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長崎県立大学　准教授　小原　篤次

グローバリズムを点検する 第 3回

独立国は増えている
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　グローバル化が叫ばれながら、実は独立国が着実に増えている。国連加盟で数えると、1945年の国連発足の原

加盟国（51か国）から、現在は4倍近い193か国に増えている。ソ連・東欧体制が崩壊した1991年以降、36か国増

加した。韓国と朝鮮民主主義共和国が1991年に同時加盟、カザフスタン、ウズベキスタンなどソビエト連邦からの独

立国、スロベニア、チェコ、スロバキアなど東欧諸国、さらにはパラオ、東ティモールなどの島しょ国、最新加盟国はアフ

リカの南スーダンである。

　東ティモールは2002年5月20日に独立、「21世紀最初の独立国」として知られる。長崎、マカオなどと同様、ポルト

ガルの「大航海時代」によって、具体的にはカトリックの布教活動、貿易、さらには植民地政策で、西洋史の舞台に

引き寄せられた。ティモール島は16世紀前半からポルトガルに征服され、1859年から、島の東側をポルトガル、西側

をオランダに分割統治されてきた。第二次世界大戦の間、日本が全島を支配した。その後、インドネシア統治も経験し

ている。住民は先住民のティモール人が大半を占めるほか、ベルーン人、ポルトガル人、華僑とこれらの混血の人々か

ら構成されている。東ティモールの面積は日本で2番目に大きい都道府県である岩手県よりやや小さい規模で人口

は129万人。乾燥度の高い気候のため、奥地では先住民による焼畑耕作が盛んに行われている。かつてはビャクダ

ンの産地であったが、ポルトガル人とオランダ人の植民以後乱伐したため現在では消滅した。経済は、オーストラリア

が採掘して配分される海底油田やガス田の収入に依存している。おもな農産物はココヤシ、コーヒー、タバコ、綿花、

天然ゴム、コプラなどである。また、沿岸海域はカツオ、マグロの好漁場であるため漁業に従事する住民も多い。

　第二次世界大戦後は、インドネシア独立と同時にインドネシア領となった。1586年以来ポルトガルの植民地であっ

た東ティモールも、1976年にインドネシアに併合されて第27番目の州となった。しかし、併合後も住民による自治・独

立を目ざす東ティモールの抵抗は続いた。アジア通貨危機の余波でインドネシアのスハルト大統領が退陣し、1999年

8月、独立の是非を問う住民投票で独立派が勝利した。同年設立の国連東ティモール暫定統治機構（UNTAET）

の暫定統治下で独立への道を歩み、2001年に議会選挙、2002年4月には初代大統領選挙がそれぞれ行われ、

独立運動の指導者シャナナ・グスマンが当選、同年5月、国連から行政権限を移譲され、独立を果たした。しかし、そ

の後、元軍人による暴動も経験している。対外経済関係では、東ティモールは2011年、ASEAN加盟を申請したも

のの、加盟国のコンセンサスが得られていない。現状、オーストラリアの影響が強いが、中国が海底に眠るエネルギー

資源に関心を寄せている。

　植民地経験から言語が世代によって異なる。公用語はポルトガル語とテトゥ語で、インドネシア語や英語も使用され

る。まとまりはカトリック教徒であることくらいにも見える。21世紀最初の独立国である東ティモールは、植民地からの

独立という統合の強い共通目標を失い、国民統合を模索している。 だが、独立の模索は世界に広がっている。
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第４次産業革命と企業

　第４次産業革命の進行が顕著になってきた。何よりもまず

新技術導入によるイノベーションとそれに伴うシステムの再編

と重厚化の進行が基本となるが、それに対応する人工知能

とシステムの開発が重要となる。そこで重視されるのが企業

システムの編成と開発力である。企業にとっては新たなチャ

レンジとなることは言うまでもないが、やはり克服すべき課題

も多いといえよう。

　わが国の場合、個別企業内年功序列を基本として人的

パワーの企業内閉鎖的なシステムが基本となってきた。これ

が技術革新・高度成長期には人的流動化とシステム革命

に伴う組織の活性化に恵まれてきたが、景気後退・低成長

期には組織の停滞・閉鎖性が顕著になり新陳代謝が阻ま

れる傾向をもってきた。このような問題に対応するには、やは

り積極的な人的流動策と技能の習熟の活発化を進める必

要がある。イノベーションと同時にこのような人的開発プログ

ラムの積極化が必要とされるのである。

　わが国の高度成長を支えた多くの名門企業にもこの種の

問題は避けて通りえないのであって、このような課題に社風

を含めてどのように立ち向かうかが重要である。最近の経済

雑誌にはこういった風潮が強く出ているが、例えば「週刊ダ

イヤモンド」１月25日号では「名門電機の凋落」としてパナソ

ニックをあげ、「勝てば官軍ソニー日立の脱・製造業」「パナ

を蝕む『老衰』危機」と指摘し、また、日本経済新聞１月18日

朝刊トップ記事では「中国経済　高齢化の影」として「迫る

団塊退職、しぼむ内需」を掲げ、昨年6.1％成長に減速と指

摘している。このようなジャーナリズムの指摘は、第４次産業

革命における企業の息吹とシステムにかかわる厳しい指摘

とみてよいのではないか。まさしく、第４次産業革命における

企業システムと構造が問われているといってよいだろう。

（会長　板東　慧）
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日本の労働に関する省察
同志社大学社会学部産業関係学科　教授　石田　光男

　本誌に過去、「「同一労働同一賃金」の「同一労働」とは何か」（2017年8月 Vol.72.No.8）「働き方改革

が問うているもの」（2018年8月 Vo.73.No.8）という二つの拙文を掲載させていただいた。その延長で、少し

大げさな話を、随想風に述べてみたいと思う。

　大げさな話をするのは、かつて日本の労働は「改革」されるべき労働ではなく、むしろ願っても得られない労

働であったのに、それを「改革」するとはどういう意味なのかを考えたいからである。話が拡散しないためにここ

では正社員の労働だけに話を限定したい。

　1979年にイギリス鉄鋼公社の詳細な工場調査をし（戸塚他1988）、1986−87年にはイギリスの大手企業

100社ほどの人事マネジャーの人々に面接調査をしたことがある（石田1990）。現場の生産労働者の基本給

には人事考課がないのが普通であるが、この点についてある人事課長が「私たちは明確に規定された職務を

設定し、個々人の特別な技能を発揮しうるような余地をほとんど残さないようにしておき、その人間に支払うとい

うよりは、そういう職務に支払うという考え方に固執する。」（石田1990 p.123）と語ったことを忘れることはでき

ない。また、人事考課がない基本給は、驚くことに、ブリティッシュ・レイランドのカウレイ工場の場合、労働組合が

勝ち取ったものではなく、6週間のストライキの後に経営が勝ち取って得たものである。と言うのも、それまでの、

職場レベルでの乱雑な駆引き交渉になりがちであった出来高賃金交渉（Brown.1973）を廃止して、その代わ

りに導入された賃金制度であり、経営にとって職場の規律の確保を通じた経営管理の橋頭堡としての位置

を占めるものであったからである（戸塚他1987）。

　私は特別に異様な状況を選んで書いているのではない。マースデンというロンドン大学の教授は『雇用制度

の理論』という本の中で、上に述べたような雇用関係は、「生産性向上への障害であるとして近年おびただし

い批判を浴びてきた、しかしその点を除けば」「職場の協力に対して有効な枠組みを提供し」、「より確固とし

た職場秩序と協力を勝ち得た」（Marsden.1999 p.43）と評している。これは英米の雇用関係についての正

直でかつ正確な評価であると私は思う。「協力」という言葉に日本的脚色を施して「懸命に働く」などという勝

手な解釈をしてはいけない。「黙って静かに決められた仕事を行う」ことが「職場秩序」であり、「協力」である

（石田2014）。

　要するに、人事考課の実施を断念しなくては労働者の協力が得られない雇用の世界がここにはあるというこ

とだ。だから、知日家の労働研究者として著名なゴードンというハーバード大学の教授は、日本の労働者につい

て「彼ら労働者は、多くのアングロサクソンの労働者にみられるようなさめた態度で、職場というものを単に賃金

を得る場所としてはほとんどと言ってよいほど見ない人々であった。彼らは職場をむしろ永続的な仲間の創造

の場として、また日々の生活の意味を創造する場として見る人々であった」（Gordon.1998 p.40）と感動して

いるのも正しい観察なのだ。アングロサクソン諸国の労働から浮き彫りにされる日本の労働は、これら諸外国の

企業経営からすれば垂涎の的であった。
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だが、日本の労働は、厳しい仲間同士の競争に切迫された労働でもあり、熊沢誠によって「普通のための猛

烈」と表現された日本の労働は、メンバーシップであるための規範として強制された「働き方」でもあった。この

「働き方」の問題性（＝「強制された自発性」）を終始首尾一貫して主張し続けてきた熊沢誠は、『日本の労

働者像』という著書の最後を「「未組織労働者のように」すさまじく労働の日々をおくる現代日本の労働者・サ

ラリーマンの界隈に、おしつけがましい言いかたになるけれども、あえて送りつけたいと思う。」（1981 pp.221-

222）と結んだが、それに対する「労働者・サラリーマンの界隈」からの目立った応答はなかったように思われる。

　皮肉なことに、熊沢が「送りつけた」メッセージは、失われた20年を経て、成長戦略の手詰まりに直面した

政府によって、「働き方改革」という応答をもって迎えられた。だが、日本の「働き方」の持つ「強制された自発

性」という日本の労働の持つ分かちがたい二つの性
さが

に立ち入って、良きものと悪しきものを仕分けできる当事

者は、国会や政府ではなく、「労働者・サラリーマンの界隈」以外にはあり得ない。「多様な働き方を選択できる

社会の実現」を改革関連の法律は趣旨としているけれど、日本の労働の良きものを崩さずに悪しきものを是正

するにはどうしたらよいのか。例えば、短時間正社員の選択や、自宅からの通勤可能な勤務の選択は出産、育

児、就学、介護、高齢という事由を条件にしなくてはならないのか、それとも、賃金水準の切り下げを受諾すれ

ば誰でも選択できる制度としてよいのか。多様な「働き方」と賃金水準や昇進・昇格の条件とはどのような整

合性を維持するのが公平なのか。「働き方」の多様性と企業経営の必要とはどのような手続きで調整されるべ

きものなのか。

　こうしたやっかいな議論をくぐらずには「多様な働き方を選択できる社会」を、手触りを持って手繰り寄せるこ

とはついにできないのではないか。くぐるに値する議論だと思う。

参考文献

　石田光男1990.『賃金の社会科学』中央経済社

　石田光男2014.「雇用関係の理論と方法のために」埼玉大学経済学会『社会科学論集』第143号

　熊沢誠1981.『日本の労働者像』筑摩書房

　戸塚秀夫・兵藤釗・菊池光造・石田光男1987. 1988.『現代イギリスの労使関係（上）（下）』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京大学出版会

　Brown, William.1973. Piecework Bargaining. Heinemann.

　Gordon, Andrew.1998. The Wages of Affluence. Harvard University Press.

　Marsden, David.1999. A Theory of Employment Systems. Oxford University Press.
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　ここ数年、春闘では、非正規労働者も含めた「賃上げ」の流れが継続している。一方で、賃金引き上げの取り

組みはもちろん、働き方改革、大手追従・準拠からの脱却、取引の適正化など、賃金以外のテーマにおいても前

進が図られてきた。2020年の春闘は、どのような方向性を社会に示すのだろうか。2020春闘が本格化するにあた

り、社会的な文脈や取り組み内容への理解を深め、重要なテーマや課題について検討するため、本号では2020

春闘方針を特集することとした。

　特集１は、連合事務局長 相原康伸氏へのインタビューである。2020春闘方針の狙いや要点を確認するととも

に、個別の取り組み課題における意義を伺っている。相原氏は、2020春闘について、「社会の多様性を包摂する

新たな春闘の扉を開く」と語る。ポイントとして、「分配構造の転換」というメッセージを打ち出し、アベノミクスで顕

在化してきた格差の改善を図るとともに、「底上げ・底支え・格差是正」のそれぞれの意味合いを整理し、仕組み

や意識としてあらためてセットした点などを挙げられた。また、昨年の30周年を節目として、次のステップで目指す

ものや到達イメージについてお聞かせいただいた。

　特集２は、日本女子大学名誉教授 高木郁朗氏による論文「『春闘』はどこにいくのか―2020年の風景―」で

ある。本稿ではまず、組合員、労働組合の側の賃金に対する意欲が低下しているのではないかという問題が提起

される。連合の春闘基本構想において、賃金にかかわる部分では「底上げ」「底支え」「格差是正」について概念

上の整理が行われた点は評価しつつ、賃上げの比重低下という問題がこれで解決できるのかと問いかける。そし

て、現実に賃金上昇を望んでいるグループのみならず、生活上の問題を潜在的に抱える組合員を包摂しながら、

個別の単組を超えて地域を出発点として賃金問題に取り組むことで賃金への関心、ひいては労働組合の存在感

も高まると述べている。

　特集３は、椙山女学園大学人間関係学部教授 小倉祥子氏による論文「男女格差とは何か－2020春闘への

期待－」である。本稿では、厚生労働省の調査を参照しながら、構成比や賃金の面から男女格差について検証す

る。2020春闘については、連合の言う「働きの価値に見合った水準の引き上げ」は「誰」を想定し、「どのような価

値」を評価するのか具体的に示さなければ、結果的に賃金格差は是正されないと指摘している。労働組合は経営

側に対するチェック機能を充実させる必要があり、法律や政府のガイドラインでは示されていない格差是正の“も

のさし”の創出が求められると提言している。

　なお、2020春闘の結果については、例年と同様、8月号・9月号にて産別組織へのインタビュー等を企画している。

特　　 集

2020 春闘方針
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１.  2019春季生活闘争（以下、春闘）までを振り
返って

―昨春闘までを振り返って、評価、課題をお聞かせください。

　2008年のリーマンショック以降の賃上げを巡る
困難な状況を抜け出し、いかに春季生活闘争を
構築できるかが大きなテーマとなっていました。人
への投資を再活性化しようと2014年からアクセル
を踏み込み、「賃上げがない春季生活闘争」から
「賃上げがある春季生活闘争」へと、取り組みの
景色を大きく変えることが出来ました。
　もう一つのテーマは、一刻も早くデフレを脱却し、
健全な経済・社会環境に誘うことでした。この間
政府も「デフレ脱却」を発信してきています。賃金
上昇を背景とした経済の好循環は連合も賛同す
るところです。但し、連合は「デフレ脱却」のその先
が重要と考えてきました。それは、物価上昇など、
経済指標の動向をもってデフレ脱却を云々するよ
りも、焦点をあてるべきは、真に働く人の労働環境
の改善が果たせているか否かにあるとの主張で
す。すなわち、デフレ脱却の真の目的は、賃金格差
の改善をキーに一人ひとりが輝く、より健全な働く
場の創造にあるとの訴えです。改めて、労働組合
の重要な社会的役割と認識するところです。
　
―  春闘そのものの意義についてはどのようにお考えで

しょうか。

　一つ目は、春闘は、オール・ジャパンが積み上げ
た付加価値を広く社会に再配分する重要なメカニ
ズムという点です。前年に比べ物価が3割も上昇し
た高度経済成長時代には、財布の中の目減りを

補おうと、物価上昇に追いつき追い越せが、メカニ
ズムの土台となりました。高度成長の終焉、グロー
バル競争の激化など、春闘を取り巻く環境は時代
と共に変化してきましたが、時代に即しつつ、春闘
の基本的な意義をなお一層、広く社会にビルトイン
していく努力が必要です。
　二つ目は、社会的な「統合」、その旗印としての
春闘の意義です。日々の努力が積み上がり、所得
環境の改善を通じ、おぼろ気ながらも将来への見
通しを実感できることは、人生を形づくる上で大変
意味のあることです。さらに、個々人の将来見通し
の総和は、社会の安定度を増す上で重要なファク
ターです。今後とも、個々人の努力と成果、経済の
パイの拡大、そして、公正な分配というサイクルがよ
り見える形で、人々の気持ちの拠りどころとなるよう
に取り組んでいきたいと思います。
　三つ目は、社会の多様性を包摂する新たな春
闘の姿です。若く、健康な、男性、正社員が、長時
間働くモデルは、過去のものとしなくてはなりませ

日本労働組合総連合会　事務局長
相原　康伸氏
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ん。今後は、年齢や性別、障がいの有無や、国籍、
雇用形態を問わず、健全な労働環境が保たれる
必要があります。働く一人ひとりの個性、その結節
点にこそ、新たな進歩のエネルギーが宿ると考えま
す。高度経済成長期での統合感は、単一的な働
き方のモデルを背景に共有されたもの。一方、確
立すべき現代の統合感とは、異なる個性と個性が
重なり合うところに新たな価値が創造される、そし
て、共に活かされるという価値観を共有するものと
言えるかもしれません。新しい春 闘の扉を開く
2020年の取り組みとしたいと思います。
　
２. 2020春闘方針全体
―  方針全体のポイント、連合として特に思いを込められた

点についてお聞かせください。

　一つは、賃上げの流れを継続し、さらに伸ばして
いきたいと思います。一方で、国際情勢、とりわけ、
米中の経済戦争、英国のブリグジッドなど、不確実
性の高まりが、日本にも小さくない影響を与えてい
ます。さらに国内においても、オリンピック・パラリン
ピック以降の経済を不安視する声も一部に聞かれ
ます。であればこそ、所得環境の改善にブレーキを
かけるような行動は社会全体として慎むべきでは
ないでしょうか。逆に、2020年春闘への期待を大
きく膨らませ、確実に成果につなげねばなりませ
ん。さらに賃金を伸ばしていくという前向きなメッ
セージを社会全体に広げていくことが大事です。
　二つ目に、連合としては、分配構造の転換とい
うメッセージを打ち出していきます。今の日本は、
オール・ジャパンで積み上げた付加価値がうまく社
会に循環していません。これは、アベノミクスが継
続する中、より顕在化してきた最大の問題です。
今の分配のあり方をひたすら継続するだけでは、
格差改善にはつながらず、日本の先行きに明るさ
は見出せません。政府には、賃上げの成果が将来
の安心につながり得る社会保障改革の推進が求
められます。また、言うまでもなく、所得環境の改善
は、広く日本の社会保障制度を下支えするもので
す。そして、産業・企業には、国際社会の中で大き
く劣後する所得環境の改善を直視した的確な行
動が不可欠となっています。さらに、働く者の立場
からは、より良い職場づくりはもとより、職場や社会
の多様な支え手に、適切な分配がなされるよう最

善を尽くさねばなりません。
　このように考えると、2020春季生活闘争は「み
んなの春闘」と言えるではないでしょうか。経済の
活性と社会の安定という両輪を回し、日本の持続
可能性を高めるには、政府、産業・企業、働く者
が、与えられた役割をそれぞれ果たし切る必要が
あります。より多くのアクターが参加し、対話を重
ね、一つの社会的な合意を見出すという春闘を舞
台とした社会対話の実践は、ここ数年、トップダウン
の色彩が強かった「官製春闘」のイメージを結果と
して塗り替えることにもつながる筈です。交渉の最
前線を担う個々の労使関係はもとより、春闘の成果
をより良い地域づくり、地域発展につなげる地域社
会の存在など、春闘は「みんな」のものなのです。
　
３. 賃金に関して
― 方針のポイントについてお聞かせください。

　2020年の賃金に関する方針は、2019年で取り
掛かった改革をさらに一歩前進させることです。

「底上げ・底支え・格差是正」のメッセージ性を込
めたというのが1つです。具体的には、これまでは
定期昇給相当の2%＋ベア相当の2％というかたち
で、引き続き、全体の引き上げ目標を率で示してい
きます。併せて、今回の方針では金額で目標値を
設定したことが最大のポイントです。2019年の方
針では、参考値として30歳相当であればこの金額
が望ましいというかたちで提示してきましたが、
2020年方針ではそれを進化させ、要求のパッケー
ジとして本文に書き加えました。プロジェクトを組ん
で私たちが目指す目標値・到達値をどの様に設定
するのが適切か検討してきました。構成組織ととも
に、目指す水準への納得感を高めつつ、方針に盛
り込むことができました。運動としての前進にも寄
与する面が小さくなかったと考えています。
　賃金引上げや賃金改善について、「底上げ・底
支え・格差是正」のそれぞれの意味合いを整理し
たことは意義があります。格差是正の重要性につ
いても、繰り返し申し上げてきましたが、「底上げ」
の最低賃金にかかわる記述は非常に重要な点で
す。2020年10月1日に各地域で発効される地域
別最低賃金と、それに伴う特定産業別最低賃金
の前哨戦が2020春季生活闘争の個別労使協議
のなかで行われるという連結性を高めたことは、意
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義が大きいと思います。個別労使の賃金交渉の
結果は3月に回答が出たら終了ではなく、その協
議や交渉の結果が、同じ地域で働く多くのみなさ
んを支えていくことにつながるという点を更に意識
した取り組みとし、すべての働く人たちともつな
がっていくという意味を高めたいと思います。「底
上げ・底支え」は表現としてはこれまでも使ってい
たものですが、仕組みと意識の両面からセットでき
たことは、大変重要だと思います。
　
４. 多様な働き方、働き方改革に関連する取り組み
― 方針のポイントについてお聞かせください。

　連合は働き方改革について、一人ひとりの働き
方が良くなるのはもちろんのこと、他の人の働き方
も良くすることにつながるからこそ意味があると思っ
て取り組んでいます。例えば、営業部の有給休暇
取得が増えることは、営業部以外の年次有給休
暇の取得率向上につながって、初めて意味があり
ます。前工程や後工程を含め、さまざまな人の働き
方を良くするような仕事のトスの仕方や目配りを、
組合員一人ひとりのミクロの単位で実践していき
たいと思います。
　超人手不足の状況、同一労働同一賃金への
対応や、事業承継問題は高齢化もあいまって深
刻さを増しています。2020年4月から、中小企業で
も時間外労働の上限規制が導入されますが、これ
を中小企業の経営基盤強化につなげてこそ意味
があります。中小企業は労働時間の長さや生産
量、つまり「質より量」で経営基盤が成り立ってき
た面があります。今後の労働市場の変化や産業
構造の転換を考えると、サプライチェーンまるごと高
付加価値化していかなければなりません。短い時
間のなかでもしっかりと成果を出しつつ、健康や安
全に配慮された働き方を両立させない限り、中小
企業の将来はなかなか明るくなりません。大きな
チャレンジではありますが、ここを企業基盤強化の
転換点に据えて進めていければと考えています。
　性同一性障害の職員の方が、トイレ利用を制限
しないよう求めた訴えが認められたように、社会は
大きく変化しています。このような事例も含め、今
後の取り組みはさらに奥深いものとなっていくで
しょう。様々なハラスメントの撲滅は緊急、かつ、徹
底した対応が求められる重要事項です。いかなる

コンディションにおいても一人ひとりが輝ける、より
照らされる働き方をしていかなければなりません。
労働条件のボリュームアップが、引き続き、春闘の
重要テーマであることは間違いありません。しかし、
それだけにとどまらず、一人ひとりに目を向けた経
営のあり方はどうあるべきかなど、よりきめ細かい人
事管理や、それらを土台とした人材育成が必要と
される時代となっています。一人ひとりの多様性
が育まれる職場環境づくりも広い意味では人への
投資なのだと思います。その意味では、大手企業
には、社会の模範となるような、先駆的な取り組み
と成果を大いに期待したいと思います。
　
５. 今後の運動を展望して
―  昨年の30周年を節目として、次のステップで何を目指

され、どのような到達イメージを持たれていますか。

　「働く仲間」ということを、日本の社会ではもっと
強調され、共有されてよいと思います。働く場所や
働き方は様々でも、あなたも私もともに働く人。働く
上での困難や喜びは共有できるはずです。公務、
民間、企業規模や業種など、向き合う仕事は異
なっても働くことにはそれぞれ価値があり、そこで感
じられる喜びは尊いものです。働くもの全員が一つ
のチームと考えても不思議ではありません。また、
成功も失敗も働くことを通じて得たものは、より人
生の彩りを豊かにしてくれるはずです。私たちは、
働く環境を最高なものにすると同時に、働き方を
一人ひとりが大きく変えていく力、その総和をもっ
て、未来を変えていきたいと思います。自分にとっ
て都合の良い情報が洪水のように押し寄せてくる
現代です。人間としての尊厳を認めあうこと、他者
に興味を持つことからはじめることも大事でしょう。
　大企業が中小企業のことを思い、中小企業も
大企業のことを理解し、男性が女性を、東京が地
方を、またその逆も含め、そうした接点をいろいろと
織りなせるのが労働組合であり、働く人の連帯で
す。「違い」を恐れず、理解・尊重し、連帯の新た
なエネルギー源としたいと思います。結成30年目
の節目を迎えた連合は、そうした思いを共有しなが
ら前進したいと思います。
　職場で生み出されている成果は、雇用形態の
違いにかかわりません。有期や短時間のみなさん
からフルタイムの人たちが教わることも少なくありま
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せん。職場の知恵や努力は、「みんな」で分かち合
う姿が職場にはあります。また、中小企業は地域に
なくてはならない存在です。サプライチェーン、バ
リューチェーンでつながる産業構造はもちろん重要
ですが、地場における中小企業は、雇用を創出す
る地域の拠りどころであり、長年積み上げ、地域に
根付く人間関係や商圏、有形無形のネットワーク、
財産がそこにあります。これは極めて社会的な価
値に基づくものです。中小企業への補助金も社会
政策的には認められるところですが、地域が有す
る技能・人材・技術をどう活かすのか、さらにそれ

をいかに地域の活性につなげていくのか、日本が
直面する重い課題です。連合は、中小政策・地域
政策は、コインの裏表の関係と捉え、「連合プラット
フォーム」を全国47か所にセットし、働く人の元気を
もとにした地域づくりを進めていきたいと考えてい
ます。そうした中には、障がいのある方や長年にわ
たり、なかなか社会との接点を見いだせていない
引きこもりのみなさんなど、取り残すことの出来ない
みなさんまでをカバーする労働組合の姿が浮かび
上がることになると思います。そうした自覚に基づ
いて取り組みを進めていきます。

【2020春季生活闘争方針の概要】

〇 すべての働く者の将来不安を払拭し、「経済の自律的成長」「社会の持続性」を実現するためには、分配構

造の転換につながり得る賃上げが必要である。

〇 2020 闘争においても、引き続き、生産性三原則（労使協議・公正分配・雇用拡大）にもとづいた「賃上げ」

「働き方の見直し」を求めるとともに、働き方も含めた「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」に一体的に取り組む。

〇 とりわけ「賃上げ」については、「底上げ」「底支え」「格差是正」の取り組みを再定義し、広く社会全体に賃

上げを促すとともに、企業内で働くすべての労働者のセーフティネットを強化していく。加えて中小組合や有

期・短時間・契約等で働く者の賃金を「働きの価値に見合った水準」へと引き上げていく。

〇 正規・非正規、組織・未組織を問わず、すべての働く者・国民の生活の底上げの実現を社会に向けて発信

していく。

（取材日：2019年12月13日）

連合ホームページより引用
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2020/press_release/press_release_20191203.pdf

「連合『ゆにふぁん』」

＜労働組合や地域のNGO・NPOによる「支え合い・助け合い」活動を紹介・サポート＞
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　2020年の「春闘」を前にして、2年前からはじ

まった風景が再現されつつある。安倍首相が「賃

上げ」を呼びかけ、経団連が、可能な企業では賃

上げをすべきだ、としてこれに呼応する姿である。

やや異なるとすれば、首相側にある程度、景気の

動向が賃上げの如何にあるという認識が示されて

いる点であろうか。

　その一方で、本来、「春闘」、なかでも賃上げ

活動の主役であったはずの労働組合の動きは鈍

いように思われる。連合傘下の機関誌の新年号

のいくつかをみても、春闘ないし春季生活闘争と

いった用語はない。

　連合はといえば、昨年11月の結成30周年記念

大会で新しい連合ビジョン「働くことを軸とする安

心社会―まもる・つなぐ・創り出す―」を発表した。

その内容上の締めくくりは「学ぶことと働くことをつ

なぐ」「暮らしと働くことをつなぐ」「離職から就労

へつなぐ」「働くかたちを変える」「健康・長寿社会

をつくる」という「“働くこと”につなげる5つの『安

心の橋』」と「“働くことを軸とする安心社会”を支

える基盤」とで構成される。ここで主張されているこ

とは、「生産性運動の深化」のように、内容上、明

確にされるべき事項が多くあるが、いずれも重要な

ことである。しかし、この「5つの橋」のなかには、賃

金という用語はまったく登場しない。

　むろん、関連すると考えられる用語は登場する。

とくに「基盤」のなかで「ディーセント・ワークの実現」

「ディーセントな産業・雇用の創出」としてふれら

れている部分は重要である。ディーセント・ワークと

いう用語のもともとの提起者であるＩＬＯの考え方

には、生活を支え、不公正な格差のない賃金が含

まれており、この用語を使用したことのなかに連合

としての賃金の考え方が示されていると主張する

ことはできるだろう。このほか、ワークルール、公正

な能力評価、所得再分配機能の強化など、あちこ

ちにちりばめられている用語をたどれば、賃金にか

かわる項目がまったくないとはいえない。とはいえ、

再度いうが、賃金あるいは賃上げという用語自体

はまったく登場しない。

　連合は昨年の11月に2020春季生活闘争中央

討論集会を開催した。そのなかで、神津会長は、と

くに「賃上げの“水準”を重視」するとともに、「分

配構造の転換につながりうる賃上げ」をめざすと

し、「このような運動が連合運動の基盤である」と

強調した。ここでとくに言及されている「分配構造

の転換」という概念は、連合の中央執行委員会で

確認され、討論集会に提案された「2020春季生

活闘争・基本構想」のなかでも「すべての働く者

の将来不安を払拭し、“経済の自律的成長”“社

会の持続性”を実現するためにも、分配構造の転

1.�「賃上げ」の比重の低下

日本女子大学 名誉教授　高木　郁朗
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換につながりうる賃上げに取り組む」ことが、最重

要課題の1つとして提起されてもいる。しかし、この

討論集会での論議の対象をみると、従来の集会

でもくりかえし主張された大手・中小の格差是正

の取り組みのほか、同一労働同一賃金について

の法解釈、派遣労働の均等・均衡などに論議が

集中していて、自己の産別における賃上げをどの

ように実現していくか、といった点についての白熱

した論議が行なわれたわけではなかった。

  新しい連合ビジョンの細目や春季生活闘争の基

本構想からすれば、春闘、なかでも賃上げが連合

のなかから消滅したとはいうのはいいすぎであろ

う。しかし、連合ビジョンの「5つの橋」が端的に示

すように、日本の労働組合のなかでは、賃上げの

位置がかなりの程度に低下していると推測できる

状況がある。

　とうぜん反論は予測されるが、ここでは、日本の

労働組合の活動のなかで、春闘、とりわけ賃上げ

の比重が低下した、という仮説をもとに論議をすす

める。

　なぜ、賃上げの比重が低下したのか。

　まず、労働組合員の賃上げへの意欲が低下し

たという想定である。一例として、『JP労組新聞』

(2019年11月4日)に所収されている「2019年組

合員生活実態調査」によると、「職場や仕事のな

かで現在切実に改善・充実を求めている（求めた

い）課題（5つ以内選択）」では、1位と2位は「仕

事量に比べ要員の絶対数が少ない」「業績目標

等が高すぎ達成に苦労する」となっており、いず

れも50％を超えている。ほかに仕事関連では、「仕

事に能力をもつ人材の不足」が第4位で30％強と

なっている。これらに対して「賃金水準が低い」と

いう選択肢への回答者は36.5％で第3位、「賃金

体系や昇進基準に不公平がある」は16.3％で第5

位となっている。賃金水準や賃金体系に不満があ

る人びとが少数派であるからといって、軽視すべき

では絶対にない。しかし、組合員のなかで、賃金の

水準と体系についての不満が少数派にとどまって

いることにはこの調査の限り間違いがない。

　ついでにこの調査に示される「賃金や役職登

用等のあり方」についてみると、「賃金は成果実

績を重視すべき」が約80％で、「年齢・学歴等を

重視すべき」の約20％を圧倒的に引き離している。

「賃金等は成果に応じ格差を拡大する」の支持

率は約60％で、「格差を拡大すべきでない」の約

40％をかなり大きく上回っている。

　付言しなければならないことであるが、この傾向

は、ほぼいわゆる非正規従業員とみなされる「月

給制・時給制で働く皆さん」のアンケート調査結果

とはかなりの違いがある。質問内容、回答選択肢

は組合員調査とは異なるが、賃金に関係する項目

への回答率は高い。たとえば、「今後も職場で働き

続けるうえでの希望」では、「賃金を引き上げてほ

しい」という項目で「そう思う」が、他の項目を圧倒

的に引き離して70％弱となっている。「どちらかとい

えばそう思う」を加えると、無回答を除けば100％で

ある。ただ、「待遇面で正社員と格差が大きすぎる」

「仕事の割には賃金が安い」への「そう思う」の

回答率は、「仕事がきつい」など他の選択肢をかな

り引き離して、1位と2位を占めるものの、その比率

は40％弱で、組合員調査の「賃金水準が低い」の

回答率とほぼ同じとなっている。なお、この調査に

よると、非正規社員の平均月収で20万円未満が

60％以上に達するが、「働く理由」としては、「主た

る生活費」とするものが、約4分の3に達する。

　この調査結果が示すところでは、いわゆる正規

2.�賃上げの比重の低下の原因
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の従業員と、非正規の従業員とのあいだで、賃上

げについての切実さが異なっている。

　JP労組の調査結果が、どの程度に、日本の労

働組合員全体の意識の実情を反映しているかは

不明である。例年精密な賃金分布を公表している

JAMなどでは、かなり違った意識状況が示される

だろう。公表された賃金分布からみると、JPにおけ

る、いわゆる非正規従業員の賃上げ意識に近い

状況が示される可能性がある。

　今日の労働組合員の賃金意識については、意

識調査の体系的な検討が不可欠であるが、さしあ

たりでいえば、JPの調査結果は、「組合員の意識

が労働組合の賃上げ活動の比重低下の原因と

なっている」という前述の想定の重要な証明材料

である。労組リーダーが、組合員の意欲の代弁者

であるとすれば、リーダーたちの賃上げへの熱意は

弱まらざるをえないことになる。

　さらに、意識の面では、もう一つの論点がある。

JP労組の調査が示しているように、成果と年齢、

格差の拡大への賛否への回答比率では、前者は

圧倒的に、後者は比較的僅差で、成果･格差拡

大に傾斜している。このことは、賃金が集団的に決

定されるべきことではなく、成果という用語が示す

ように、いわば賃金は自己責任で決まるべきもの

だ、という考え方を調査対象となった組合員の多

数派がもっていることになる。

　賃金が自己責任で決まることになれば、労働組

合が介入する余地は小さくなる。しかし、自己責任

と労働組合の関係は、実際には循環している。つ

まり、自己責任論の拡がりが労組による賃上げへ

の積極的な介入を阻害しているという側面と同

時に、労組による賃金決定への介入が小さくなれ

ば、賃金に関する自己責任論が拡大していくとい

う側面がある。しかもこの自己責任論は、基本的に

は、一定程度雇用保障のある正規従業員にのみ

通ずる論理である。雇用保障がなく、賃金を含め

た労働条件が労働市場条件によって決定される

不安定な労働者は、いくらがんばっても市場的な

条件から逃れることはできないのであって、自己責

任の論理は通用しない。

　いずれにしても、連合の春季生活闘争、一般的

にいえば春闘は、組合員のこうした意識状況のな

かで展開されることになる。

　昨年10月に中央執行委員会で確認された連

合の「2020春季闘争・基本構想」は、論議の素

材として出されたものであるが、連合の春闘に対す

る考え方は基本的に示されていよう。以下では、

主として賃金にかかわる部分を検討する。

　同構想は、「まえがき」の部分で、①「日本経済

の自律的成長には内需の拡大が不可欠。社会

保障制度の検討にも注視が必要」、②「賃上げの

流れは継続し、構造を転換する運動も前進を見

せたが、社会全体への広がりはいまだ不十分」、③

「2020闘争では、すべての働く者の将来不安を

払拭し、“経済の自律的成長”“社会の持続性”

を実現するためにも、分配構造の転換につながり

得る賃上げに取り組む。あわせて、春季生活闘争

の再構築に取り組む」の3点を基本的な課題とし

て提起している。そのうえで、「2020春季生活闘

争方針策定に向けた検討課題」に始まり、「闘争

の進め方」に終わる4項目で具体的な内容が記載

されている。

　このなかでは、前年までの構想と比較すると、い

くつかの積極的な考え方がうち出されている。その

なかで、もっとも重要な部分と考えられるのは、これ

3.�連合などの春闘構想
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まで、用語としては使用されていたものの、内容が

不鮮明であった「底上げ」「底支え」「格差是正」

についての概念上の整理が行なわれたことであろ

う。すなわち、「底上げ」は、「産業相場や地域相

場を引き上げていく」ことで、具体的な要求の考え

方としては「定昇相当分＋引き上げ率」とされる。

この実現は地域別最低賃金に波及するものとさ

れる。「底支え」は、「産業相場を下支えする」もの

で、要求の考え方としては、「企業内最低賃金協

定の締結、水準引き上げ」で、特定（産業別）最

低賃金に波及するものとされている。格差是正に

ついては、社会横断的な水準を額で示し、その水

準への到達をめざすことなどにより、「企業規模

間、雇用形態、男女間の格差を是正する」となっ

ている。

　具体的な額・率としては、本文ではなく、別紙で

示されており、「底上げ分」、つまり通常の賃上げ

分については、「定期昇給分2％＋引き上げ率2％

程度」とされ、「底支え」のための企業内最低賃

金協定において、すべての労働者を対象として、

「時 給1100円（月額 換 算 では18万1500円）以

上」をめざす、としている。

　この構想が積極的な意味をもつとしたのは、そ

れぞれの企業での賃上げ活動が、社会的水準と

どのようにつながっていくかを、「底支え」などの定

義のなかで、一定の具体化を行なっているという

点である。2020年の連合の春季生活闘争の構想

全体を通じて、「社会」が強くうち出されており、た

とえば「まえがき」で、「すべての働く者の「底上げ」

「底支え」による所得の向上と「格差是正」を実

現することは、消費の拡大によって企業の経営基

盤を健全化するのみならず、税や社会保障など、

社会制度の持続性を支えていくことにもつながる」

と述べていることは、企業と社会の関係性を大き

く考慮にいれており、企業別組合の企業のなかで

の活動と、「社会」との結合をはかろうという論理

をもっていることになる。

　一方、金属労協が昨年12月に戦術委員会でま

とめた確認事項は、賃金要求として、定期昇給な

ど、賃金構造維持分を確保したうえで、「3000円

以上の賃上げ」という方針をうち出した。連合構想

と比較すると、表示が額と率で違いがあるほか、

3000円という額は、賃金構造基本調査の一般労

働者の月平均の所定内給与が約30万円である

ことを踏まえると、率では1％程度であり、「程度」と

「以上」という語法の違いはあるものの、連合の

率よりも低めの要求になっている可能性がある。

もっとも、金属労協に参加している産別の間でも、

賃上げ要求は異なっている。たとえば、電機連合

は、標準労働者に関して賃上げ分について3000

円(初任給について4000円)という数値を示してい

る。JAMは連合方針の目安によるとして、定期昇

給相当に賃上げ分6000円を加えた要求額を提示

している。一方、自動車総連は、賃上げ分の目安

を示さないことにしている。自動車総連からは、目

安を示さないことで、傘下の企業組合は、より高い

要求額となる可能性があるという説明も行なわれ

ている。連合加盟の産別間の賃上げ要求基準額

の違いは、今に始まったことではないが、その違い

が2020年春闘でいっそう深まったと思われる。

　このような違いにもかかわらず、1つの重要な共

通点がある。「社会」、あるいは「マクロ」の視点で

ある。これは従来からも、企業段階の団体交渉に

おける論点となってきた。交渉において、組合側が

合成の誤謬を回避するために、企業的視点だけ

でなく、マクロの点で対処すべきである、と主張す

る。これに対して、経営側は個別企業、つまりミク

ロの論理に徹するのがふつうのことだった。だが、

連合も金属労協も、生産性の視点まで一歩ふみ

こんで、論議している点で、従来との違いがある。

連合の構想ではこの点を「社会全体の生産性向

上」と表現し、金属労協の確認事項では「マクロ

の生産性向上」と表現している。つまり、企業段階

を超えて、マクロの生産性を向上させる意義を、賃
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上げがもっていることをあらためて強調する点で、

両者は共通していることになる。

　この点を発展させると、別の論点が浮上する。

生産性に関しては、連合構想も、金属労協の確認

事項も、従来とおり「生産性3原則」を強調してい

る。生産性3原則は、労使合意による生産性向上

の結果についての公正配分という原則を示したも

ので、労働組合の活動の現実的な指針としての

意義をもっている。しかし、この原理は、生産性向

上が出発点で、公正であるか、不公正であるかは

別として、分配は結果である。

　マクロの論理では、賃金の増加（社会保障給

付でも基本的には同じことだが）により、需要が増

加するので、製造業においては、量産効果もあり、

生産性が伸びる。ここでは、賃上げは、結果として

の分配ではなく、出発点となる。これは、1950年

代の後半から1960年代にかけての春闘で経験し

たことにほかならない。現実には、連合構想は「社

会全体の生産性向上を適正に分配」としている

から、伝統的な分配論の延長線上のようにもみえ

るが、賃上げが「経済の自律的成長」の根拠であ

るとしているところもあり、どちらが出発点なのか、

はっきりさせてもらいたいと思う。いずれにしても、

生産性を個別企業の論点から「社会全体」あるい

は「マクロ」とした瞬間には、いわゆる生産性3原

則だけでは、対処できなくなる可能性がある。

　なお、連合の構想は、「サプライチェーン全体で

生みだした付加価値の適正分配」が「社会全体

の生産性向上を促」すものとしており、金属労協

もバリューチェーンにおける「付加価値の適正循

環」を重視している。中心企業と部品を供給した

り、販売やサービスにあたる分野の系列中小企業

との間の蓄積された格差を解消し、連合の重視す

る社会全体の「賃金水準」（金属労協では伝統

的な「相場」という用語が使用されている）を引き

上げる契機として活用する、という論理であろう。

中小企業労働組合の奮起を促すとともに、中心

企業労組の理解を求める議論としてはよくわかる

が、「社会全体」やマクロをサプライチェーンなり、バ

リューチェーン企業の連関だけで解消できるわけ

ではないことも明記されなければならない。

　賃上げを中心とした連合などの春闘構想は以

上のようなものである。問題の焦点は、最初に指摘

した労働組合活動における、あるいはそれこそ社

会全体における春闘、なかでも労働組合による賃

上げの比重低下という風景をこうした方針で解決

されうるのか、という点にある。組合員はむろんのこ

と、「社会」全体というのだから、組合に組織され

ていない多くの労働者を、再びひきつけることがで

きるか、どうかである。

　連合の構想では、具体的な取り組み体制につ

いては今後の議論に委ねているが、「基本的な

考え方」としては、連合・構成組織・地方連合会

の総がかり体制、賃金に関する情報の社会的共

有、地域の活性化、政策・制度実現の取り組み、

労働基本権にこだわる闘争の展開の5項目をかか

げている。

　このうち、賃金情報については今日きわめて重

要であると考えられる。社会的水準を知ることは当

然として、となりの誰かがいくら受けとっているかと

いったレベルまでわかる賃金情報は、賃上げ闘争

の再活性化のためには不可欠であると考えられ

る。また労働基本権への言及もよい方向を示して

いる。たとえば、賃金その他の労働条件について

は、経営者が一方的に決めてよいものではなく、

4.�「“賃上げ”の比重低下」の問題は解決されるか
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労使の交渉を通じてはじめて決まるものだという

認識は自己責任意識を払拭するうえで欠かすこと

はできない。ついでにいえば、「働き方改革」に関

する各種の法的基準が中小企業を含めて施行さ

れるから、その周知徹底もまた重要であろう。さらに

ひろげていえば、セクハラ、パワハラなどを含め、人

権にかかわる諸問題を春闘のなかで総点検する

といったことも検討すべきではないか。

　また連合の構想では構成産別組織とならん

で、地域あるいは地方連合会を重視した組立てに

なっていることも、前向きの意義をもっている。ただし

「総がかり」という方針を具体化する体制につい

ては連合構想が明示しているわけではない。たと

えば、それぞれの地域で、中核的なリーダー組合を

発掘して、なお高い賃上げを要求する熱意をもつ

中小企業の諸組合を牽引するとか、いまなお未組

織であっても賃上げを望むいわゆる非正規労働

者が活動に参加しうる体制を各組合がつくる、と

いった方法も考えられるべきであろう。

　こうした前向きの面はあるが、労働組合の賃上

げ闘争に積極的ではなくなっている意識を変えて

いくための本格的な方針は、残念ながら、示されて

いるとは言いがたい。

　本稿の最初の部分で、現状での春闘の比重低

下には、組合員の労組による賃上げへの意欲の

低下がかかわっているという仮説を提示した。しか

し、意識調査からみて、大企業の正規従業員と、

中小企業労働者、非正規従業員の間には、根強

い賃金要求の意識差があることも提示した。

　この意味では、現実に、賃金の低さを感じてい

る労働者グループを軸として、賃上げ活動を展開

することが必要である。中小企業労働者や非正規

労働者が、組合員だけでなく、いまのところは非組

合員である労働者を含めて、積極的に活動できる

場が不可欠となる。連合が強調している賃金の水

準は、地域で形成されると考えてよいから、このよう

な活動参加の場を、地域でつくりだすことが、賃上

げ闘争の再活性化の必須の条件となるのではな

いか。

　では現在の段階で、組合員の多くを占めている

大手・中堅の企業ではどうか。組合員である大手

企業の従業員の賃上げ意識が低下しているから

といって、これらの男女労働者に生活上の問題が

なくなったということでは決してない。JP労組の調

査では、要員不足による仕事のきつさが第1の問

題となっていた。日本では家事労働が女性の分担

となっていることが多く、それはそれでジェンダー平

等を妨げる要因であるが、現実的には仕事と家族

生活の両立に必要な育児や介護についての社

会サービスの充実を多くの女性組合員は望むであ

ろう。現実にそうした社会システムが構築されてい

なければ、いくらか高い賃金を受けとったとしても、

問題は解決しない。一般には、各個人の問題と考

えられている諸課題について、個別の単組を超え

てこれもまさしく地域を出発点として、労働組合が

活動するとき、組合の存在感は高まり、賃金を第1

課題とする労働者たちとも連帯感が生まれ、結果

としてあらためて賃金問題への関心も高まるので

はないか。このような活動には、地域のNPOなど

諸団体もかかわっており、労働組合も、ある意味で

1つのアソシエーションとして、連携すれば、一般の

市民社会における労働組合の存在感も高まるは

ずである。

　いずれにしても、抽象的な論議ではなく、現実

の組合員意識のレベルから、賃上げを軸とする春

闘の再構築をはかることが必要であり、それをなさ

なければ、春闘は行方不明になりかねないという

のが本稿の趣旨にほかならない。
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多様な就業・雇用形態の雇用者の誕生

　総務省は、2019年6月の「労働力調査」で、比

較可能な1953年以降女性の就業者が初めて

3,000万人を超えたと発表した。男女合わせた就

業者に占める女性の割合は、最新の2019年10月

調査結果で44.9％と、就業者に占める女性の割

合は高まりつつある。

　2013年4月の改正労働契約法の施行により、

有期労働契約が同一の企業で5年を超えて繰り

返し更新された場合、労働者からの申込みによ

り、期間の定めの無い無期労働契約に転換できる

「無期転換ルール」が導入された。2013年4月か

ら、1年間の有期労働契約を更新し続けている場

合、2018年4月の更新時以降、無期転換申込権

が発生し、2019年4月以降、無期労働契約で働く

労働者が誕生している。

　企業によっては、法律改正に先駆け、企業内

制度として5年を超える前に独自の無期転換ルー

ルを実施しているケースもあり、すでに正社員・正

職員以外の雇用期間の定めの無い雇用者は存

在している。

　また2020年4月には、「パートタイム・有期雇用

労働法」が施行され、同一企業内の正規雇用労

働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差を

禁止する「同一労働同一賃金」への取り組みが

強化される（中小企業は2021年4月から適用）。

政府が示す「同一労働同一賃金ガイドライン」で

は、基本給・賞与・各種手当が、実態・同一の貢

献・同一の内容の役職においては同一の、違いが

あれば違い応じた支給を行わなければならない、

としている。

　本稿ではこうした法整備の下で、現在の労働現

場の格差がいかに解消される可能性があるのか、

特に「男女間賃金格差の是正」に焦点をあてて、

その効果について考えていくこととする。

構成比

　厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計

調査」から、雇用者を、常用労働者の就業形態別

（一般労働者、短時間労働者）、雇用形態別（正

社員・正職員、正社員・正職員以外、雇用期間の

定め有り・無し）にみていこう（図表1）。なお「賃金

構造基本統計調査」の結果であるため抽出され

た一部の雇用者であり（全数調査ではない）、また

ここには日雇い労働者は含まれていない。

　雇用者を就業形態・雇用形態別にA～ Hの8

区分で雇用者の数、構成比を概観すると、男性

雇用者（男性総数15,758,820人）のうち、雇用期

間の定めの無いフルタイムの正社員・正職員（区

分A）が11,898,820人（男性雇用者に占める割

合は75.5％）、次に雇用期間の定めの有るフルタイ

1.�昨今の日本の雇用・就業環境

椙山女学園大学人間関係学部 教授　小倉　祥子
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ムの正社員・正職員以外（区分D）が1,253,940人

（同上8.0％）、雇用期間の定めの有る短時間の

正社員・正職員以外（区分H）が1,245,440人（同

上7.9％）と、この3区分で男性雇用者の9割を占

めている。

　女性雇用者（女性総数12,696,780人）は、雇

用期間の定めの無いフルタイムの正社員・正職員

（区分A）が5,510,730人（女性雇用者に占める

割合は43.4％）、雇用期間の定めの有る短時間

の正社員・正職員以外（区分H）が3,364,670人

（同上26.5％）、雇用期間の定めの無い短時間

の正社員・正職員以外（区分G）が1,712,590人

（同上13.5％）、雇用期間の定めの有るフルタイム

の正社員・正職員以外（区分D）が1,288,420人

（同上10.1％）で、この4区分で女性雇用者の9割

以上を占めている。

　2018年調査であるため、「無期転換ルール」が

適用される労働者の割合は高くはないが、正社

員・正職員以外の短時間労働者ではおよそ230

万人（8.1％）、正社員・正職員以外のフルタイムの

一般労働者ではおよそ74万人（2.6％）と、10.7％

の無期雇用者が存在している。

賃金

　次に就業形態・雇用形態8区分ごとに男女別

の時給を算出していく（図表1）。平均時給①は、

「所定内給与額」を「所定内労働時間」で除した

ものである。一方平均時給②は、「決まって支給さ

れる現金給与額と年間賞与その他特別給与額」

から年収を試算し、年間の「所定内実労働時間

数と超過実労働時間数」で除したものである。短

時間労働者の平均時給②は、平均時給①と同額

である。これらは産業・学歴・企業規模計である。

　全年齢の平均時給①では、フルタイムで働く

一般労働者の間で最も高いのは、正社員・正職

員の「男性A：2,124円」、最も低いのは正社員・

正職員以外の雇用期間の定めの無い「女性C：

1,120円」である。両者の賃金格差は100：53であ

る。超過労働給与や賞与等を含む年収で試算し

た平均時給②でも、最も時給が高いのは、「男性

A：2,692円」、最も低いのは「女性C：1,210円」で

ある。両者の賃金格差は100：45であり、その差額

（1,482円）は、女性Cの時給を上回っている。

　短時間労働者では、最も高い時給は正社員・

正職員の「男性E：1,675円」で、最も低い時給

は正社員・正職員以外の雇用期間の定めの無い

「女性G：1,067円」であった。この両者の賃金格

差は100：64である。

　これらの平均時給を年齢階級別にグラフにした

ものが図表2、3、4である。なお各区分のうち、男

女計の雇用者の構成割合が全体の2％を超えて

図表1　就業・雇用形態別男女別構成比および平均時給等一覧
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いるもの（図表1参照）に限定した。一般労働者

を男女別でみると、正社員・正職員以外の区分C

（期間の定め無し）、区分D（期間の定め有り）に

おいて、30 ～ 34歳以降、区分・男女別の差が広

がりはじめ、35 ～ 39歳以降60 ～ 64歳において

は、雇用期間の定めの有無に関わらず男性の時

給よりも低く据え置かれている（図表2、3）。この傾

向は短時間労働者の区分G（期間の定め無し）、

区分H（期間の定め有り）についても同様で、25

～ 29歳以降、区分・男女別の差が拡大し、30 ～

34歳以降は女性が男性よりも時給が低い状況で

ある（図表4）。

　時給換算した賃金の差を議論する際、正社員

か否か、フルタイムか短時間勤務かといった就業

状態・雇用形態の違いに注視しがちである。しか

しいずれの区分においても同一の就業・雇用形

態の男性より女性の時給が低いこと、またフルタイ

ムの無期雇用で働いている女性Cの平均時給①

（1,120円）と、短時間で働く無期雇用の女性G

の平均時給①（1,067円）がほぼ変わらない（53

円の差）こと等、男女の賃金格差は就業状態・雇

用形態の違いよりも女性という属性ゆえに低く抑

えられている傾向がみてとれる。

　女性就業者の「数」は増えており、就業者に占

める割合も高まりつつあるが、フルタイムで働く正

社員・正職員が占める割合が男性に比べて小さ

く、それ以外の就業・雇用形態で働く雇用者の割

合が高く、その労働環境は不安定だと言える（図

表1、2、3、4）。また、たとえ同一事業所内で勤続

年数が長期化しても賃金の上昇はわずかである。

　「平成30年賃金構造基本統計調査」の、正社

2.�女性雇用者の現状と課題

図表2　 一般労働者（A,C,D）男女別年齢階級
別平均時給①（所定内給与及び所定内労

働時間より試算）

（円）

図表3　 一般労働者（A,C,D）男女別年齢階級
別平均時給②（決まって支給される現金給

与額及び年間賞与等より試算）

（円）

図表4　 短時間労働者（G,H）男女別年齢階級
別平均時給①（1時間当たり所定内給与額）

（円）
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3.�2020春闘

員・正職員以外の短時間労働者の勤続年数階

級別1時間当たり所定内給与額によれば、女性

で勤続「0年」の平均が1,056円、勤続「10 ～ 14

年」は1,121円、勤続「20年以上」が1,153円と、

勤続年数の最も短い階層と長い階層との差は

100円を下回る。短時間労働者の男性の場合は、

女性よりも賃金の上昇率は高い。勤続「0年」の

平均が1,059円、勤続「10 ～ 14年」は1,221円、

勤続「20年以上」が1,434円と、勤続年数の最も

短い階層と長い階層との差は375円である。

　また女性就労の特性として、地域ごとで女性の

労働力率が異なるといった点があげられる。総務

省「国勢調査（2015）」によれば、女性の労働力

率は福井県が53.9％と最も高く、最も低い奈良県

（44.1％）とは9.8ポイントの差がある。25～44歳

層の子育て世代に限定しても、最も高い島根県

（85.3％）と最も低い奈良県（71.1％）との間には

14.2ポイントのひらきが存在している。

「底上げ」「格差是正」への期待

　それでは、「2020春季生活闘争」に何を期待

するのか。一番には「雇用形態間の賃金差別の

解消」である。図表1に示すように、正社員・正職

員以外の雇用形態で働く雇用者（女性C、D、G、

H）が53.3％と、過半数を超える女性雇用者にとっ

て、正社員・正職員以外の雇用形態で働く雇用

者が低賃金で据え置かれている現状を打開する

ためには、雇用形態間の賃金格差がはたして妥

当であるのか、合理的な格差でない場合、早急な

是正が必須である。

　連合の「2020春闘」での格差是正への要求の

考え方では、2019春闘に引き続き「社会横断的

な水準を提示し、その水準への到達を目指す」と

している。具体的な要求項目では「2020春季生

活闘争における賃金要求指標パッケージ」にて、

「雇用形態間格差是正にむけた取り組み」とし

て(1)企業内最低賃金協定の締結、(2)働きの価

値に見合った水準への賃金の引上げ（具体的に

は、『昇給ルールを導入する』『昇給ルールを導入

する場合は、勤続年数で賃金カーブを描くことと

する』）とし、その水準について高卒で17年の勤

続年数の35歳を想定し、「勤続17年相当で時給

1,700円以上・月給280,500円以上」となる制度

設計を目指すとした。

　企業内最低賃金協定の締結は、最新の地域

別最低賃金で800円に届かない17県で働く雇用

者にとって、社会横断的な水準として時給1,100

円以上を目指すとする2020春闘への期待は大き

いであろう。また、図表5で示したように、同一の事

業所で経験を積んでも時給が昇給していない現

状が打開される「昇給ルール」は、今後はさらに無

期転換の非正規雇用者が増えることから、多くの

企業へ非正規雇用の「昇給ルール」導入を促す

きっかけになるのではないかと期待する。

　ここで一点不安な点をあげるとすれば、「働きの

価値に見合った水準の引き上げ」である。現在、

35 ～ 39歳の年齢階級で1,700円を超える時給

を得ているのは平均時給①であれば、正社員・

正職員の男性A（雇用期間の定めのない一般労

働者）、B（雇用期間の定めの有る一般労働者）、

女性E（雇用期間の定めのない短時間労働者）と

図表5　 正社員・正職員以外の短時間労働者の
勤続年数階級別1時間当たり所定内給
与額
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いった正社員・正職員の一部のみである。今後、

こうした区分の正社員・正職員なみの時給を得る

他の雇用形態の雇用者として位置づけられるのは

「誰」なのか。「働きの価値」が意味するものは何

であるのかである。

　例えば「労働者の働きぶりの価値」だとし、これ

までの長時間労働が可能である雇用者が基準と

なり、生活者としてよりも「仕事に邁進できるかどう

か」を評価するのだとしたら、子育や介護等家庭

責任のある雇用者や、自己研鑽のために所定労

働時間内で仕事を終えたい雇用者への評価は低

くなるであろう。

　一方、「職務の価値」ならばどうだろうか。短時

間労働であっても、フルタイムの非正規雇用であっ

ても、同一労働同一賃金の原則であれば、職務

の価値が同じであれば同一の賃金（時給）を手に

することができる。そのためには事業所内で詳細

な職務分析・職務評価が実施されなくてはならな

い。こうした作業を経営側が労働者間の格差是

正のために積極的に行うだろうか。また「職務の価

値」を逆手にとって、あえて職務の価値の低い（と

評価された）部署に留められた雇用者グループが

いる場合、彼らには比較対象となる雇用者が見当

たらず、結果として賃金格差が是正されない可能

性もある。

　2020春闘以降の再構築項目にも含まれる、取

りこぼしのない「すべての労働者の立場にたった

働き方」の仕組みを整え、安心・安全で働きがいの

ある職場の構築には、労働組合こそが労働者に

公正な評価を経営側が実施しているのか、間接

的な差別は存在していないのかといったチェック

機能を充実させ実行することが急務なのである。

　最後に労働組合への期待について言及する。

改正労働契約法、同一労働同一賃金に関する

規定の施行に伴い、これまで不安定な雇用形態

だと指摘されていた正社員以外の雇用者の処遇

は改善され現状の男女間の格差は是正されるの

か。例えば政府が示す「同一労働同一賃金ガイド

ライン（厚生労働省）」では、待遇差が存在してい

る場合にその差は不合理か不合理でないかを示

しているだけである。もしも不合理な差がある場合

は、“違い”に応じてその差を解消しなくてはならな

いが、肝心な均衡の目安についての言及はない。

どの程度の均衡が妥当なのか、各企業の個別案

件については労使での交渉に委ねられているの

である。

　このような時期だからこそ、連合、地方連合会、

産業別労働組合においては、個別企業の労使が

それぞれの状況に応じて議論する際に、労働者

側が納得できる社会通念に照らした均衡の目安と

なるような格差是正の“ものさし”の創出を期待し

たい。

　また地域の労働運動の活性化も不可欠であ

る。都道府県別の女性の労働力率にひらきがある

ように、それぞれの地域において就業環境等個

別の課題がある。それらは中央（東京）主導ではな

く、現状を把握している地方組織がそれぞれの実

相を掘り下げ、独自の課題として積極的に向き合

う必要があるだろう。

　個別の労働組合は、性別や特定の属性の雇

用者にとって不利にならない、公正で公平な制度

（インフォーマルな慣習も含めた）を設計し実践す

る主体として、格差是正に向けた運動に今後も取

り組むことで、労働組合の存在意義を労働者（仲

間）だけでなく、広く社会に示すことになるだろう。

今後の春闘において、労働組合が男女間格差の

真因に迫った方針を明確にして活動を継続してい

くことを大いに期待する。

4.�労働組合への期待
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　2019年は、統一地方選挙と参議院選挙が重なる「亥年
選挙」の年であった。12年に１度訪れる亥年では、4月の大
規模な統一地方選挙の数カ月後に参議院選挙が行われる
ため、選挙キャンペーンを展開する政党・候補者側、有権者
側ともに「選挙疲れ」が発生して、投票率が低くなると言わ
れている。実際、2019年の参議院選挙の投票率は48.80％
と戦後2番目の低さを記録したほか、5つの知事選挙でも過
去最低の投票率を記録した。もっとも、近年の選挙の投票
率は、「亥年」に限らず低下の一途を続けている。たとえば、
2014年総選挙では、戦後史上最低（衆院選）の52.66%を
記録したほか、2017年総選挙も53.68%と極めて低いもの
であった。他方で、投票率向上のための施策も盛んに進め
られている。とくに、ネット選挙の解禁・18歳への投票権年
齢引き下げ・共通投票所や大学内投票所の設置など、若
者の投票率向上のための施策はここ10年で飛躍的に増加
した。しかし、（一部の高校生を含む）18歳有権者に限って
は、他の世代よりも相対的に高い投票率をみせるものの、
一連の啓発や施策が全体投票率の向上にはつながってい
ないようにも思われる。そこで今回は、投票率や選挙への参
加をめぐる諸論考の整理を通じて、投票率アップを考える際
の材料について検討していきたい。
　
投票率は何で決まるのか？
　政治学では「人が投票に参加するメカニズム」について、
数多くの研究の蓄積がある。たとえば荒井紀一郎（現・首都
大学東京教授）「なぜ有権者は投票に行くのか－効用？�
義務感？�学習？－」（『ChuoOnline』2011年06月30
日）は、政治学の知見（投票参加の公式）にもとづきながら、
とくに若い時期に投票した際の支持政党の連勝経験が、そ
の後の投票参加率に影響することをデータ分析を通じて示
している。また、中島岳志（東京工業大学教授）「参院選の
低投票率　メディアの責任重大」（東京新聞『論壇時評』
2019年7月31日）は、2019年参院選の選挙期間中に
おいて、選挙に関する民放の報道量が前回選挙から4割も
減少しており、さらに政策論争・分析をほとんど報じないとい
った報道の質的劣化についても問題視する。こうしたメディ
アの消極的な選挙報道の姿勢が低投票率につながってい

るのではないかと指摘している。また、低投票率の原因は、
有権者側だけでなく候補者（政党）側にもある。西田亮介

（東京工業大学准教授）「同世代に立候補者がいないの
に投票を強制されている」（『HUFFINGTON�POST』
2017年3月8日）は、とくに若い有権者の投票率が低い
ことの理由の一つとして、若い候補者の不在を挙げる。すな
わち、「若年層はもっと選挙に参加して意思を示すべき」と
の啓発が増加するのに対し、候補者の多くが年長の世代で
あるために、若い人にピッタリの候補者を見つけにくいことが
低投票率につながっている。
　
若者の投票率と政治教育
　上記の指摘にもあるように、投票率の低下はしばしば「若
年層の無関心」とセットで議論される。たとえば本田由紀

（東京大学教授）「「教育と政治」を読み解く」（『好書好
日』2019年9月25日）は、近年の若者の政治無関心の
原因として、不合理な校則や指導に生徒が対抗できない
日本の学校教育の問題をあげる。また学校教育の側面で
言えば、近藤孝弘（早稲田大学教授）「日本の若者の「政
治ぎらい」と〈政治教育〉の深い関係」（『現代ビジネス』
2019年12月22日）では、ドイツと日本の政治教育の違
いに注目する。ドイツの政治教育では、幼い頃から「自分の
政治的意見を見つけ、主張すること」を重視するのに対し、
日本では過度に政治的中立を重んじるために「議論が分か
れる問題には沈黙を守るべし」といった観念が強くなってい
ると指摘する。渡辺博明（龍谷大学教授）「スウェーデン
の主権者教育と政治参加」（『SYNODOS』2019年5
月13日）も、若者の投票率の高いスウェーデンの政治教育
は「まずは投票に行こう」という参加重視であることを説明し
た上で、「選挙＝難しい」と考える若者が多い日本において、
スウェーデン式の主権者教育から学ぶべき点は多いと述べ
る。
　
投票率の行方
　投票率は、各選挙の政治的文脈にも強く依存する。たと
えば、政権交代や郵政民営化など、比較的に争点が明確
な選挙では投票率も高くなる。とはいえ、以上の論考から指
摘できるのは、単に（若者の）投票率という「量」だけでなく、
投票の「質」もまた同時に上げる必要があるという点である。
メディアは、その社会的義務として、政策についてしっかりと
報じるべきだろうし、政党側も、若い有権者の期待に応えら
れる候補者を用意する必要がある。また、来たるべき選挙で
意義ある投票をするためには、長期的にみて「政治に関わ
りたくない文化」を脱却し、「参加すれば政治は変えられる」
という認識に向けるような本格的な主権者教育への転換も
検討する時期に来ているように思われる。
　

秦正樹（はた・まさき　政治行動論・政治心理学）
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　さて連合が働くことをめぐる新たな社会契約締結

に奔走するファシリテーターになるためには何をなす

べきか。前回は自己責任論で自縄自縛の閉塞状況

の現代日本と、第二次大戦後途中まで一緒に平和

と民主主義に裏打ちされた高度成長を遂げてきた

が、その後日本とは対照的に、自分を活かしてくれる

世の中というポジティブな社会観とそのための仕組み

づくりで安心社会をつくりあげたスウェーデンという国

の存在を指摘した。

　この観点からスウェーデン社会のありようを知ろうと

した時、1991年に刊行された岡澤憲芙著『スウェー

デンの挑戦』という岩波新書の右に出るものはない。

岡澤氏は筆者の大学院の先輩であり、今所属する

学部で長年同僚であった。

　若い頃から日本とスウェーデンを数え切れぬほど

往復し、現地の社会にも溶け込み、またこの国の政

治家や政治学者とも広く深い知己を結んだ氏のス

ウェーデン論は、現在世界の人びとと同様日本でも

多くの人がポジティブに論じる様々なスウェーデン物

語の骨格になっている。

　したがって氏のスウェーデン本は多数あるのだが、

やはりこの岩波新書の意義は大きい。長年多くの人

びとに日本の今の問題を多様な切り口で提起してき

たこの新書の中で、スウェーデン政治について真正

面から論じた本は他にない。

　そして注目すべきなのはこの本が世に出た1991年

という時期である。いうまでもなく日本はバブル景気

に踊っていた。同時に豊かになった今この時、社会

のありようを見直そうとする動きもあった。それが1992

年に当時の宮沢内閣がスタートさせた新五ヵ年計画

で基本構想として打ち出した生活大国である。

　この本が、この当時の課題に一つの重要な参考

事例を示そうとしたのは明らかである。それは、新書の

カヴァーをめくったところにある次のような文章からも

分かる。

　

　女性、高齢者、障害者、在住外国人・・・・・・すべ

てにやさしいスウェーデン社会は、また、つねに反福

祉論者からの厳しい批判にさらされてきた。貧しい一

農業国家が世界第一の福祉・工業国家に発展でき

た秘密は何か。高負担にどこまで耐えられるか。生活

大国スウェーデンが経済大国ニッポンに突き付ける問

題は重く、かつ興味が尽きない。

　

　序章　いま、なぜスウェーデンか、第一章　貧しい

農業国から豊かな先進福祉国家へ―19世紀末～

1960年代―、第二章　福祉社会の理念と構造、第

三章　スウェーデン政治のメカニズム、第四章　苦

悩する生活大国―1970年代以降―、終章　どこへ

行く「未来社会・スウェーデン」という構成から成る本

書は、冒頭に掲げた「自分を活かしてくれる世の中と

いうポジティブな社会観とそのための仕組みづくりで

安心社会をつくりあげた」スウェーデン社会のエッセン

スとそのよってきたるところを、さながら氏が少青年期

に馴染んだ大阪のノリで、テンポよく紹介している。そ

の折角のリズムを壊して恐縮だが、以下でポイントを

押さえたい（尚以下の文中鍵括弧は本書の小見出

し）。
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序章　いま、なぜスウェーデンか

●  スウェーデンの風土と社会を特徴づける「やさしさ

とキビしさ」

● 優しさと厳しさの中で鍛えた実験国家スウェーデン
の軌跡は成熟社会日本の好参照例

● 少ない日本人の「学校教育での（スウェーデンと
の）遭遇」

● 驚くほど知名度の高い「小さい国の多彩なイメージ」

● スウェーデン経験四半世紀の筆者が「好感度の高
い実験国家」のユニークな社会運営技法を説明

● 最も成功した社会民主主義国家と福祉国家の重
症患者という「対立する評価」

● 現代国家のジレンマを綱渡りするが故に「批判さ
れやすい国」

● 戦前左右の全体主義を忌避する英米が「この世
のユートピア」民主的協同組合国家と称賛

● 戦後の階級協調国家「スウェーデン・ブーム」

● 60年代は自ら「北欧は世界の最前衛社会」（無
限言論出版自由、最高生活水準、創造性全面発
揮機会）

● 期待と現実の溝深まる70年代の暗転「称賛論か
ら苦悩論へ」

● 無気力無関心蔓延る高福祉国家批判「株式会
社・スウェーデン」

● 80年代後半スウェーデンに民主化「東欧諸国の
熱いまなざし」（世界最高の生活水準、胎児から
墓場までの手厚い社会福祉、国際競争力持つ優
良企業が支える安定成長、堅固な労働者保護に
基づく協調的労使関係、産業構造転換に迅速対
応する積極的労働市場、合意形成優先の妥協
政治、平等原理貫く分配で全ての市民が同等の
生活水準、言論集会結社初め各種自由保障、非
同盟中立で小国守る反覇権主義）

● 長期変貌詳細に調査し「バランスのとれた評価」を

第一章　 貧しい農業国から豊かな先進福祉国家へ

― 19世紀末～1960年代 ―

● 僅かの芋を分け合う家族の暗い物語溢れる今世

紀初頭の「北欧の貧しい国」

● 貧困と権威主義逃れ19世紀半ばから70年で人
口の3分の1の「移民を送り出す国」

● 19世紀末人口の3分の2以上が農民の「農業社
会」

● 「遅れてきた工業国家」の急速な発展（新技術普
及、潤沢天然資源、国内交通通信手段改善、人
口増大、公教育発達と高質労働力の自己調達、
発明家、企業家精神成長、企業国際化）

● スウェーデン工業発展用意した中世「バルト海の
帝王」の遺産（豊富な鉄、銅と良質の鉄材）

● スウェーデン工業発展の基礎作った19世紀中頃
の「（未開地）鉄道網と（無料公）教育制度の整
備」

● ノーベル典型の企業家精神旺盛の発明家による
機械、技術産業分野で初期から国際展開に積極
的な「スウェーデン企業の誕生」

● 20世紀初頭に労働人口が非農業分野で半分占
めるが労働環境は劣悪で、労働者は19世紀中頃
から出来た「最初の組合」への結集開始

● 1869年の煉瓦工ストで締結した「最初の団体協
約」バネに他分野で組織化進展

● 1869年に製材産業で「最初の大型労働争議」。
政使の弾圧で敗北するが階級意識醸成、労組運
動もその政党運動も加速

● 1880年代から「最初の社民主義者」が労組行
脚、各地で社民協会創設

● 1880年代末に「社民党の誕生」みる一方、拡大
する労組に党組織増大、普選運動高揚で党勢拡
大

● 社民党成長させた結党時指導者「H・ブランティン
グ」、多様な思想運動潮流渦巻く党内運営で改
良主義の主張と合意形成優先型の政権運用技
法の雛型示す

● 1880年代躍進した労働運動は1898年に労働組
合全国組織「LOの結成」みる、時短、賃上げ、労
働環境整備、年金、禁酒、公教育整備、普選要求
と下部への権限強化で政使の弾圧に対抗

● 産業や政治等広範な攻勢進める労働運動の成
長に対抗し、1902年経営者が中央組織「SAFの
結成」をし、労使全国組織による社会包括的な運
営方式の開始

● 1896年ブランディングが「社民党第一号議員」と
なり、1914年に第一党、政権指向で中道政権参
加で党内政権担当恐怖症解消、党外社会主義
不安払拭
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● 1920年、社民党単独政権で世界「最初の社会
主義政権」、包摂で党内統合、妥協で政党間合
意、合意の議会、政権運営で実績積み、国民の
社会主義政権アレルギーなくす

● 工業化と普選は労働者利益代表拡大さすが政
権担当機会少ないのが一般で、中立で経済維持
した「戦間期のスウェーデン」は例外

● 1925年のブランディング死去後後継ハンセン、32
年の単独政権以来10年余の政権担当で、資本
主義の終焉前提の左右の全体主義と異なり自由
民主の議会制、福祉国家、非国有化混合経済で
資本主義を修正する「イデオロギーの終焉」を完
成さす

● 社会主義嫌い無くす政権担当能力と大量失業な
き効率的経済運営能力示した「32年政権の二つ
の意味」

● 国際市場に敏感なスウェーデン産業の特質確認
させ、雇用増大指向の景気刺激型の経済政策
と輸出促進型金融政策で長期政権基盤作った
「30年代の経済危機」

● 上記経済運営と広範な社会改革可能にした農民
同盟との「インフォーマルな連合」

● 経済危機克服した社民政権承認と市民生活巻
き込む労使紛争への倦怠で産業平和希求の経
営側と堅実穏健な政権政党支える運動に転換し
た労働側、労使関係への国家介入避けたい両者
が、統合的団体交渉主義と直接行動型紛争回
避約す「サルチオバーデンの協約」で労働市場協
議会設置、労使の中央組織による整然たる自主
的な労使交渉と協調的労働市場による合意形成
優先はスウェーデンモデルの礎となる

● 第二次大戦中は「挙国一致連合」で戦争回避、
国民これを評価し社民過半制す、北欧各国がドイ
ツ、ソ連の軍門に下るも中立堅持

● 親フィンランド、反ソ感情強い国民意識を宥め、フィ
ンランド支援で協力求む英仏拒み、国際世論で孤
立する「“中立”の苦い代価」

● 他方「ドイツ軍の領土内通過」を認め、国内で強
い非難受けるが中立維持を優先

● 国内外の世論と中立維持の苦悩の中で多彩で
人道を中心とする「積極的な援助」展開

● 今日の人道支援国としての国際的に高い評価
は、対戦中ユダヤ人に対する人道主義的救援活

動を行った「二人の英雄」をはじめとする人物の
輩出に支えられる

● 44年の階級闘争主義的用語廃し、福祉国家主
義的用語で語った「社民党の戦後プログラム」、
策定したのは労働運動戦後計画検討委員会、主
要方針は完全雇用、公正分配と生活水準向上、
生産効率向上と産業民主化

● 45年社民両院で過半数獲得し単独政権、46年
にハンソン首相死去、世代交代で若手登用、後に

「国民の父」と呼称されるエランデルが首相とな
り23年間の政権担当で福祉国家実現

　 このあと●「戦 後 改 革」●「48年 選 挙」●「赤・

緑連合」●「付加年金問題」●「レファレンダム」

　 ●「赤・緑連合の解消」●「115対114」●「ブロック

政治」●「ブルジョア・ブロック」●「黄金の60年代」

と続くこの章は、今日のいわばバージョンアップしたス

ウェーデンをもたらす1970年代以前の第一次福祉

国家時代の説明が並ぶが、今回は第二次大戦が終

わった段階でひとまず止め、この続きは次回に回す。

　ただ今回の印象をひとこと述べるならば、スウェー

デン社会発展のキーワードは「平和」であることが分

かる。それは国際関係のみならず、国内、政治、経

済、社会のあらゆる分野で大事な前提であることが

理解できる。そして同じことは、少なくとも戦後の日本

でも同様であったことが思い出され、ここにも日本とス

ウェーデンが決して正反対の国ではなかったことに

改めて気づかされる。

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）。
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　大阪本社からの狼煙を彦根工場が受け継ぎ、そ

れは各工場へめぐり、106日間の人権争議へと突入

した。（朝倉克己『近江絹糸「人権争議」はなぜ起き

たか』サンライズ出版、p159）

１. 朝倉克己

　朝倉克己へのインタビューは2回実施した。ともに

彦根市内で、1回は初対面の際、もう１回は改めて小

著『写真記録・三島由紀夫が書かなかった近江絹

糸人権争議』（以下、『写真記録』）の出版社である

新評論の武市一幸社長を同行して話を聞いた。イン

タビューの現場を見てみたいとのことであった。勉強

熱心な社長である。

　朝倉はインタビューの場だけでなく、食事中、移動

中の車中を問わず話し続ける。その話を漏らさないよ

う、手のひらサイズのノートに書きこんでいく。車中で

は、問わず語りの就職時の様子を聞いた。

　朝倉は1934年鳥取県倉吉市生まれで、1950年

3月、中学卒業の日に夜行列車に乗り、翌日近江絹

糸彦根工場の門をくぐった。近所で有名な大農家で

あったが没落し、それを振り切るように親に相談もせ

ず就職を決めて郷里を後にした。中学時代は県教

組の役員をしていた教師に大きな影響を受け、表に

は出さずにじっくり考えて勉強するタイプであり、ませ

ていたという。

　朝倉は、彦根支部長に選出されて争議中、争議

後にリーダーシップを発揮した。労組本部の組合長

にも就任している。組合長を退任して組織内議員に

なってからは彦根市議3期、滋賀県議3期をつとめ

た。

　インタビューで様々な資料を借りたが、朝倉からきち

んと返却するよう念を押された。これまで京都大学や

同志社大学などの学者に資料を貸したが、なかなか

返ってこなくて所蔵資料が減ってしまい困っている、

とこぼした。その程度のマナーの研究者が調査を実

施して協力者に迷惑をかけていることに驚いた。他

山の石にしたい。

　同時に、資料未返却の件を聞いて、朝倉は情報

提供者として非常に頼られてきたことの証拠ではある

まいか、と考えた。影響力をもつ人物であるがゆえに、

かえって朝倉の言明に安易に同化しない研究態度、

場合によっては朝倉から離れる研究態度をとる必要

があるように思われたのは事実である。

２. 三島由紀夫

　彦根工場での労組結成と争議への突入に移る前

に、三島由紀夫のことを記す。朝倉は、近江絹糸争

議を題材にした名著『絹と明察』の登場人物のモデ

ルの1人であり、彦根市へ訪ねてきた三島から取材

を受けている。三島の出で立ちは、白い香港シャツ、

茶色のズボン、所持品は大学ノートと筆記用具だけで

あったという。彦根駅で落ち合い、彦根工場へ移動

第4回第4回【第 2 回】朝倉克己インタビューを巡って（1）

三島由紀夫が書かなかった「近江絹糸争議」の謎に迫る
Research File

國學院大學経済学部　

教授　本田　一成

リサーチファイル
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した。奇しくも受付で出迎えたのは事務員として勤務

していた朝倉の妻であった。

　三島は工場や寮を見学したり現場作業を体験し

たりした後、料理旅館の八景亭の部屋に移動して朝

倉への取材がはじまり、夕刻から同じ部屋で宴席と

なった。それも終わり夜9時頃になると、朝倉の奨め

で市内の彦根城が映えるスポットに移った。その景色

を堪能した三島は、ぜひ家族にも見せたいから連れ

てくる、と言い残して宿泊先である大津の琵琶湖ホテ

ルへ帰っていった。その約束は果たされたのだろうか。

　誰が三島と朝倉をつないだのか。三島が講談社

へ近江絹糸争議に関する取材の相談をした際に名

乗りを上げた人物がいる。地元の名門書店である天

晨堂社長の細江敏である。細江は取材の日、八景亭

から同席している。朝倉は、いろいろと争議の話を聞

いたけれど小説ではそれを書くつもりはない、との三

島の言葉に驚いたという。

　この取材の日は一体いつだろうか。安藤武『三島

由紀夫「日録」』（未知谷）によると、1963年8月30日

～ 9月6日の箇所に、「『絹の明察』の取材で、彦根、

近江八景に行く。飛行機ぎらいのため、往きは第二

富士、かえりは第二つばめに乗車」と記されている。

同書によると、この年の秋に三島は磯田光一に『日

本の父』という長編を書くと語っている。タイトルを変

えたようである。

　朝倉の話を聞いて、三島ルートでも近江絹糸争議

に関する情報を集めなければならないと直感した。ま

ず猪木武徳先生の「三島由紀夫『絹と明察』」（『書

斎の窓』第504号）で、三島が多くの情報と着想を得

た高宮太平『夏川嘉久次と紡績事業』（ダイヤモンド

社）の存在を知り読んだ。

　朝倉から、三島のことをよく知る書店主が神保町

にいると聞き、調べて店をたずねた。三茶書房の幡

野武夫である。それは自分の親父でもう隠居して

時 し々か店に顔を出さない、と現店主の息子からの

回答を得た。幡野にはまだ会えていない。神保町の

書店主、書店員たちに名刺を渡して『絹と明察』関

係の本や雑誌の入手状況やそのためのアイデアが

閃いたら連絡して欲しい、と頼んでおく。みな好意的

であったが何の連絡もない。『傑作浮世絵コレクショ

ン・歌川広重』（河出書房新社）を買い、三島が訪

れ、小説で取り上げた「近江八景」を鑑賞しておく。

これらの後、文学研究者の『絹と明察』に関する論

考の収集をはじめた。國學院大學文学部には三島

専門の研究者はいない。だが三島に関する書籍や

資料が國學院図書館に大量に所蔵されていること

を知り、当分図書館通いが続いた。

　『絹と明察』に言及した論考はそれほど多くはない

が、それでも数点を発見した。子細な内容は三島と

その向こうにある争議を見る上で非常に勉強になる

が、経験したことのない文学者の批評精神や表現作

法の方に目が移りがちになる。

３. 労組結成の先人たち

　人権争議は、1954年大阪本社に労組が結成され

て開始されたが、近江絹糸は1917年の滋賀県彦根

町（創業者夏川熊次郎、嘉久次はその長男）での創

業以来、本拠地は彦根工場であった。本社を大阪に

移転したのは1950年のことである。

　その彦根工場で労組が結成された史実がある。

オーミケンシ労働組合『労働組合30年史』が最も詳

しい。各工場で次々に結成されていく労組をみる前

に、先人たちがつくった幻の労組を知らねばなるま

い。

　1947年、10大紡に追いつけ追い越せ、と労働者

たちをしぼり上げる労務政策に我慢できない労働者

たちが動きはじめた。だが、既に御用組合が1946年

に発足していたから、当初は御用組合を内部改革し

ようとした。ところが、会社側は首謀者である糸井良

夫を解雇した。

　一刻の猶予もないと悟った糸井らは、同年、30人

を集めて彦根城天守閣グランドで第二組合を結成

し、西中敏夫を委員長に選出した。第二組合の組合

員は一時900人に増えたが、会社側の切り崩しで組



− 28 −

合員の脱落がはじまり、とうとう労組は崩壊した。

　しかし、消えゆく労組にいた植村節が決意し、再び

第二組合の結成を狙っていた。その間、1951年には

彦根工場で死者23人を出したかの映画会火災事

件の大惨事が発生した。これで全繊同盟が本格的

に介入して第二組合の結成に取り組むことになり、

それに会社側が応戦した。

　全国紙でこの火災事件の記事を読んでいるうち

に、当時の別の事件にも目が行く。同じくフィルムに引

火する事件が多発していたことがわかる。映写機に

技術的な問題があるのに真面目な映画技師が逮捕

されてしまう、ということだからやるせない。そもそも映

画館ではなく、会社内や集会場などで映画を鑑賞す

るのが一般的であったことを知る。

　会社側と全繊同盟の激しい応酬の中で、組合活

動を続ける植村節が解雇され不当労働行為事件と

して争いになった。同様に、津工場で中岡長一、肥

後靖などが解雇された後に労働委員会や地方裁判

所で争って勝利している。しかし、全繊同盟三重県

支部『近江絹糸株式会社残虐搾取の記録』など全

繊同盟の教宣資料を読む限り、原職復帰後は、会

社の指示で寮の自治会が村八分にしたり、御用組

合が除名してユニオンショップ条項濫用で再び解雇

したりと事態は深刻なままであった。

　労組の力で勝利した人権争議の発生前には、会

社側が御用組合の力を悪用したとはいえ、労働者が

労働者を虐げる歴史が隠されていた。その後、植村

と中岡は全繊同盟三重県支部に出入りし、1954年

に労組が結成された後は献身的に活動した。朝倉

は、彦根城での労組結成や、植村、中岡の行動は

知っていたが、一度も会ったことがなかったという。

　いずれにせよ、これらの前史において、二重の警

戒が同時発生している。会社側は、警戒レベルを格

段に上げ、手段を選ばずに労組結成の芽を摘んだ。

しかし、反対側では朝倉や他の秘かに労組結成に

動く集団が、それをかいくぐるための最大級の警戒を

もって静かに動きはじめたのである。

４. 彦根東高校

　インタビューでは、朝倉の気質が彦根東高校での

経験と融合し、人権争議ではいかんなく能力を発揮

したかも知れないと思いつつ、高校生時代の話を

聞く。彦根東高校では、後に衆議院議員となる上田

哲、獨協大学学長になる安本行雄などが教師をつと

めていて影響を受けたことを知る。ほぼ同じ時期、同

校に田原総一朗が通っていた。余談だが、前著『オ

ルグ！オルグ！オルグ！』を新評論から出したいと言い

出した著者のために紹介の労を取った川端基夫教授

（関西学院大学）が彦根東高校で教員をしていたこ

とが出版後に判明した。

　彦根東高校の夜学は8時55分に終わるため、全

力疾走しても彦根工場の門限9時には間に合わな

い。だから朝倉は4年間、どうして遅刻するのだ、近

江高校へ通え、と守衛や舎監から叱責を受け続け

た。その彦根東高校こそ労組結成に打って出るため

に利用した最も安全な秘密会議の場所であった。な

お、彦根東高校も近江高校も強豪野球部があり、現

在はそれぞれ甲子園出場常連校となっている。念の

ため両校を訪れ、写真撮影しておく。

　彦根工場の正門があった場所で朝倉から通学路

の説明を聞いた。工場跡地はショッピングセンターに

なっておりその裏手にあたる。当時の正門はどの工

場も、ピケラインで攻防を繰り広げた場所であるが、今

は静かなものである。高校からの帰路は正門に入る

前に横断歩道を渡ることになるが、渡る直前の場所

には小規模な郵便局がある。なけなしの給料からね

ん出した金額を若者たちがこの郵便局から遠い郷里

へ仕送りしていたという。列をなす10代の男女の姿

を想像した。

執筆者の本田一成氏による『写真記録・三島由
紀夫が書かなかった近江絹糸人権争議』（2019
年、新評論刊）、『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
社刊）の特別割引注文書を用意しました。office.
hondabooks@gmail.comまでご請求ください。
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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 100.0 100.0 100.0 100,890 1,480,592 104,038 9,543 75,613,929 78,405,536 −2,791,607
2016 100.0 101.0 98.5 102,600 1,250,003 105,540 8,446 70,035,770 66,041,974 3,993,796
2017 103.1 100.6 102.3 101,431 1,780,339 106,593 8,405 78,286,457 75,379,231 2,907,226

2018.9 103.5 105.2 101.7 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
4 102.8 104.6 102.2 9,137 108,656 11,222 645 6,658,937 6,605,426 53,511
5 104.9 106.4 103.9 8,429 108,535 10,552 695 5,835,339 6,805,519 970,180
6 101.4 109.8 101.2 9,603 98,928 11,812 734 6,585,788 5,998,282 587,506
7 102.7 107.5 102.3 8,969 101,278 11,974 802 7,053,835 6,326,051 727,784
8 101.5 110.5 99.3 8,753 88,487 11,167 678 6,141,243 6,286,946 145,703
9 103.2 108.4 100.3 8,502 98,973 10,316 702 6,368,318 6,496,598 128,280

前月比（％） 1.7 −1.9 1.0 −2.9 11.9 −7.6 3.5 3.7 3.3 −12.0

前年同月比（％） −0.3 3.0 −1.4 6.0 −35.5 −7.6 13.0 −5.2 −1.5 1.4

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 1.20 313,801 100.0 144.5 100.0 100.0 525,669 413,778
2016 5,729 208 2,570 1.39 315,590 100.8 143.7 99.8 99.9 526,973 407,867
2017 5,460 190 2,726 1.54 316,966 100.6 143.4 100.0 100.4 533,802 412,462

2018.9 5,966 162 2,731 1.64 269,656 84.0 139.1 101.4 101.7 447,459 384,665
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
4 5,959 176 2,768 1.60 276,551 85.8 143.4 101.8 101.8 525,927 432,389
5 5,993 165 2,696 1.62 275,193 85.3 134.5 101.6 101.8 457,376 451,682
6 6,023 162 2,683 1.61 451,681 140.3 142.6 101.6 101.6 880,805 626,488
7 6,034 156 2,709 1.59 374,609 116.4 144.1 101.5 101.6 480,036 446,156
8 6,025 157 2,680 1.59 276,699 85.7 135.8 101.8 101.8 521,571 415,283
9 6,017 168 2,695 1.57 271,945 84.2 138.2 101.8 101.9 457,427 416,893

前月比（％） −0.1 7.0 0.6 −1.3 −1.7 −1.8 1.8 0.0 0.1 −12.3 0.4 

前年同月比（％） 0.9 3.7 −1.3 −4.3 0.8 0.2 −0.6 0.4 0.2 2.2 8.4 

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）
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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）

〈2019年度〉
第1回　2019年9月20日
「流通業における従業員満足度とその影響に関する分析」 
竹野　豊　氏（京都大学大学院経済学研究科　博士後期課程）

「90年代からの仕事満足と賃金の構造変化についての考察～時代と
世代に着目して」
岡嶋　裕子　氏（大阪大学 経営企画オフィス　准教授）

第2回　2020年1月24日
「調査回答データの質を高める試み」 
阿部　晋吾　氏（関西大学社会学部 教授、国際経済労働研究所
　　　　　　　 非常勤研究員）

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ＡＩ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
 　本号の特集は毎年恒例となっている「春闘」。連合の相原事務
局長へのインタビューでは、2020春闘の方針に込められた思いや
ポイントを語っていただきました。中でも印象に残ったのが「働く仲間
―あなたも私もともに働く人」というフレーズ。職場の一人ひとりがこ
の言葉から想像を広げ共感が生まれれば、春闘や労働組合はも
ちろん、未来を変える大きな力になるのではと思いました。（Ｔ）

総会記念特別イベントおよび運動会のお知らせ

　当研究所では、毎年6月の総会に合わせて、様々な
テーマで記念イベントを実施しています。研究所の
正会員に限らず一般からの参加もでき、毎回多数の
参加を得ています。また、夕刻からは「労働調査運動
交流会」（通称：運動会）を開催します。皆さまのご参
加をお待ちしています。
※詳細は近日中に研究所ウェブサイトにアップします。

★総会記念特別イベント
「組合関与／働きがいの成功事例に学ぶ」（仮 ）
研究所では2年に1度、「組合関与ベスト10」を発表し
ていますが、今回は、働きがいや、属性別や領域別の
組合関与ベスト10の組織から、働きがいや組合関与
の向上につながる活動事例を発表していただきます。

日時：2020年6月26日（金）16時30分～ 17時30分

会場：エルおおさか南館10階　南１０２３（予定）

会費：無料

★運動会（労働調査運動交流会）
事例発表に続いて、場所を移して交流会を行います。
活発な情報交換を通じて運動や活動のヒントをぜひ
ともお持ち帰りください。

日時：2020年6月26日（金）18時00分～ 19時30分

会場：天下の台所大起水産八軒家浜　まぐろスタジアム

会費：正会員組織の方4,000円／人
　　　正会員組織以外の方5,000円／人
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