについ
ては個別の企業の交渉にまかせるにしても、誰も地
獄へいくのではなく、せめて人間として公正な賃金
を保障するための春闘に転換していくという宣言に
ほかならなかったはずである。これは、ＩＬＯのいうデ
ィーセントワークの概念のなかに盛りこまれている考
え方の重要な部分とも一致する。
　産業・業種別にみても、地域別にみても、企業内
のいわゆる正規・非正規の別にみても、さまざまな
かたちで不公正な「底」にはりつけられている人び
とが存在する。そのどこに着目するか、どのような方
法で引き上げていくかが、労働組合、とくにナショナ
ルセンターとしての連合の戦略的なすじ道として示
されなければならないはずである。しかし、大手・中
小という春闘開始以降、65年近くまで論議されてき
た、いわゆる企業間格差以外についての言及はな
く、その意味で「大手追従・大手準拠」にかわる「底
上げ・底支え」のすじ道は、みえてこない。

２.�筋書きのない転換？
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3.�「底上げ・底支え」の「底」とは？

　調査手法に問題があるとされた毎月勤労統計で
あるが、2019年春闘の結果をある程度反映してい
る（過去の例では全面的な反映は5月分）と想定さ
れる2019年4月確定分をみると、前年同月比で、現
金給与総額は0.3％の減となっている。0.9％程度の
消費者物価上昇率を考慮すると、実質賃金は1.4
％とかなり大幅な減少を示している。実質賃金は前
年の春闘の成果もあって2018年5月に2％近くの伸
びを示したが、その後は一進一退で、2019年の1月
以降マイナスが継続している。ちなみに前年4月は
わずかではあるがプラスを示していた。実質賃金レ
ベルでみると、労働者全体では、連合の集計結果
が示しているような春闘結果による賃金の改善が
行なわれているわけではない。
　この賃金変化の内容を類型別にみると、現金給
与総額レベルで一般労働者では0.3％のプラスであ
り、所定内給与は0.8％増であるが、所定外給与と
一時金などのマイナスが相殺するかたちとなってい
る。一方、パートタイム労働者では0.6％のマイナスと
なっている。労働者全体の名目賃金と実質賃金の
低下の大きな要因はパートタイム労働者の月額換
算賃金の低下にある。ところが、パートタイムの時給
自体は上昇している。パートタイム労働者の時給は
1152円で前年比1.9％のプラスであり、この上昇率
は一般労働者の所定内0.8％をかなりの程度に上
回る。パートタイム労働者が時給では上昇し、月額換
算賃金で低下している理由は明確で、その総労働
時間も所定内労働時間も2.2％の減少となっている
ことが影響している。なお、パートタイム労働者比率
は、この1年間に0.70％ポイント増加しているから、パ
ートタイム労働者の賃金動向が労働者全体の賃金
動向により大きな影響をおよぼすようになっている。
　一般労働者の現金給与総額35万7840円に対
して、パートタイムのそれは9万8895円で、比をとると
100:27.6となる。パートタイム労働者の賃金は、平均
的にみて、一般労働者のおよそ4分の1となる。もっ
とも、この2つの労働者のあいだでは労働時間が決
定的に異なるから、月間労働時間で除して時給レ
ベルに換算すると、一般労働者が2103円、パートタ
イム労働者1162円で、その比は100:55.3となる。パ
ートタイム労働者が一般労働者のほぼ2分の1とな
る。時間あたり所定内給与でとると、1％ポイントほど
差は縮小するが大きな影響はない。問題は「特別

に支払われた給与」である。4月は一時金支給月で
はないから、同じ毎月勤労統計で2018年の月平均
をとると、現金給与総額は42万3264円、時間単価
は2526円、パートタイム労働者は現金給与総額が9
万9827円で、時間単価は1169円となる。時間単価
レベルの一般労働者とパートタイム労働者の比は、
100:46.3まで低下する。前出の2019年4月分から
のこの比率の低下の大きな原因は一時金で、2018
年の月平均では、一般労働者の8万4200円に対し
てパートタイム労働者ではわずかに2476円となって
いる。怪しげな表現と内容をもっている「働き方改
革」のなかでの「同一労働・同一賃金」の考え方か
らいっても、いわゆる正規・非正規間のこの格差は
放置できない。
　ここでとっている統計はあくまで平均である。これ
より低い労働者も当然存在している。一般に、先進
国において家計の貧困率をみる場合、家族数を調
整して、所得の中央値の50％未満を「貧困」、いい
かえれば社会的にみて不公正な状態、あるいは人
権が保障されていない状態とされている。平均値で
はあるが50％基準をとると、パートタイム労働者は一般
労働者に比して人権が保障される賃金を得ていな
いことになる。「底上げ」の「底」の大きなグループであ
ることにまちがいない。なお、この計算から「貧困」の定
義から脱するための最賃額は1300円程度になる。
　時間単価の上昇にもかかわらず、パートタイム労
働者の月収の減少の要素に労働時間の減少がか
かわっていることにはすでにふれた。労働時間の減
少の理由としては、パートタイム労働者の増加とかか
わっていることが想定される。労働力不足という条
件のもとで、より多くの人手を確保するために、より
短い時間でも働く人材を企業が動員している様相
を思いうかべることができる。
　しかし、それだけではないのではないか。2016年
10月から、従業員501人以上の企業では、従来の
週30時間にかわって20時間以上・月間8.8万円以
上の労働者が社会保障（健康保険、厚生年金保
険）の対象となった。2017年4月からは、従業員500
人以下の企業についても労使の合意で社会保険
に加入できることとなった。
　この制度には、さまざまな問題点が含まれている
が、ここで指摘したいのは、この制度のもとで、手取
り賃金としては減収となる（労働保険、社会保険の
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料率は、業種・地域、健康保険の場合には組合健
保か協会健保かの違いで異なるが、労働者側負担
は合わせてほぼ15％程度と想定できる）パートタイム
労働者が、自ら、もしくは使用者の意志で、保険料を
負担しない労働時間に調整した可能性である。かり
に501人以上の企業で、週22時間、時間給1000
円で働いていたら（月4週と仮定して）額面では8.8
万円の収入を得られるが、新制度のもとでは手取り
は7.5万円に減ってしまう。これを週20時間に減ら
すと、同じ条件のもとで、8万円の手取り（8.8万円
条項で社会保険の対象とならないから）が得られ
る。将来の年金の受給額に影響はでるが、さしあた
ってはこの方がいいという判断がなされる可能性が
ある。こうした事態は、いわば制度が生みだす「底」
があることを示している。
　パートタイム労働者は「底」の重要な構造を示し
ているが、唯一の「底」ではない。たとえば、毎月勤
労統計調査の2019年4月の数値によって、一般
労働者の所定内給与をみると、産業別に大きな違
いがある。もっとも高いのは、電気・ガス業で、39万
5363円で、ついで教育・学習支援業の38万円台、
金融・保険業の37万円台、情報通信業と学術研
究等の36万円台が続く。一方、もっとも低い所定内
給与は飲食サービス業等で24万244円である。それ
についで低く、20万円台に並ぶのが、その他のサー
ビス業、鉱業・採石業等、医療・福祉の3分野であ
る。低所定内給与の4業種のうち、鉱業・採石業等

を除く3業種では所定内給与が前年より低下してい
る。連合の総括が示しているパターンセッターの退場
により中小企業など低賃金分野の賃金上昇がみら
れるというのは、労働組合の存在する企業、とくに
製造業ではあてはまる可能性があるが、2019年4月
の統計をみるかぎり、全業種的・全労働者的に貫
徹しているわけではない。
　同様に一般労働者をとって所定内労働時間を
みると、高賃金産業である電気・ガス、金融・保険
業、学術研究等、教育・学習支援等のいずれも月
間140時間台である。これに対して、低賃金産業で
は、鉱業・採石業を例外として、150時間以上とな
っている。最長は賃金では最低の飲食サービス業等
の165.5時間で、最短の金融・保険業の141.5時間
と比較すると月間24時間の差がある。産業別にみる
と、低賃金と長時間労働は共存していることになる。
　ほかに「底」は地域のかたちでも存在する。毎月
勤労統計の2018年平均でみると、月間現金給与
総額の平均は32万3547円で、もっとも高いのは東
京の41万3275円、もっとも低いのは沖縄の24万
4775円で、東京と沖縄の比は、100:59.2である。ほ
かに25 ～ 26万円台に青森、高知、長崎、宮崎、鹿
児島の各県が分布する。一般化していえば北東北、
四国、南九州が、地域的にみた「底」ということになる。
　これまでの春闘戦略のなかでは、これらの「底」
のいずれをとっても、「底上げ・底支え」の方向を示
すすじ書きは、残念ながらみえてこなかった。

4.�新たなリード役と「多段階のミニマム基準」の戦略

　2019年春闘の結果をみると、パターンセッターが
不在となったことはたしかであるが、賃上げのリード
役が不必要になったということではありえない。しか
し、よりかかる存在としてのパターンセッターが不在
になったという事実は、いわば自動的にリード役が生
まれる時代は終ったということを意味する。リード役
を意識的に「つくる」ことが必要になってきている。
歴史的には、1990年代初頭の電機連合のように、
成功しなかったとはいえ、トヨタに対抗するパターンセ
ッターになることを試みた例もあるし、公益部門の産
別が連合して、リード役をつとめようとした時期もあっ
た。「大手追従・大手準拠」を超えたとして、連合の
春闘総括が強調している中小企業労組の健闘は、
来年度以降のリード役としての期待できる要素を示

している。その実態化のためには、この状態を産別
にまかせるのではなく、中小企業労組を基軸とす
る産別（群）が軸となり、連合が全面的に肩入れし
て、たとえば中小共闘センターの活性化などをつうじ
て、産別間連携を強化することが必要であろう。そ
のためにはまた、これも連合の総括が指摘している
ことであるが、いまはかなりの程度に失われている、
産業、企業、労働者個人のレベルでの賃金情報の
公開が不可欠である。賃金引き上げ面に関する春
闘の再発展の1つの要素は、このような新たなリード
役の意識的な形成にかかっていることはまちがいな
い。
　しかし同時に、それだけでは、すでに検討してき
たような「底」を引き上げるということには、まったく
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不十分である。連合総研の『勤労者短観・第37回』
（2019年6月発行）に興味深い記述がある。階層
意識（上、中の上、中の中、中の下、下）の分類と、
労働組合の必要性の認識とのクロス分析の結果と
して、階層意識が「下」になるほど、労働組合の必
要性への認識度が小さくなり、「わからない」とする
回答が増加していることが明らかにされている。現
に労働組合が存在し、賃上げなどで労働組合の活
動に参加していることが必要性の認識を高めると考
えることができるが、そのような労働者は、労働者の
なかのいわば上層として意識している労働者により
多いという事実が示唆されている。これは、トリックル
ダウン型の春闘に即していえば、春闘の成果は、組
合員である、より上層の労働者層に享受されてきた
ことになる。一方で、春闘による賃金上昇が及ばな
かった「底」の労働者グループでは、労働組合の存
在感は希薄なものとなっていた。
　「底上げ・底支え」型の春闘の対象となるべき

「底」は、正規・非正規の分断、低賃金・長時間
業種、低賃金地域といったかたまりで存在している
が、こうした「底」についての「底上げ・底支え」をど
のようにつくっていくのかが、トリックルダウン型とは
異なる春闘を形成するうえで決定的な要素となる。
　トリックルダウン型春闘と対比すれば、その形式は
理論的には単純である。パターンセッターが形成し、
上から降ってくる基準を一定の修正を行って受け
入れていくのではなく、下から絶対に守るべき基準
を積み上げていくという意味で、多段階のミニマム
基準の形成、という戦略になるだろう。賃上げ相場
をどれだけにするかだけではなく、すべての労働者、
あるいは労働者グループが絶対的に遵守すべき賃
金の基準を確立していくということである。企業レベ
ルの賃金交渉で、ミニマムを上回る額での賃金、い
いかえればいわゆるドリフトが発生してもかまわない、
あるいはむしろ望ましい。
　そのようなミニマム基準の形成については、地域
最低賃金を引き上げ、そのうえに、産業別組織の営
為によって特定最低賃金を配置するといったあり
方はこれまでも試みられてきたし、連合の春季生活
闘争方針のなかでも、非正規労働者にも適用され
る企業内最低賃金協定の確立などを含めて、毎年
それにかかわる記述は存在する。また、1990年前
後の全金同盟のように、産業別組織内の単組をそ
の賃金水準をもとにグループ化し、グループごとに
達成すべき賃金基準のミニマムを設定するという

試みが行なわれたこともある。しかし、多段階のミニ
マム基準の確立は、春闘のなかで副次的なものに
終わり、戦略的な筋書きとして登場したことはなかっ
た。決定的に不足していたのは、地域においてミニ
マムを形成していくための地域春闘であった。「底」
にミニマムを形成していき、その部分に労働組合の
存在感を発揮できるようにするためには、明確な目
標をもった地域春闘の展開が不可欠であろう。
　連合の春季生活闘争のもう1つの柱である政策・
制度闘争に関しても心配なことがある。関連法案が
成立して、いわゆる「働き方改革」がスタートしたが、
残業時間の制限とか「同一労働・同一賃金」にし
ても、労働組合の能動的な活動の結果というより
も、政府のイニシァティブの方がめだっていたという
のが事実である。近年、2ケタレベルで増額されてい
る地域最賃についても同様であり、また外国人労
働者問題も同様である。もともと2018年の2％賃上
げの普及も、安倍首相の発言が大きな影響を与え
た。多くの労働組合が、自ら基準を形成する努力を
なくして、結局のところ、法律なり、政府の意を受け
た公益委員がつくる基準に、依存する状態になっ
ているのが実情である。
　さまざまな意味で、2019年春闘は、春闘をあらた
めて、日本の労働者全体の労働のあり方を改善し、
そのことを出発点として日本経済の活性化をはかる
ための重要な全労働者レベルの行動として再建し
ていくチャンスとして積極的にとらえる必要がある。そ
の上で、すでに本誌で提言してきたことをくりかえせ
ば、たとえば3年周期春闘といった新方式を検討し
てもらいたい。産業・企業レベルでの賃上げ交渉は
毎年行われるにしても、全労働者レベルでは、中小
共闘を軸とした格差解消春闘、地域春闘による文
字通りの「底上げ」春闘、セクハラ、パワハラ、転勤
問題を含め、すべての労働にかかわるルールを人
権の観点から現場で見直すことを原点とする政策・
制度闘争、といったかたちでその年の重点をさだめ
て活動するようにナショナルセンターが主導する春
闘の形成である。
　むろんナショナルセンターだけで春闘戦略の再構
築ができるわけではない。状況の変化のなかで、た
んなる対応を超えて、積極的な春闘のあり方を検
討するために、産別、地方連合会、企業別組合、そ
れにナショナルセンターの壁を超えた組合群、未組
織の人びとまで含めた大討議の場が設置されるこ
とを期待する。



全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟
（ＵＡゼンセン） 書記長　木暮　弘 氏

・短時間組合員は過去最高の引き上げとなり、４年連続で正社員を上回る賃上げ率を獲得
・「労働条件を総合的にみる」交渉が浸透し、年休の取得促進や育児と介護の両立支援など働き方改善は

着実に前進

特集2 インタビュー
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１. 2019労働条件闘争の位置づけ、大きな方針
―  2019労働条件闘争のポイントや全体的な位置づけについてお

聞かせください。

　これまでも「底上げ・底支え」「格差是正」に取り組ん
できたが、経済状況を踏まえ業績がよくなっているという
情勢分析を前提に、実質賃金を引き上げることがとにか
く第１であった。第２に、「働き方改革関連法」施行への
対応を念頭に、労働時間の短縮、65歳への定年延長、
均等・均衡処遇、仕事と生活の両立支援などの働き方
改善の取り組みが挙げられる。つまり、賃上げと働き方
改善の両方をやるということ。第３に、業種や地域が
違っても「顔の見える共闘」「けじめある闘争」を強化・
推進すること。これら３つを闘争の基本的な考え方とし
た。
　「格差是正」については、製造産業部門は中小と大
手の企業規模間の格差是正、流通部門は流通小売
業と他産業との格差是正、総合サービス部門は雇用形
態間の均等・均衡処遇、をそれぞれキーワードとして３
種類の格差是正に取り組んでいるのが特徴である。
　今年新たに加えたのは、第四次産業革命、デジタル
技術革新に対応するための人材育成の強化と生産性
三原則の再確認。加えて、昨年は自然災害が大変多
かったので、自然災害被災時における有給休暇の整備
を入れた。これは、正社員は月例で賃金が決まっている
が、時間給で働いている人は収入に直結する問題でも
あるからだ。
　
２. 賃金、一時金関係
―  要求のポイントや現時点での結果、経過に対する評価をお聞か

せください。

　昨年同様、「賃金体系維持分に加え、２％基準で賃
金を引き上げる」ことを要求内容とした。しかし、物価上
昇分が昨年より確実に高いため、要求は同じでも、のり
しろが少ないということがポイント。業績や生産性の向上
も相当見込まれ、乱暴ないい方をすれば満額でなけれ
ばダメ、昨年以上とらないと実質賃金が下がることにな

るという認識だった。交渉にあたる各組合のメンバーも
要求と妥結の乖離を解消する、いいチャンスだと思った
のではないか。
◆正社員組合員の妥結状況
　４月１日の段階で、384組合の妥結総合計（制度昇
給、ベア等込）は、単純平均で6,211円（2.29％）。前年
と比較可能な379組合では、単純平均で23円上回っ
た。賃金体系維持が明確な191組合の賃金引き上げ分

（ベア等）の単純平均は1,510円（0.54％）であり、前年
と比較可能な183組合の単純平均は昨年を111円下
回っている。企業規模別では300人未満の組合の妥
結平均（制度昇給、ベア等込）は300人以上の組合の
妥結平均を下回り、300人未満の賃金引上げ分（ベア
等）の妥結率も0.45％で300人以上（0.59％）に届かな
かった。
　昨年と比べて格差是正が進んだかというと、中小の
底上げが厳しかった。「前年並、それ以上のところもあ
り、全部が下がっている訳ではない」という情報提供は
したが、自動車や電機の動向がメディアで流れるとイン
パクトがあり、相場観の下げイメージが出てきてしまった。
一方で、スーパーマーケットや専門店、外食などのフード
サービスやケータリングといった業種では、前年同組合
比較で妥結額が大きく増加。業績が突出して好調とは
いえず、企業間のばらつきもあったが、人材不足に対す
る労使の共通認識、危機感があったと考えられる。
　「毎年、賃金は上がるもの」ということはだいぶ定着
し、運動の方向性については間違っていないと感じて
いる。単に賃金の上げ幅ではなく、働き方をどう変えたか

（休日増、残業減、勤務間インターバル規制など）といっ
た数字だけでは見えないところを加味して全体として評
価すべきだろう。
◆短時間組合員（パートタイム組合員）の妥結状況
　短時間組合員については、４年連続で正社員を上
回る賃上げ率を獲得した。184組合の時間当たり賃金
の妥結総合計（制度昇給、ベア等込）の単純平均は過
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去最高の28.8円（2.93％）の引き上げとなり、前年と比
較可能な174組合の単純平均は前年を3.9円（0.32％）
上回った。組合員一人当たりの平均賃上げ率（制度昇
給、ベア等込）は2.77％で正社員（2.32％）を超えており、
63％の組合が正社員を上回る賃上げ率を獲得した。
　「同一労働同一賃金」の考え方が浸透し、それに対
応しようとする労使が今年は顕著に増えた。２月末に要
求して、３月末までに全部が簡単に決まる訳ではない。
事前に労使でずっと話し合いをしてきて、最終結論をそ
こに持ってくるというやり方をするところが増えてきた。均
等・均衡処遇の取り組みも前進し、次に続くと思う。春
の段階で皆で結果を出し集約する中で、先行する大手
の成果を示すことによって中小がそれに続き、全体の
底上げにつながる。それが慣行になってくると、社会に
影響を及ぼす仕組みができるのではないかと思う。
　
３. 賃金以外
―  要求のポイントや現時点での結果、経過に対する評価をお聞か

せください。

　賃金以外の部分は着実に前進している。もともと賃
金、一時金など、個別に方針を決めていたのを、ワンパッ
ケージの「労働条件闘争方針」に変えたのは2016年、ＵＡ
ゼンセン結成４年目からである。「労働条件を総合的にみ
る」という労使交渉がだんだん浸透してきたといえる。
　働き方の関連では、所定労働時間短縮、所定休日
増が13組合、勤務間インターバル規制の導入が10組
合、年次有給休暇の取得促進が22組合、育児と介護
の両立支援が36組合、昨年から要求方針に掲げたひ
とり親の処遇改善の取り組みが４組合、それぞれ労使
合意するなど、多くの組合で進展がみられた。
　今年初めて、短時間組合員（パートタイム組合員）の
家族手当の取り組みを行ったところがあった。10年前に
はパートタイマーに家族手当という発想自体がなく、隔世
の感がある。パートタイマーがより主戦力化されてきたとい
うことだろう。例えば、イオントップバリューワーカーズユニオ
ンでは、時間給社員に対して、正社員と同水準の子女
教育手当を時間単位に割り戻して支給することで労使
合意した。やはり現場の知恵はすごい。
　毎年、春の交渉でさまざまな事例が報告、共有され、
それをみてキャッチアップしようとすることが、運動を前進
させていくファクターになる。これはＵＡゼンセンの強み
だ。手当や職場の改善といった賃金以外の要求は、現
場から出てくる切実な問題である。職場の声から出てき
ているので、それが実現すると組合の存在意義を高め
ることにつながる。

４. まとめ
―  今後の課題（中長期的な課題）と2020労働条件闘争の取り組

みへの課題等についてお聞かせください。

　今年も賃上げができたが、ＵＡゼンセンは多種多様な
産業があり、底上げ、格差是正は継続的にやっていか
ないといけない。賃金水準と賃金引き上げという２つを、
セットで取り組むことが重要だろう。ＵＡゼンセンの場合、
水準把握が弱く、水準がわからないところが非常に多
い。引き上げ分だけで、格差が是正できたかどうかはわ
からないので、今後はより水準を意識することが課題
だ。
　また、賃上げは定着したかもしれないが、上げ幅は決
して十分ではなく、物価が上昇していることを考えると、
実質賃金は下がり続けているという認識は持たないと
いけない。10月に消費税率がアップすると、可処分所得
が下がることが想定される。一番の基本は月例賃金であ
り、月例賃金を世間並みにというのは基礎的なことで、
ずっと続く話。それこそが格差是正、底上げだ。
　生産性三原則は、さらなる取り組みが必要である。第
四次産業革命によって、例えばキャッシュレス決済が広
まれば、一気に仕事の内容や要員の数が変わる可能
性があり、前もって労使できちんと話し合って対応するこ
とが必要になる。要求方針の項目に入れたことによっ
て、労使で話し合う場面が出てきているが、働き方の変
化に対応する労使の取り組みが来年はさらに加速する
だろう。
　さらに、外国人労働者の問題にも取り組む必要が出
てくるかもしれない。ＵＡゼンセンには現在１万５千人ほ
ど外国籍の組合員がいる。労働組合として活動するに
あたり、組合員の国籍は関係ないが、外国籍によって
対応できないことは何かを把握し、社会保障関係など
国の制度などを周知して現場のトラブルをなくすことが
重要だろう。

ＵＡゼンセン（全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合
同盟）：「原点を見つめ、未来を拓こう！ＵＡゼンセン」をスローガン
に、ＵＩゼンセン同盟とサービス・流通連合(ＪＳＤ)が統合して
2012年11月に誕生した。繊維・衣料、医薬・化粧品、化学・エ
ネルギー、窯業・建材、食品、流通、印刷、レジャー・サービス、福
祉・医療産業、派遣・業務請負など、国民生活に関連する産
業の労働者が結集して組織した産業別労働組合。組織現勢
は1,783,845名、2,374組合（2018年９月19日現在）。
　
木暮　弘（こぐれ・ひろむ）氏
　1981年ニチイ（現イオンリテール）入社。ニチイ労組執行委
員、ゼンセン同盟流通部会執行委員、ＵＩゼンセン同盟流通部
会副事務局長、ＵＡゼンセン流通部門事務局長を経て2016年
９月ＵＡゼンセン書記長に就任、現在に至る。

（インタビュー日　2019年５月15日）



全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会
（電機連合） 書記長　神保　政史 氏

・多くの組合で中闘組合を超える要求・妥結がみられ、処遇差の底上げに一定の成果
・ハラスメント対策として職場の意識づくりを進め、外国人労働者の問題に対する取り組みもスタート

特集３ インタビュー
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１.  2019年総合労働条件改善闘争の位置づけ、大き
な方針

―  2019年総合労働条件改善闘争のポイントや全体的な位置づけ
についてお聞かせください。

　ここ数年と同様に、「生活不安」「雇用不安」「将来

不安」という「３つの不安の払拭」に向け、継続した「人

への投資」に取り組み、同時に、すべての労働者がいき

いきと働ける環境を目指し、「働き方改革」を推進する

闘争と位置づけた。闘争では労働条件を高めることと、

その時々の課題を解決するために議論する。基本的な

部分が毎年変わる訳ではないが、環境変化に応じて都

度対応することが必要だろう。

　今年の大きなテーマは、昨年６月に法改正された働き

方改革関連への対応だ。それ以前も長時間労働是正

や均等・均衡処遇などに取り組んできたが、法改正を

機にこれまでの取り組みや方針を実現していくというこ

とを例年以上に強く意識した。３年ほど前から積極的に

取り組んできた有期契約労働者の無期転換の取り組

みとあわせて、均衡・均等処遇と同一価値労働同一賃

金は継続的な取り組みとして、引き続き行った。

　

２. 賃金、一時金関係
―  要求のポイントや現時点での結果、経過に対する評価をお聞か

せください。

　連合の要求方針に沿いながら、賃金水準引き上げ

は、賃金決定の３要素（生計費・生産性・労働市場）を

総合的に勘案し、2018年闘争と同額の3,000円以上と

することで合意形成した。

　ポイントは、額・水準以上に、継続して取り組むこと。

業績アップ、人手確保などの要因に後押しされたことも

あるが、６年連続して賃上げできたのは継続性というメッ

セージになったと思う。要求時点から中闘の3,000円を

超える要求をし、1,000円以上の妥結をしているところも

数多くあり、処遇差の底上げはできた。ただし、さまざまな

指標でみると、可処分所得はまだ回復していないし、実

質賃金も低下傾向にある。意識調査でも生活の豊かさ

という部分については、賃金は回復しているのに、そこま

で戻ってきていない。３つの不安の払拭には至っておら

ず、生活に直結する賃金については今後も継続して取

り組んでいかなければならない。一定の相場観をつくっ

て、そこにみんなが向かっていくという波及効果が生ま

れるのが電機連合の統一闘争の狙いである。それに加

えて、「各組合が業績や処遇実態を踏まえ、主体的に

処遇改善に取り組む領域」では、それぞれの組合が達

成プログラムを組み、交渉を進めていく。電機連合とし

て統一した取り組みと各加盟組合の主体的な取り組み

との２つの領域に整理して進めてきて５年が経過し、少

しずつ成果として表れてきている。

　今年も初任給、とりわけ高卒は昨年以上にこだわっ

た。電機産業における高卒初任給は他産業と比べても

かなり水準が低い。これは人材確保や、ものづくりに対

する評価が低いという点でも問題だ。2019闘争では要

求額を4,000円とした。水準改善額の基準としている開

発設計職の3,000円を上回る要求をしたのは初めてで

ある。妥結は1,500円だったが、まだ他産業との差は縮

まっておらず、中長期的な課題だ。

　さらに、産別最低賃金の引き上げは、高卒初任給と

同様に4,000円を要求した。妥結は1,000円だったが、

従来の考え方に基づいて水準改善の比率で考えると

500円ぐらいになってしまうところを上乗せすることができ

た。それぞれの加盟組織で企業内最低賃金を引き上
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げ、協定締結組合を拡大することによって、地域別最

低賃金の引き上げにつなげていこうというのが狙いだっ

た。これも毎年継続して行う必要がある。

　付加価値の適正循環については、今年は長時間労

働を容認する商習慣の是正、例えば納期の是正などに

踏み込み、それぞれ労使で現状確認と是正を行った。

この取り組みを行うほど、適正循環になっていない実態

が確認される。ヒアリングをしても、大手は対策をとってい

るが、中小には及んでいない。理念先行で現実は大きな

ギャップがあり、全体で価値観を変えていく必要がある。

　
―  連合方針に新たに盛り込まれた「働きの価値に見合った賃金水

準」について、どのように取り組まれたかお聞かせください。

　電機連合としては何ら変わっていない。むしろ、従来

から個別賃金要求方式で取り組みをしており、賃金水

準を意識しない闘争は今まで行っていない。引き上げ

額なのか、絶対額なのかとよく問われるが、両者は切っ

ても切り離せないものである。先ほどの自主的な取り組

みと関連するが、どこを目指そうとしたらいくら必要なの

か、基準と引き上げというのはセットだ。電機連合では毎

年、賃金実態調査を実施し、各単組の年齢、職種ごと

にデータベース化している。各単組が中闘組合や同業他

社と比較しながら、引き上げの根拠として活用している。

　

３. 賃金以外
―  要求のポイントや現時点での結果、経過に対する評価をお聞か

せください。

　この何年か取り組んできたのが、長時間労働の是正

をはじめとした働き方改革だ。総実労働時間の平均は

この５年間、2,000時間を超えて高止まりの状態。法に

準拠した取り組みはもちろんだが、実際の業務の進め

方、本当の意味で働き方を変えて生産性を上げていか

ないと労働時間は減らない。2020年闘争に向けて継続

してやっていくが、１年、２年ではなく、長期的なテーマだ

と思う。

　それから、特徴的なものとしてハラスメント対策が挙げ

られる。労使で窓口をつくって取り組んでいるところもあ

るが、職場でハラスメントが起こってしまった時にどのよう

に対応するのか、もう１度改めて体制を確認することを

行った。一番はハラスメントが発生しない職場にしようと、

意識を高めていくということを今年は行った。

　加えて、外国人労働者について、外国人入管法の

改正にあわせた取り組みもスタートした。電機産業に外

国人労働者がどのくらいいるのか、どういった在留資格

でいるのか、実態としてはわからないところがあった。昨

年秋に加盟組合を通じて調査し、実態とそこからみえて

きた課題の分析をして今後の取り組みに活かすように

した。産別労使で議論も行い、宗教的問題、食事や教

育といった生活面も含め自分たちの職場を点検し、企業

でやるべき課題、国で取り組むべき課題が確認できた。

　

４. まとめ
―  今後の課題（中長期的な課題）と2020年総合労働条件改善闘

争の取り組みへの課題等についてお聞かせください。

　今年も「人への投資」がキーワードだった。賃金だけで

はなく、全般が人への投資であり優劣はつけられない

が、賃金はより大事で、こだわらないといけないというの

が我々の考え方である。とりわけ月例賃金は生活に直結

し、３つの不安の解消につながると思っている。しかし、

会社側の最近の論調は「賃金以外のことで３つの不安

解消に取り組めばいいのではないか、電機連合は賃金

にこだわり過ぎだ」――。そこが相容れず、次年度に向

けて人への投資のあり方について労使の考え方の隔た

りをどう埋めていくかが課題になる。

　大手が賃金を上げないと、波及が出ない。大手がそ

の牽引役を降りてしまったら、電機産業全体やその他

の業界への波及効果は行き渡らないだろう。電機産業

全体で相場観をつくっていく、そういった機運を盛り上

げていくことは重要だと思う。

電機連合（全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合
会）：電機・電子・情報関連産業およびその関連産業の労働
組合を結集した組織であり、1953年の結成以来、半世紀の
歴史を誇る、民間大手（組合員57万人）の産業別労働組合
組織。「美しい地球・幸せな暮らし」を基本理念に活動を行っ
ている。

神保　政史（じんぼ・まさし）氏
　1989年 三菱電機株式会社 入社。2002年 三菱電機関
連労働組合連合会 事務局長、2003年 三菱電機労働組合
中央書記長、2008年 同中央副執行委員長、2010年 同中
央執行委員長、三菱電機関連労働組合連合会会長を歴
任。2014年 電機連合副中央執行委員長就任、2016年より
現職。

（インタビュー日　2019年５月24日）



ＪＡＭ
　 書記長　中井　寛哉 氏

・300人未満の単組では４年連続で300人以上の単組を上回るベアで、
 中でも100人未満は過去最高額を獲得

・「価値を認めあう社会へ」の実現に向け、「労働」と「製品」の価値を守る取り組みを継続して展開

特集４ インタビュー
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１. 2019春闘の位置づけ、大きな方針
―  2019春闘のポイントや全体的な位置づけについてお聞かせくだ

さい。

　2019年春季生活闘争は、日本経済の「自律的な成
長」と賃金の「底上げ・底支え」「格差是正」を目指し、
2014年以来の賃金改善の流れを継続すべく取り組ま
れた。経済情勢は前半、昨年並みで好調であったもの
の、後半は米中貿易摩擦、ブレグジットといった先行き不
安の高まりや中国経済の鈍化の影響を受け、業種間
のばらつきが大きくなるなど、悪化しており、経営側の対
応も厳しかった。一方、人材不足を原因とした労働負荷
の高まり、過年度物価の状況、格差是正の流れから、
賃上げへの期待は高かった。
　ＪＡＭは、多くの中小労組が集う産別として、あるべき
賃金水準への到達闘争である個別賃金方式への移
行推進と、地域共闘体制をさらに強化し、毎年の賃金
引き上げの定着、賃金の絶対額水準の確認と開示に
よる賃金水準の社会化、「価値を認めあう社会へ」の
実現に向けて、継続的に取り組むとともに、政策・制度
要求を運動の両輪として展開していくこととした。

２. 賃金、一時金関係
―  要求のポイントや現時点での結果、経過に対する評価をお聞か

せください。

　賃金要求の考え方としては、賃金の「底上げ・底支え」
「産業内・企業内の格差是正」に向け、絶対額を重視し
た。自らの賃金水準のポジションを確認した上で、ＪＡＭ
一人前ミニマム基準・標準労働者要求基準に基づき、
あるべき水準を設定し、月例賃金水準の引き上げを中
心に、賃金構造維持分を除き6,000円を基準として「人
への投資」を要求した。
　妥結結果（５月13日時点）は、ベアは全体平均で
1,602円、300人未満で1,673円と、４年連続して300人
未満の単組が、300人以上の単組を上回った。特に顕
著だったのは、100人未満が1,868円と、昨年実績を上
回り、過去最高の獲得額となった。このように、組織規

模が小さくなるほど、人手不足・人材流出の問題を抱え
ており、賃金を上げるなど、「人への投資」をしないとい
けない。特に中小企業においては、人材流出を防ぐた
め、厳しい経営環境下でも賃金改善が行われたところ
が多い。人手を確保することが困難なところほど、高い
妥結額を引き出しているというのが１つ目の特徴だ。
　２つ目の特徴は、2015年頃までは、大手が集中して
回答を引き出す３月中旬をピークにして獲得額が低下し
ていくのが通例であったが、16年あたりから、３月中旬に
引き出された獲得額がおおむね維持されてきており、今
年はこの傾向がさらに強く出た。このことは、様子見してい
る経営者の多くが、他社の水準を見てそれと同じか、そ
れ以上出さないと人が来ないと判断したということだろう。
　ＪＡＭでは、個別賃金＝水準でみていくという取り組
みをしている。現在、個別賃金要求単組の平均現行水
準・30歳は、242,710円。これを規模別に分解すると、
300人未満は236,397円、中堅の300 ～ 1,000人未満
は247,889円、1,000人以上は264,244円と、組織規模
が大きくなるほど、水準額は高くなっていく。ただ、現行か
らいくら水準が引き上がったかをみると、300人未満は
2,603円、1,000人以上は1,118円で、300人未満の方
が、1,000人以上を約1,500円上回っている。つまり、
1,500円格差が縮小したことになる。やはり、賃金水準
で見ていかないとここの検証はできない。ＪＡＭでは、賃
金水準そのものを上昇させる個別賃金要求を増加させ
ていくことに力を入れている。
　個別賃金に取り組んでいる単組は、横軸に年齢、縦
軸に賃金の高さを示したプロット図を作成し、ＪＡＭが示
す基準値（あるべき賃金水準）と比べてどうかなどにつ
いて、経営者と協議していくことを方針としている。多く
の経営者は、Excelで作成した賃金台帳をみているだ
けで判断していることが多い。各人の賃金をプロットす
れば、同期の中でも高い人と低い人が鮮明になる。この
格差が、説明のつく格差（あってもいい格差）なのか、説
明がつかない格差（あってはならない格差）なのか、を
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検証していく必要がある。仕事の遂行能力の差なら説
明がつくが、就職氷河期に入社したから、あるいは女性
であるからという理由で低いということでは説明がつか
ない。格差を鮮明にしながらやっていることがいい結果
につながっている。まずは賃金水準を開示し、賃金水準
で要求していく取り組みを強めていきたい。

３. 賃金以外
―  要求のポイントや現時点での結果、経過に対する評価をお聞か

せください。

　成果というよりは課題になるが、働き方に見合った賃
金を獲得していくには、「労働」と「製品」が適正に評価
されないといけない。「価値を認めあう社会へ」の実現
に向けて、単組から使用者への要請、省庁や業界団体
への要請を今年も実施した。他産別や政府などの取り
組みもあり、いまだ不十分ではあるものの社会的な環境
整備は徐々に進んでいる。
　長年にわたって、当たり前のように行われてきた取引
慣行の問題は一朝一夕に解決するものではなく、継続
した取り組みが求められている。「労働」の価値と「製
品」の価値をきちんと守り、公正な取引の実現を図って
いくことが重要である。そして、持続可能な社会を構築
するためには、「売り手良し」「買い手良し」「世間良し」
の「三方良し」の精神が必要であり、このことを社会運
動につなげていくことが求められている。
　同一労働同一賃金、働き方による処遇の均等・均衡
について、多くの非正規労働者は組合員でないことが
課題となっている。来年４月のパートタイム・有期雇用労
働法の施行、再来年４月からの中小企業への適用を念
頭に置いて、まずは組織化して、処遇改善に努めてい
かないといけない。労使交渉は限られた原資の中での
交渉となるので、配分する人が増えることによって不利
益が生じるという思いは、正直、組合員の中にもあるだろ
う。わたしたちは、そこのところを乗り越えていかなければ
ならない。
　定年延長を含め60歳以降の問題も、なかなか進ん
でいない。政府は希望すれば70歳まで雇用することを
法制化しようとする動きがあるようだ。このことも意識しな
がら、労働組合はやっていかないといけないが、60歳以
上の組合員化の取り組みは全体として進んでいない。
同じ労働者でありながら、分断されているというのが今
の状況である。正規―非正規、60歳までの人―60歳
以上の人が一体となるような取り組みを強化していく必
要がある。そのためには職場の中で対話を重ねていくこ
とが必要である。そして、これまでの組合員ファーストか
ら、職場で働くすべての労働者が気持ちよく働ける職場
を目指していきたい。

４. まとめ
―  今後の課題（中長期的な課題）と2020春闘の取り組みへの課

題等についてお聞かせください。

　2019年10月から、消費増税が８％から10％に引き上
げられる予定となっている。2014年に５％から８％に引き
上げられた時は、生産活動が一気に低下したことを思
い出す。2020春闘の議論は今年の秋頃から始まるが、
ちょうど消費増税の導入時期と重なることから、全体のマ
インド感はかなりネガティヴな状態になっていると思われる。
ＪＡＭは、ぶれることなく、「賃上げこそが最大の景気対
策」であるという、これまで通りの考え方で推進していき
たい。
　次に、労働時間の問題を挙げたい。政府の働き方改
革に見られるように労働時間の問題は、組織されてい
る労働者のみならず社会全体の課題でもある。ＪＡＭで
は、所定労働時間に時間外労働分を足して有休の消
化分を引いた総実労働時間を重視している。今後は、
有休の取得促進も強力に推進していきたい。また、人手
不足のところでは休みは取りにくいことなど、労働組合
から会社にしっかり、提起できるように方針に盛り込んで
いきたい。
　賃金改善について一定の成果はあったものの、連合
が求めるマクロの要請としての２％からすると、1,800円
では物足りない。「人への投資」はまだまだ不十分であ
り、今後も徹底していきたい。一時金について、大手は
リーマンショック前の水準をいよいよ超えてきている。業
績連動方式を採っている単組を含めると支給金額（月
数）はさらに高くなるだろう。一方で、中小はリーマンショッ
ク前の水準には到達していない。大手は一時金の方に
シフトしてきている傾向はあるが、月例賃金は年金や退
職金のベースになるものであり、月例賃金にこだわった
取り組みを進めていく。
　今年、ＪＡＭは結成20周年を迎える。結成当時の50
万組織から、13万人減の37万組織となった。また100
人未満の組織では、組合役員のなり手がないという悩
みも聞く。これらのことを踏まえ、組織拡大と組織強化を
車の両輪としてしっかりやっていきたい。

ＪＡＭ：機械、電機、自動車、車両、精密機器、アルミ素材製
品、鋳鍛造、鉄鋼、住宅関連機器など、ものづくり産業を中心
とする約2000の単位労働組合が加盟している産業別労働
組合。日本のものづくりを支えるサプライヤーが多く、全構成単
組の約85％が300人以下、約60％が100人以下、約25％が30
人以下の組合員で占められている。組合員数は37万人。

中井　寛哉（なかい・ひろや）氏
　1964年生まれ、大阪府出身。1993年に旧ゼンキン連合（現
ＪＡＭ）に入局。2009年にＪＡＭ大阪の副書記長、2013年から
は書記長を経て、2017年には本部書記長に就任し、現在に
至る。

（インタビュー日　2019年５月22日）



日本基幹産業労働組合連合会（基幹労連）
事務局長　弥久末　顕 氏

・２年サイクルの春季取り組みが奏功し、昨年と同じ1,500円の賃金改善を獲得
・ 労働界の先陣を切った「65歳現役社会の実現」の取り組みについては、全体の84％の組合が労使の話し合いの

場を設置
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１. ＡＰ19春季取り組みの位置づけ、大きな方針
―   ＡＰ19春季取り組みのポイントや全体的な位置づけについてお

聞かせください。

　（※ＡＰ＝アクティブ・プランの略称。「産業・労働政
策中期ビジョン（2017年改）」に基づき、安全衛生、労働
条件改善、政策・制度、産業政策など生活改善全般に
関する毎年の取り組み）
　基幹労連のＡＰ春季取り組みは、「魅力ある労働条
件づくり」と「産業・企業の競争力強化」を好循環させ
ていくことを基本理念としている。基幹労連では２年サイ
クルで労働諸条件の改善要求を行っており、昨年度の
ＡＰ18と今年度のＡＰ19を１つのセットとして、昨年確認
してきた考え方と内容に立脚し取り組んだ。ＡＰ18は
「総合改善年度」、ＡＰ19は「個別改善年度」という位
置づけをとっており、特に個別改善年度であるＡＰ19に
おいては、業種別（中小）組合の格差改善、労働条件
の底上げ・底支えを中心軸においた取り組みとした。
　また、ＡＰ18で産別一体となって要求した「65歳現役
社会の実現に向けた労働環境の構築」については、Ａ
Ｐ19でも継続して取り組みを行った。ＡＰ18の時に要求
した組合のうち約８割が労使の話し合いの場を設置し
たが、２割は設置できていなかった。まだ要求もされてい
ない組合もあったため、引き続き労使の話し合いの場の
必要性を認識し、設置を求めていくよう取り組んだ。
　官製春闘と言われた一昨年、昨年に比べると、景気
が冷え込み企業業績も厳しくなってきている。多くの組
合において賃金改善（人への投資）で昨年と同じ
1,500円を引き出すことができたのは２年でやってきたメ
リットが大きいと考えている。
　「65歳現役社会の実現」についても労働力不足の
中、高技能長期蓄積型産業である基幹労連の各産業
にとって、かなり前進した。鉄鋼総合については労使間
で定年延長に関する一定の確認ができたので、今後は
制度設計に入っていく。一歩も二歩も進んだ印象だ。

２. 賃金、一時金関係
―  要求のポイントや現時点での結果、経過に対する評価をお聞か

せください。

　2018年は3,500円、2019年は3,500円以上を基本に
要求していくことをＡＰ18で既に決定している。鉄鋼総
合など２年サイクルのところは昨年度の交渉の中で、今
年度についても賃金改善1,500円の回答を引き出して
いる。我々の産業の業績はそれぞれ濃淡があるものの、
それほど好調ではなく、横ばいか少しプラスの状態であ
り、非常に厳しい世間動向、相場観があった中、賃金改
善1,500円をターゲットとし最終盤まで積極的に取り組
んだ結果、総合重工は７社のうち６社が1,500円の回答
を引き出した。造船は回答なしというところもあったが、そ
の他の業種別組合においても概ね1,000 ～ 1,500円
の回答引き出しになっており、全体的な底上げはでき
た。その意味で今年のＡＰ19の結果である、賃金改善
1,500円というのは重みがあったと思う。
　経営環境が厳しい、例えば造船専業などはなかなか
満足のいく回答を引き出すには至らなかったが、その他
の業種では全体として底上げが進んだのではないか。
また、鉄鋼総合では、２年サイクル運動を活用し、所属す
るグループ・関連組織の底上げを徹底的にやった。会
長・委員長がグループの交渉に入り、強く訴えることで
大きく前進した。
　２年サイクルの運動の意味は、労働運動には労働条
件改善活動の領域と政策・制度や産業政策等を推進
する領域がある。基幹労連では、これらを１年ずらし、ク
ロスオーバーさせることで、限られた人的・時間的資源
を有効に活用している。労働諸条件改善でいえば
2018・2019で１つのパッケージ、政策・制度と産業政
策等は2019が産業政策の基本的な年度、2020がそれ
に対する個別ということで、適正なエネルギーの配分を
しながら進めることがベースにある。その中で、労働諸条
件の改善については大手が決めたものを翌年にきちん
とフォローできることが大きなメリットだ。労働運動は、大
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手だけが前に進めばいいということでは決してなく、大
手は業種別に支えられている部分が大きいのだから、
業種別の条件も適正に上がっていかなければならな
い。一般的に大手企業は日本全体の数％程度で、多く
は中小企業であり、中小企業で働く労働者の条件が上
がらないと日本全体の労働運動は成り立たない。
　
３. 賃金以外
―  要求のポイントや現時点での結果、経過に対する評価をお聞か

せください。

　働き方の関係について、休日休暇、労働時間では、
一部の業種別組合で1800時間台に向けて、さらに初
年度の有給20日間付与を含めて一定の実現が図られ
るなど前進がみられた。休日労働や時間外労働の諸割
増率は44組合が要求したが、前進回答には至らなかっ
た。2019年４月より時間外労働に関する上限規制等の
法改正を受けて、今年１～２月に全組織に考え方を整
理したガイドラインを発信しており、それに基づき対応して
もらっている。
　「65歳現役社会の実現」について、ＡＰ19を経て全
体の84％の組合が労使の話し合いの場を設置したこと
は、前進といえるだろう。基幹労連は独自に労働界の先
陣を切って具体化できているという点は自負している。
鉄鋼、造船重機といったところは、技術・技能の継承が
重要だ。60歳になった先輩方が再雇用で労働条件が
下がってモチベーションも下がる中、どうやって若手に技
術をつないでいくのか。年金の接続の問題だけではな
く、高技能長期蓄積型産業において、どのように技術・
技能をつないでいくのか、産業の永続的な継承はやはり
65歳現役社会だ、というところを訴えてきた。そこが大きく
前進した要因だろう。次のステップとしては、働き方の見
直しになる。60歳を超えると体力・気力が衰えてくることか
ら、安全面で働き方を考えていかなければならない。職場
は変えないことを基本に考えているが、目や耳の衰えがあ
るので、安全最優先で働き方は見直していく。2021年に
は定年延長をベースとした新たな制度を導入することで
進めている。あと２年ほどで全部決めていく必要があり、明
確にターゲットを決めながら、この１年は動いていくと思う。
　賃金以外ではワーク・ライフ・バランス全般について、
総合組合との差をどのように埋めていくのかが課題だ。
例えば労災・通災の付加補償に関しても、労災は3,400
万、通災は1,700万という一定の規準が設けられている
が、そこに達していないところがある。どの会社に勤めよう
が、人の命の重さは変わらないのだから、そこに差があっ
てはならない。時短や有給休暇、その他の労働諸条件
の全般的な改善については、各業種別で個々に取り

組んでいる。業種別にきめ細かく計画し、大手がフォロー
する。そこも、やはり個別改善年度のメリットだろう。

４. まとめ
―  今後の課題（中長期的な課題）とＡＰ20春季取り組みへの課題

等についてお聞かせください。

　２年サイクルの取り組みは一定の成果が出た。特に
賃金改善は、多くは1,000 ～ 1,500円の回答を引き出
し、74％の組合が前進している。人への投資である賃金
改善について６年連続で成果を上げてきた。65歳定年
延長についても一定の前進があった。業種別の底支え
もきちんとできたと考えており、今ＡＰ19に関しては非常
に大きな成果が得られたと思う。
　今後は、２年サイクルを１つの形として、どう転がしてい
くのかが課題だ。業績が安定しないところもあり、中国や
アメリカの影響によって景気の減速感がある。また、消
費増税もあり、来年の春闘をどのように考えるのかは難
しい問題だ。
　１つには、非正規、特に直接雇用の非正規従業員の
方々の組織化や労働条件の向上が重要であり、まずは
直接雇用の非正規従業員の組織化を強化していく。
15、6の組合で既に組織化されているが、大手でもあま
り進んでいない。われわれが直接に交渉できるところで
土壌をつくっていくことが継続的な課題だ。同一労働同
一賃金が完全に法制化されるので、これも今秋以降の
課題になると思う。
　2003年に３つの産別を統合して基幹労連になって
以来、２年サイクルの取り組みについてはずっと議論を
重ねてきた。要求に幅を持たせ交渉の場も設けながら、
２年で決めるというスタンスは変えずにいきたい。１年目
の総合改善年度は賃金・一時金を中心に、２年目の個
別改善年度は賃金に取り組む組合への支援はもとよ
り、大手が徹底的にフォローし、業種別の労働条件引き
上げに力を尽くすことが、すべての労働運動の力になる
と信じている。

基幹労連（日本基幹産業労働組合連合会）：日本の主要な基
幹産業である金属産業のうち、鉄鋼、造船、非鉄鉱山、航空・
宇宙、産業機械、製錬、金属加工、情報関連・物流産業、建
設のほか、多くの関連業種の労働組合が結集した産業別労
働組合。2003年、鉄鋼労連、造船重機労連、非鉄連合の３産
別が「未来を拓く組織統一、希望ある前進」をスローガンに統合
し結成。また、2014年に建設連合と統合し、４つの産業に所属
する組合で構成されている。構成組織数約762組合（単組・
支部）、組合員数約27万人。

弥久末　顕（やくすえ・あきら）氏
　1988年住友重機械工業(株)入社。住友重機械労働組合
連合会東京地方本部及び関東地方本部執行委員長、基幹
労連中央執行委員、事務局次長を歴任し、2017年より現職。

（インタビュー日　2019年５月22日）
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　今月から「労働批評」というタイトルで寄稿を連ねる

ことを許された。よろしくお願いしたい。

　労働評論ならまだわかるが、労働批評とはまたや

やこしい題をつけたものよ。その意図をいぶかる読者

の声が聞こえる。

　政治評論、社会評論、文芸評論ならば、世の人び

との耳目に親しみがあろう。では評論と批評とはどう

違うか。

　ぼくの勝手な解釈にしたがえば、それは対象に対

する愛の大きさだ。

　一応中立を建前とする評論家は評論の対象への

愛を隠し、あるいはそれを抑え、またはそのふりをする。

　何かを論ずるのであるから、良いものはいいと言い、

肯けないことには異議や疑義を唱えることは当然だ。

　評論は何かの基準に照らして、いわば採点してそ

こで終わってもいいだろう。

　けれども批評のそれには、常に良くなってほしいと

いう願いが見え隠れする。なぜなら対象を愛している

から。

　だから批評にはしばしば対象への思いがほとばし

る。対象に感動したこと、憤ったこと、それらの感情の

所以を振り返り、その対象との遭遇体験を言葉にし

て、その思いを読者と共有しようとする。

　ごちゃごちゃ言うのはこの辺で止めにしよう。評論

ではなく批評としたのは、ぼくがその対象が好きだと

いうことを言いたかったからだ。

　では労働批評というなら、労働が好きだということ

になるが、この場合の労働の意味は何か。それはズ

バリ労働運動である。

　ただしぼくのいう労働運動とは、次のようなものだ。

すなわち「社会を利己主義と搾取と組織や制度の

形で人びとに加えられる暴力から救うための理想と

寛容の精神と政治的な勇気を独特な形で体現した

もの」である。

　鍵括弧が示すように、これはぼくの定義ではない。

米国の編集者であり歴史家のスティーブン・フレー

ザー（Steven Fraser）が著したアメリカの労働運動

指導者シドニー・ヒルマン（Sidney Hillman）の伝記

（Labor Will Rule: Sidney Hillman and the Rise 

of American Labor, Cornell University Press, 

1991）の最後（p.575）に、彼にとっての労働運動と

は何かを代弁したものである。

　シドニー・ヒルマンは知る人ぞ知る、ニューディール

から第二次世界大戦期に大きく台頭したアメリカ労

働運動を代表する指導者の一人だ。

　シドニー・ヒルマンとはいかなる人物か。以下アメ

リカ労働総同盟・産業組織会議（AFL-CIO）のサイ

ト（https:aflcio.org/about/history/labor-history-

peopole/Sidney-hillman）で紹介する彼の人となりを

記そう。

第1回
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　その紹介文は、まずこんな件で始まる。

「全米合同被服工組合（現在のUNITE）の創設者であ

り、その会長を1914年から1946年まで務めたシドニー・ヒ

ルマンは、我々が今日知るところの労働組合組織とその活

動を生み出した。彼は産業の健全な発展を守り、その中で

労働条件の向上を図るために組合と縫製会社の間の『建

設的協力関係』の構築に努め、また今日の苦情処理と仲

裁手続きの前身となる紛争解決機構の整備を他に先んじ

て行った。また労働運動が何にも増して政治活動と教育

に力を入れるようになったのも、彼の努力に寄るところが大

きい。さらに彼は、労働組合は広範囲にわたる福利厚生と

組合員が住む地域で諸種のサービスを提供することで、職

場の内外双方で組合員の利益に寄すべきだと考えた。そ

してヒルマンは、フランクリン・ルーズベルト大統領に近い

友人として、また影響力のある助言者として、労働者の諸

権利を守り、その生活向上のための画期的な労働立法を

実現するのに大きく貢献した。」

　この賛辞を現在のアメリカ労働運動のナショナルセ

ンターが送っていることが重要で、ヒルマンは近代アメ

リカ労働運動を創設し、発展させた中心的な指導者

であるとともに、運動の伝説的人物として位置づけら

れている。

　ただここの部分を以って、彼を実践的かつ現実主

義的な組合指導者だと平板に理解すると、この人物

の軌跡を描いた彼の伝記の筆者が、ヒルマンの労働

運動観を先の様に表現したことに多少の違和感を

持つ向きもあろう。

　けれどもこの後に続く彼の生涯を見ると、違ったイ

メージが浮かぶ。紹介文は続く。

　ヒルマンは1887年に当時ロシア領であったリトア

ニアでユダヤ人の小商人の家に生まれる。14歳で

将来ユダヤ教の師となるべくそのための寄宿学校に

入るが、当時のロシアの革命機運の中でその道を捨

て、労働者となり非合法のユダヤ人労組を結成す

る。その後反政府活動で2度投獄されるが、1905年

の革命運動の大きな挫折で、彼はイギリスを経てアメ

リカに逃れ、当時の全米一の産業都市シカゴに流

れ着く。1907年のことであった。

　シカゴで彼は見習いの被服工として、劣悪な労働

条件の中長時間働かねばならなかった。その彼に転

機が訪れたのが、少数の女工の職場放棄をきっか

けに瞬く間に全市の4万5千名の被服工が参加した

1910年のストライキであった。

　この時ヒルマンはストのリーダーとして一気に頭角

を現し、統一被服労組の新支部の結成を経営側

に認めさせ、仲裁による紛争解決でその力を発揮し

て、新支部の有給の代表になった。この時彼は、この

ストで被服女工らを応援したセツルメント運動の指導

者ジェーン・アダムズを始め、シカゴの進歩的な改革

運動のリーダー達の知己を得、彼ら彼女らから多くの

ことを学びながら、産業民主主義やそこでの組合の

役割についての彼の考えを発展させていった。

　ストから数年後、そこで出会った女性闘士と結婚し

二人の子をもうけたヒルマンは労働運動指導者とし

ての階段を上り始める。

　シカゴストは他の都市の被服工を立ち上がらせ、

続々と新支部の結成を見たが、所属した統一被

服労組の指導に飽き足らぬこれらの新組合員は、

1914年に新たな全国組織を結成し、会長にヒルマン

を選んだ。それが全米合同被服工組合である。

　この組織はその後拡大を続け紳士服部門を掌中

に収める。そして勃発した第一次大戦中、ヒルマンは

議会に働きかけ軍服製造の労働条件を監視する連

邦委員会の創設にこぎつけ、その元で組合の組織

拡大に成功する。

　その結果、第一次大戦直後にはヒルマンの組合

は、およそ18万人の労働者を代表して、被服製造の

85％に及ぶ企業と労働協約を締結、週44時間まで

時短を実現し、なお40時間を窺う勢いにあった。

　この組織的成功の秘訣は、シカゴストの時以来ヒ

ルマンが経営者達と構築した「建設的協力関係」に

ある。この協力関係の下、彼は経営状況の芳しくな

い会社のために金融機関に融資を掛け合ったり、能
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率向上のための調査まで実施した。

　他方ヒルマンは、組合員のための教育活動や低

廉な協同組合住宅のプロジェクト、失業保険など社

会政策的プログラムを他組織に先んじて行ってき

た。

　彼のこの新労働組合主義は、当時生産性向上と

組合回避のために多くの大企業が採用していた（企

業自ら社員の福利厚生の充実と職場参加の促進を

図る：篠田）「福祉資本主義」にとってかわる組合戦

略として広く知られていた。

　一方1929年に始まる大恐慌以降の10年間、ヒ

ルマンは政府と労働組合の強力なパートナーシップ

の重要性についての彼の確信を一層強めた。1933

年、ヒルマンは全国復興庁の労働諮問委員に、また

1934年には全国産業復興委員にそれぞれ任命さ

れた。さらに彼はロバート・ワグナー上院議員に最も

近い助言者として後に全国労働調整法となる歴史

的な労働立法の作成を手伝った。他方ヒルマンはフ

ランシス・パーキンス労働長官と協力しながら、やはり

後に公正労働基準法となる賃金と労働時間に関す

る包括的な法案をまとめた。

　1930年代初期、全米合同被服工労組は最も成

長著しい組合の一つであった。1935年、産業別組

合主義の支持者であったヒルマンは、産業別組織委

員会の創設を助け、アメリカ労働総同盟の中での産

業別組合主義の受容を強力に主張した。1937年、

彼の組合は総同盟を脱退し、ジョン・Ｌ・ルイス他の

組合指導者達と産業別組織会議を結成した。この

新組織の副会長に選ばれたヒルマンは、繊維労働

者組織化委員会と百貨店労働者組織化委員会を

率いた。1939年、前者は10万人以上を組織する全

米繊維労組となり、後者は全米小売卸売百貨店労

組となった。

　欧州で戦争が勃発した際、多くのアメリカ人は米

国が戦争に巻き込まれることに反対した。けれどもヒ

ルマンはナチス・ドイツに抵抗する英仏を米国が援助

するのを強力に支持した。こうしたヒルマンをルーズ

ベルト大統領は、1940年に国防諮問委員に委嘱し、

翌年には生産管理庁の副長に任じた。また1942年

には、ヒルマンはルーズベルトによって戦時生産委員

会の労働部門の長となった。この間ヒルマンの発議

の多くは受け入れられることはなかったが、彼の諸政

策は組合の組織拡大に繋がり、戦後の繁栄とその

中で組合が影響を発揮する基を築いた。

　こうして労働組合が排除の対象からパートナーへ

と変わっていく中で、多くの保守派は団体交渉制度

そのものを攻撃し、組合の力を削ごうとした。これに

対してヒルマンは、労働組合の力は組合員を政治に

関与させ、その積極的な主体にさせる方途に掛かっ

ていると信じて疑わなかった。そこで彼はジョン・Ｌ・

ルイスらと共に1936年に労組の独立政治同盟を結

成し、空前の規模の全国的な組合動員で1936年と

1940年のルーズベルトの再選に大きく貢献した。また

1942年の中間選挙での圧倒的な勝利をめざして保

守派が共和党を支援した際、アメリカ労働総同盟と

産業別組織会議はその政治活動を一層強化した。

産業別組織会議はヒルマンを新たに設立した政治

活動委員会のトップに据え、彼の指導の下この委員

会は1944年に全国の選挙区で組合票の掘り起こし

を行い、ルーズベルトの四選を果たした。この年まで

に産業別組織会議が編み出した強力な政治活動プ

ログラムとそれを支える組織基盤は、今日に至るまで

その力を発揮している。

　これはまたヒルマンが労働運動と米国に残した最

後の遺産でもあった。彼は数年健康状態がすぐれぬ

まま、1946年にニューヨーク州ロングアイランドの避暑

地で亡くなった。

　とまあ、ヒルマンという人物は、何という疾風怒涛

の人生を歩んできたことだろう。

　けれどもこの波乱万丈の人生は、彼が生きた20世

紀前半の社会の仕組みが大きく変わり、また彼がリト

アニアからワシントンＤＣまで居場所を変え、それぞれ
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篠田　徹（しのだ・とおる）氏

早稲田大学社会科学総合学術院教授
1959年生まれ。1987年、早稲田大学政治学研
究科博士後期課程中退。主著『世紀末の労働運動』

（岩波書店、1989）、『2025年日本の構想』（共
著）（岩波書店、2000）、『米国民主党―2008年
政権奪回への課題』（共著）（日本国際問題研究
所、2005）。

環境が異なったことによって引き起こされたのであっ

て、その間先に挙げた彼の信念は変わらず、また労

働組合というものの尽きせぬ可能性とそれをその時

と場所に合わせて縦横無尽、自由自在に駆使して

行ってきたこと全てが彼にとって労働運動であった。

　ヒルマンはこの労働運動観を彼が参加した最後の

組合大会でこう表現している。

　「我々は良きアメリカを望む。それは何よりまず市民に

もっともっと豊かな生活を与え、貧困のために子供がひも

じい思いをすることのないアメリカである。我々はまた科学

とそれによる発明の恩恵が、それを享受出来る一握りの

人びとだけでなく、あらゆる家庭に遍く供されるアメリカを持

ちたい。そしてあらゆる不安から解放されるアメリカであり、

人種、信条、肌の色の違いに関わらず、あらゆる集団が友

となって生活し、互いに本当の隣人となることが出来るア

メリカである。そして自らを助けようとする他国の人びとに

手を差し伸べる偉大なる使命を担うであろうアメリカである」

（前掲書p.574）

　ヒルマンにとってこうした「良きアメリカ」をその時と

場所に応じて労働組合を使って実現しようとしたの

が、彼の労働運動であった。そして彼が最初に志し

たユダヤ教の師のごとく、ヒルマンはこうした救世主

的な労働運動が扱うべきすべての課題を、「労働問

題」と考えたのである。つまり労働問題とは、労働運

動が背負うべき課題のことなのである。ぼくの労働批

評はこの考えを共有する。

　ちなみに賀川豊彦をご存知の方は、読者の中でも

少なくなかろう。日本のすべての社会運動の創生に

何らかの関わりがあった人だ。そして彼もまたキリスト

者としてヒルマンの救世主的な労働運動観を共有し

ていた。

　何に書いてあったか今思い出せないが、賀川が労

働運動にめざめたのは、ヒルマンの組合によってで

あったらしい。賀川は神戸のスラム街で奉仕活動を

続け、その限界に突き当たっていた頃、たまたまアメリ

カのプリンストン大学への留学機会を得た。だがそこ

での学びでも大きな覚醒を感じれぬまま帰国の途に

着こうとニューヨークの目抜き通りを歩いていた際に

出くわしたのが元気な女性たちの延々と続くデモンス

トレーションであった。彼女達はまさしくヒルマンの全

米被服工労組の組合員であった。第一次大戦中の

ことである。
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４．「アトム作戦」の攻防

　1985年、売上の低迷を重く見た会社側が強行し

ようとした対策を巡ってヤマザワ労使は緊張関係に

突入した。この対策はいわゆるメーカーとのタイアップ

商品の集中的な訪問販売であり、「オールセールスマ

ン活動」と呼ばれた。なお、外販のために特別の「ア

トム研修（アタックチーム・オブ・マーケット）」が実施さ

れたため、社内の通称は「アトム作戦」であった。

　組合員たちは店舗販売から離れ慣れないノルマ

付きの訪問販売を強いられることになり、しかも食品

ではなく、電子レンジやラジカセなどの家電商品が対

象とされた。一気に高まった不満を集約したヤマザワ

労組は、運用に関する様々な申し入れを行った。だ

が、会社側の強硬姿勢は崩れず、計画通り実施す

る旨の回答を出した。これに猛反発したヤマザワ労

組は、アトム作戦を白紙に戻す要求を確認し、争議を

視野にいれた準備に入った。

　しかし、直後にスト権集約を計画しつつ開催した団

体交渉で会社側が協議に応じる態度に転じ、アトム

研修の出勤関係や交通費、外販労働時間、外販実

績の扱い、苦情処理機関の設置などを子細に決定

し、協定書の締結に至った。

　こうして賛否両論がある中でアトム作戦が実行さ

れ、販売を積み上げ3億円以上の売上を作った。特

に電磁調理器は約8000台を販売し、山形県民の保

有率に大きく寄与した。ヤマザワ労組は、このアトム作

戦の交渉で労組の存在意義と手応えを実感する一

方で、不測の事態には会社側と対等関係を保てる

かどうかについて大きな不安を自覚した。

　

５．ゼンセン同盟への加盟

　アトム作戦の攻防の直後から、ヤマザワ労組はよう

やく上部組織問題に決着をつけるべく積極的な議

論に入った。その結果、ヤマザワ労組執行部は必ず

しも強力ではないながらも抱いてきた商業労連を軸

にした加盟案を固めつつあった。

　ヤマザワ労組は、もともと産別組合を選択すると

いう前提を捨てずにいたため、ゆるやかな協議会組

織であるチェーン労協は趣旨に合致していないと判

断された。残る商業労連とゼンセン同盟については、

とりわけヤマザワ労組結成前には、選好に大差がな

く、それゆえ明快な選択が実現していなかった。ゼン

セン同盟ならば心強いが加盟費が高く強い統制を

受けるのは事実である。一方、加盟費が低い商業労

連のスマートな活動が目を引いたものの、確固たる商

業労連志向が優先するわけではなかった。

　だが、結成大会を境にゼンセン同盟を拒絶する態

度に転じ、商業労連という選択が現実的になってき

た。その理由はゼンセン同盟側の行き過ぎた態度や

行動にあった。例えば、結成大会の前日に委員長候

補の藤澤睦夫が行方不明となり探索と対応に追わ

れた。原因はヤマザワ労組がゼンセン同盟関係者を
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来賓候補としなかったことへの抗議という名目で、藤

沢睦夫が数時間にわたり車中で説得を受けていた

のである。ゼンセン同盟の来場を許したことで、結成

大会の混乱は回避されたものの、不信感や恐怖感

がヤマザワ労組執行部で共有された。

　ところが、さらに逆転劇が発生する。それが商業労

連とゼンセン同盟の最後の組織競合とされる「ユニ

バース事件」であった。ユニバース事件については不

明点が多く、商業労連の資料にわずか数行が記載

されているのみである。真相について概略を記そう。

　1986年5月、青森を中心にスーパーマーケットを展

開するユニバース（現アークスグループ）で労働組合

が結成され、指導を受けた商業労連に加盟した。とこ

ろが、1985年からゼンセン同盟がユニバースの労働

者に接近し、水面下で労組結成に動いていたのであ

る。商業労連は電光石火で現場労働者より上位者

を中心に結成に持ち込み、ゼンセンの目論見を覆し

た格好になった。1980年代前半は地方の中堅スー

パーを舞台に、ゼンセンと商業労連が激しく組織競

合で激突した時期であった。なお、ユニバース労組の

ケースに類似する結成で商業労連加盟が相次いで

いた。

　再び電光石火の巻き返しが発生する。1986年11

月、第二組合の全ユニバース労組が結成されゼンセ

ン同盟に加盟し、ゼンセンオルグ集団の投入によっ

てみるみるうちに組織を拡大していった。早々に商業

労連が組織拡大を断念したことで決着し、1988年3

月、ゼンセン加盟のオールユニバース・レイバーユニオ

ンの誕生で一本化が実現し、旧商業労連組合側か

ら委員長を、旧ゼンセン同盟組合側から書記長を出

して再出発した。なお、このユニバースの一件で、ゼ

ンセン同盟および商業労連の上席者会談がもたれ、

労働者のためにならない組織競合の自粛が合意さ

れた。

　この事件が、ヤマザワ労組の上部組織選択に決

定的な影響を与えた。というのは、ユニバースの動静

は東北地方のチェーンストア労組の注目の的であっ

たからであり、ユニバース事件の顛末を凝視していた

ヤマザワ労組執行部から、ほとんど決していた商業

労連加盟への選好が消失した。すなわち、本来の心

強い産別組合への希求が再発したのである。勝負

は最後までわからない。ヤマザワ労組は、ユニバース

事件後に接近してきたゼンセン側のオルグとの会談

を重ねるうちに波長が合致しはじめ、ゼンセン同盟志

向へ転じた。

　ヤマザワ労組執行部がゼンセンへ傾いてからは、

軌道修正の芽は摘まれた。1988年、ヤマザワ労組は

ゼンセン同盟加盟に関する内容をとりまとめ、加藤延

俊が描いたマンガを満載したパンフレット『上部加盟

に向けて　可能性への挑戦　私たちにゼンセンの

パワーを』を全組合員に配布し、定期大会で正式に

提案することを決めた。

　上部組織への加盟理由は、第1に企業内組合の

ままでは職場の不満を十分に解決できず、労使対

等の原則が実現されていない状況を打破するため

であり、第2に東北地方有数のチェーンストア労組とし

て、総合労働条件の向上によって他労組へ良好な

影響を与える立場にあるため、とされた。ヤマザワ労

組は団結力、交渉ノウハウ、豊富な情報収集と適切

な情報分析、政策立案力などの点で機能強化を図

る必要があることから、上部組織への加盟を決定し

たのである。

　ゼンセン同盟の選択については、多数のチェーンス

トア労組が加盟して制度や政策のための情報が集

積していること、全国に都道府県支部を設置し専従

者を配した細かい指導や支援がみられること、50万

人を超える組織現勢のメリットを生かした共済制度が

充実していること、地元の有力労組と連携交流でき

ること、労使関係の安定化を重視し援助しているこ

と、労組の立場から生産性向上に取り組んでいるこ

と、教育研修や文化活動が充実していることなどが

重視された。
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　「私もゼンセン同盟とは長い付き合いですが、ゼン

セン同盟は私どもチェーンストアの実態をよく理解さ

れ、そのうえに立って責任ある指導を行っている組織

です。」「宇佐美会長をはじめゼンセン同盟のみなさ

んのご指導には、絶対の信頼をしております。」この

ようにゼンセン同盟を推奨する文章を業界屈指の経

営コンサルタントであり、ヤマザワも指導を受けていた

ペガサスクラブの渥美俊一が寄せている。

　1988年10月に開催された第8期定期大会で、ヤ

マザワ労組はゼンセン同盟への加盟を審議した後に

全員投票にかけた。この結果、賛成747票、反対93

票、保留89票、無効9票により、ゼンセン加盟が機関

決定された。1988年12月には、ゼンセン同盟加盟記

念大会を開催し、ゼンセンの助言によって招聘した

名誉会長滝田実の講演を含む盛大な祝賀会を実

施した。こうして、ヤマザワ労組の長年の懸案事項で

あった上部組織選択問題が決着した。なお、ゼンセ

ン同盟の定期大会では、恒例の新規加入労組代

表挨拶をつとめた藤澤睦夫ヤマザワ労組委員長が

堂々と抱負を語り、満場の拍手で迎え入れられた。

　

　６．おわりに

　ヤマザワ労組は二重の意味で特色あるケースであ

る。第１に、必ずしも無所属中立主義ではないにも関

わらず、結成から約6年にわたって上部組織の選択

について真摯に検討を重ねた。このため、通常は観

察できないはずの上部組織への加盟プロセスに関

する問題が露出した事例となった。当時のチェーンス

トア労組にとって、商業労連への加盟が中庸の無難

な選択と映る傾向がみられた。だがその半面で、商

業労連志向も決して頑強ではなく、容易にゼンセン

同盟志向に切り替わりうるほど波動的であることが示

された。

　本来は企業内労組にとって上部組織選択は自由

であり、不確実性の高い意思決定のプロセスである

ことが改めて理解できる。この点は、シリーズで紹介し

たイズミヤ労組が、ゼンセン加盟を拒絶した後に高揚

した活動に突き進んでいった事例と重ねると明瞭で

あろう。

　また、ヤマザワ労組の上部組織選択問題には、そ

れにとどまらない意味がある。ユニバース事件の帰趨

がヤマザワ労組のゼンセン加盟の選択の決定打と

なったために見えにくいが、ゼンセン同盟ヤマザワ労

組の誕生はチェーンストア労使関係の歴史上、象徴

的な事例である。

　というのは、ユニバースにおける組織競合の結果、

ゼンセン同盟と商業労連は激しい競合から脱し、相

互を認め合う関係に進んだからである。すなわち、2

点目として、ヤマザワ労組の事例は、ゼンセンによる

チェーンストア組織化の進撃だけでなく、同時期の連

合結成に至る労線統一の追い風を受けた形の流通

労働者の結集、すなわち、JSD、UIゼンセン同盟、

UAゼンセンへの道程を暗示していたのである。

　加藤延俊は、ゼンセン加盟を決する局面で、ゼンセ

ンのオルグから奇妙な言葉を聞いた。「おそらく、ゼン

センも商業労連もチェーン労協もなくなる。いずれみ

な一緒になる。」当時はまったく信じられなかったこの

予測は2012年のUAゼンセンの誕生で現実になっ

た。その後、委員長に就任してヤマザワ労組を率いる

かたわらで、伝統ある「ゼンセンマンガ集団」に入団を

許された。マンガ集団会長となった加藤延俊は、今日

も意気揚々とマンガを描き続けている。

　

執筆者の本田一成氏による『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）が2018年度日本労働ペ
ンクラブ賞を受賞しました。割引注文書は、office.
orgorgorg@gmail.com まで。
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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

2015＝100 2015＝100 2015＝100 億　円 100万円 1000㎡ 件　数 百 万 円
2015 97 .4 115 .0  94 .8 101,838 1,480,592 104,038 9,543 75,613,929 78,405,536 -2,791,607
2016 97 .6 114 .2  97 .6 103,098 1,250,003 105,540 8,446 70,035,770 66,041,974 3,993,796
2017 − − − − 1,780,339 106,593 8,405 78,286,457 75,379,231 2,907,226

2018.3 105.1 104.9 103.7 8,566 182,860 9,990 789 7,382,565 6,589,334 793,322
4 104.5 102.8 104.3 9,431 163,063 11,733 650 6,822,349 6,201,554 620,795
5 104.8 104.9 104 9,079 149,244 10,912 767 6,323,560 6,906,909 −583,349
6 103.7 104.2 101.5 8,276 159,293 11,350 690 7,053,219 6,334,831 718,388
7 103.8 105.5 101.3 9,186 151,135 11,869 702 6,747,928 6,982,885 −234,957
8 103.6 104.4 102.8 9,815 140,391 10,906 694 6,692,008 7,140,761 −448,753
9 103.5 105.2 101.7 8,022 153,454 11,160 621 6,719,423 6,592,893 126,530

10 105.6 105.1 104.8 8,632 139,619 11,609 730 7,243,875 7,697,758 −453,883
11 104.6 104.5 105 8,631 131,605 11,194 718 6,927,097 7,666,200 −739,103
12 104.7 107.2 104.2 8,626 135,522 10,878 622 7,021,794 7,077,529 55,735

2019.1 102.1 105.0 100 8,223 125,401 9,717 666 5,574,679 6,992,397 1,417,718
2 102.8 105.5 101 8,367 109,742 9,789 589 6,384,918 6,053,359 331,559
3 102.2 107.2 100.6 8,688 130,664 9,966 662 7,202,046 6,679,349 522,697

前月比（％） −0.6 1.6 −0.4 3.8 19.1 1.8 12.4 12.8 10.3 57.6

前年同月比（％） −2.8 2.2 −3.0 1.4 −28.5 −0.2 −16.1 −2.4 1.4 −34.1

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
2015 5,640 222 2,334 1.20 313,801 94.6 144.5 100.0 100.0 525,669 413,778
2016 5,729 208 2,570 1.39 315,590 100.7 143.7 99.8 99.9 526,973 407,867
2017 5,460 190 2,726 1.54 316,966 100.5 143.4 100.0 100.4 533,802 412,462

2018.3 5,872 173 2,893 1.59 284,367 89.5 142.7 100.5 101.0 453,676 415,354
4 5,916 180 2,786 1.59 276,663 87.3 146.2 100.5 100.9 495,370 425,096
5 5,931 158 2,753 1.49 275,508 86.7 140.0 100.5 101.0 439,089 312,354
6 5,940 168 2,729 1.51 447,206 141.0 147.7 100.5 100.9 808,716 445,753
7 5,953 172 2,722 1.63 376,619 118.7 145.3 100.6 101.0 605,746 430,452
8 5,953 170 2,749 1.63 276,123 86.4 140.1 101.3 101.6 510,437 407,741
9 5,966 162 2,731 1.64 269,656 84.1 139.1 101.4 101.7 447,459 384,665

10 5,996 163 2,838 1.62 285,196 84.2 144.0 101.7 102.0 515,729 402,643
11 5,983 168 2,825 1.63 285,196 88.5 147.4 101.4 101.8 455,644 303,516
12 5,963 159 2,746 1.63 565,767 176.0 140.9 101.2 101.5 1,026,628 527,769

2019.1 5,953 166 2,768 1.63 272,130 84.7 130.3 101.3 101.5 471,124 412,887
2 5,962 156 2,857 1.63 264,582 82.3 137.8 101.4 101.5 526,271 393,029
3 5,948 174 2,884 1.63 281,413 87.5 138.8 101.4 101.5 481,035 437,465

前月比（％） −0.2 11.5 0.9 0.0 6.4 6.3 0.7 0.0 0.0 −8.6 11.3 

前年同月比（％） 1.3 0.6 −0.3 2.5 −1.0 −2.2 −2.7 0.9 0.5 6.0 5.3 

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）

　※生産指数、生産者製品在庫率指数、稼働率指数について、年間指数は発表されていないため掲載していない。
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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（専務理事・統括研究員）

　「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。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。

〈2016年度〉
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）

〈2017年度〉
第1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2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）

〈2018年度〉
第１回　2018年９月27日 

①流通業の店舗別ＷＭと業績
向井　有理子　氏（国際経済労働研究所　研究員）
②某地銀における従業員のＷＭとＣＳ、店舗業績の関係
坪井　翔　氏（国際経済労働研究所　準研究員）

第２回　2019年1月25日
①「薬剤師の経営管理について 
　―組織/職業コミットメントと役割コンフリクトへの着目―」 
本間　利通　氏（大阪経済大学）
②「集団間でなぜ葛藤が生まれるのか？ 
　―地位差に着目した社会心理学的検討―」 
杉浦　仁美　氏（近畿大学）

第３回　2019年3月6日
「企業統治と雇用システム」 
齋藤　隆志　氏（明治学院大学）

日　程

主査：本山　美彦（所長）

　「人工知能」（ＡＩ）と「ビッグデータ」技術の爆発的な進展は、「サイバー空間」の性格を根本的に変え、いまやＡ
Ｉ社会の到来は不可避であるといえる。一方、ＡＩに対し、対抗できる理論はまだ発表されておらず、働く者の立場か
ら、この議論を行うことが必要である。「生きた労働」がＡＩによって排除されることから生まれる深刻な社会不安を、
少しでも「生きる幸せ」に向ける方策を見出していくことを志向している。2018年4月に第１回研究会を行い、約２年
の開催を予定している。
　労働界からは、連合のほか、産業別組織を中心に11組織の参加を得た。また、本研究プロジェクトでは、ＡＩの技
術論のみならず、国際的・政治的な観点も踏まえ議論を進めていく予定であり、社会学や経済学の研究者・専門
家もメンバーに加わっている。

第１回　2018年4月10日
「基調講演：AI社会に生きる」
本山　美彦　氏（京都大学名誉教授／国際経済労働研究所　所長）

第2回　2018年7月27日
「最新のＡＩ―インダストリアル IoTの最前線―」
入江　満　氏（大阪産業大学工学部　教授）

第３回　2018年10月26日
「デジタル変革と雇用システム～どう捉え、どう対応するか～」
山田　久　氏（日本総合研究所　理事）

第4回　2019年1月23日
「ICT基盤役務のオフショアリングとアジア」
平川　均　氏（国士舘大学経済学部・大学院 グローバルアジア研究科　教授）

第５回　2019年4月25日
「ＡＩ社会のあり方」
広井　良典　氏（京都大学こころの未来研究センター　教授）

第６回　2019年6月6日
「ＡＩに対する電機連合の考え方　電機連合第7次産業政策（案）より」
斎藤　牧人　氏（電機連合産業政策部　部長）

日　程
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主査：八木　隆一郎（専務理事・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。

＜2015年度＞　※第1回～第5回は省略した。
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）

日　程

Information

編集後記
　産別インタビューを通じて、2019春闘では、中小企業労働者や
非正規労働者の取り組みで前進がみられたという話題をたびた
びお聞きし、より多くの労働者への「波及」を感じました。春闘は自
分たちの賃上げや働き方の問題に取り組むだけでなく、すべての
働く人のことを考える機会。今後、さらに大きな「うねり」となってい
くことを願います。（Ｔ）

　2019年6月28日、国際経済労働研究所の第54期総会・

記念講演・運動会（労働調査運動交流会）を開催しました。

　総会は、2018年度の事業報告を行い、質疑応答も活発

に行われました。

　記念講演は、「労働現場でのジェンダー格差は是正され

るのか、固定化されるのか？ ～女性活躍推進、働き方改革

の取り組みから考える～」と題し、金井郁氏（埼玉大学大学

院人文社会科学研究科准教授）にご講演いただきました。

　5回目を迎えた運動会は、70名余りが参加し、大盛況とな

りました。特別企画として「組合関与BEST3顕彰&高関与

組織の紹介」が行われ、BEST3の組織（トヨタ自動車労働

組合、サントリー労働組合、武田薬品労働組合）の顕彰、高

関与組織のスピーチやビデオメッセージに会場からは大きな

拍手が起こりました。

第 54 期　総会・記念講演・運動会（労働調査運動交流会）を開催

運動会での歓談の様子。精力的に交流が行われました。
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