令和 3 年12月1日
（毎月1日発行）第76巻第11・12号 ISSN 0919-7729

2021

Vol.76 No.11・12

11 12

www.iewri. o r.jp

国際経済労働研究
通巻1115号

特集

私の社会政策、労働問題研究を
振り返る
私の労働問題研究を振り返って
同志社大学名誉教授 ●

石田

私の労働問題研究を振り返って
：「同一価値労働同一賃金」研究に到達する
明治大学名誉教授 ● 遠藤

光男

M.Ishida

公嗣

K.Endo

私の社会政策・社会保障研究を振り返って
同志社大学社会学部教授 ● 埋橋

孝文

T.Uzuhashi

私の＜家族と労働の社会学＞研究を振り返って
喜美子
一橋大学名誉教授 ● 木本

K.Kimoto

正会員の議案書分析
議案書を読む（2020年・第４回）
早稲田大学社会科学総合学術院 教授 ●

篠田

徹

T.Shinoda

国際経済労働研究

地
2021

11
12

球

儀

NOVEMBER
DECEMBER

真珠湾攻撃 日米開戦80年の真実

■特集：私 の社会政策、労働問題研究を振り返る
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であった。
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特

集

私の社会政策、労働問題研究を振り返る

本特集「私の社会政策、労働問題研究を振り返る」は、社会政策、労働問題等の分野で大きな業績を残してこら
れた方々に、
これまでの研究を振り返って自由に執筆いただいたものである。各氏のこれまでの研究の道のりの苦
労や充実感、研究成果、
そして研究への熱い思いが伝わってくる内容となっている。また、具体的なエピソードも多く
入れられており、読みやすくまとめていただいている。
さらに、
これからの社会政策、労働問題を考える上での重要な
視点もいくつも示していただいている。
特集１は、石田

光男氏（同志社大学名誉教授）
に「私の労働問題研究を振り返って」
と題して執筆いただいた。

「私の労働研究を振り返って最も私らしさが出ているのは、仕事の記述をするための方法として仕事論を提唱して
きたことだと思う。」
と述べており、仕事論を軸に話が展開されている。この研究に踏み込むことになった契機、仕事
論を方法とした二つの調査（GM調査、パナソニック調査）
も紹介されている。最後に、仕事論の固有の理論的意
義、政策的含意についても述べられている。
特集２は、
「私の労働問題研究を振り返って：
『同一価値労働同一賃金』研究に到達する」
と題し、遠藤

公嗣氏

（明治大学名誉教授）
に執筆いただいた。本稿では、
「同一価値労働同一賃金」の分野の研究史を振り返ってい
る。
「コンパラブルワース
（Comparable Worth）」
という言葉との出会いから、本分野の研究を深めていく過程が、
研究テーマや共同研究者などとともに具体的なエピソードを交えて記述されている。今後は歴史研究をもう少し深
めたいとし、ILOによる
「同一価値労働同一賃金」奨励についての研究、米国の歴史事情についての研究を挙げて
いる。
特集３は、
「私の社会政策・社会保障研究を振り返って」
と題し、埋橋

孝文氏（同志社大学社会学部 教授）
に

執筆いただいた。携わってこられた労働問題研究、社会政策・社会保障研究のうち、紙幅の関係上、後者にフォーカ
スして述べられている。埋橋氏の研究活動の柱は、
「福祉国家の国際比較研究」
と
「『子どもの貧困』問題と生活困
窮者自立支援」であり、今後に向けての問題意識として、社会政策における
「政策論」の緻密化の必要性を提起し
ている。
特集４は、木本

喜美子氏（一橋大学名誉教授）
に「私の＜家族と労働の社会学＞研究を振り返って」
と題して

執筆いただいた。家族研究と労働研究とをつなぎたいという思いから研究の道に進まれ、相互に閉じた領域領究を
つないでいくことが魅力的であったと振り返っている。研究テーマは大きく①大企業労働者の労働と家族に関する
研究、②職務分離分析から労働組織のジェンダー分析、③女性たちはどこでどのように働いてきたのか、であり、
そ
れぞれ具体的な内容をご紹介いただいている。
最後に、本企画は、特集３の執筆者でもある埋橋

孝文氏（同志社大学社会学部教授）
に多大なご協力をいた

だき、実現したものです。改めてお礼申し上げます。
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特集１

私の労働問題研究を振り返って
同志社大学名誉教授

石田

光男

1. はじめに
すでに私は別のところで表題のテーマについ

で、説明不足になることを覚悟で私が提唱して

て書いたことがある（「事例調査の方法的・理論的

きた「仕事論」を中心に思いつくことを気楽に

課題」
『社会経済史学』第 84 巻第 2 号、pp.5-28. 2018 年）
。

書いてみたい。

同じことをそのまま書くわけにもいかないの

２. 仕事論の提唱
私の労働研究を振り返って最も私らしさが出

ールの表現物ではないかと直観した。仕事の進

ているのは、仕事の記述をするための方法とし

め方である、目標（P）、実行（D）、進捗管理（C）、

て仕事論を提唱してきたことだと思う。労働問

改善（A）を要約しているからである。これは

題を論ずる上で労働＝仕事をどのように記述す

ちょうど、賃金がそれ自体としては抽象的な用

るかが問題であるというのは奇異な感じを持た

語であるが、賃金表になると抽象性を具体化し

れると思うが、記述の定まった方法がこの学問

た総括的な表現物になるのと同様に、「管理図

になかった。個別具体的な仕事は体験的に記述

表」は多様性に彩られた仕事なるものを総括し

することはできるけれど、それを総合化し理論

た表現物ではないのか。賃金表を通じて賃金を

化する手立てを欠いていた。その欠落を埋める

語るように、「管理図表」を通じて仕事を語る途

必要があった。

があるのではないか（『日本のリーン生産方式』

何故、そのような必要を感じ踏み込むことに

（藤村博之、久本憲夫、松村文人と共著）、1997

なったのか。

年、中央経済社）。

（ア）直接的な契機。1980 年代の末から 90

（イ）間接的な契機。1979 年に英国鉄鋼公社

年代の前半にかけて日本の自動車産業の生産方

の調査、1986 年から 87 年にかけての英国賃金

式が「ポストフォーディズム」として国際的に

制度調査、82 年から 84 年にかけての新日鉄の

注目された時期があった。トヨタの工場とマツ

調査と大阪府下の賃金制度調査（60 歳定年制

ダの工場に何度か足を運び見学やインタビュー

に伴う賃金制度の改革調査）といった一連の

をしたが、少しもわかった気になれなかった。

調査で、私は賃金制度の日英比較に没頭してい

ある時、工場の休憩場の壁に QC サークルの発

た（『現代イギリスの労使関係（下）』（戸塚秀夫、兵

表資料と並んで、品質や労務費の目標値と実績

藤釗、菊池光造と共著）、1988 年、東京大学出版会。『賃

値の推移表等のいわゆる「管理図表」が貼りだ

金の社会科学』、1990 年、中央経済社）
。この没頭か

されているのに気付いた。この図表が仕事のル

ら明瞭になったことは、日本の賃金が、正社員
−4−

であれば人事考課が当たり前の制度であるのに

に話が及び、実証といってもその具体性の程度

対して、英国の労働者の賃金は人事考課が安定

に相違があることを論じていたら、ウィッタカー

的に入りにくい制度であるということである。

氏いわく、
「その程度は研究者当人にとって心地

このことは労働組合が企業経営に協調的である

よい具体性の程度に相違があることことに起因

のか対立的であるのか、労働者相互が競争的で

している」と。これは鋭い観察だと思った。私

あるのか連帯的であるのかといった労使関係の

の場合、年功賃金とか職能給とか職務給とかの

性格規定に直結する相違である。この違いに驚

概念に偏した抽象度では到底満足できず、具体

いているばかりで特に思いを巡らすことはなか

的な賃金表を見て吟味しないと分かった気にな

った。だが、内心、もう賃金はこれ以上知りた

れない＝心地よくないという気質がある。仕事も

いことはないという自己満足の状況になってい

同じくチームワークとか、自律的とか、指示命令

た。だが、80 年代の後半から 90 年代を通じての、

による他律性とかの概念に偏した抽象度では分

上記（ア）で述べた日本の自動車企業の調査は、

かった気になれない＝心地よくない。想うに研究

日本の自動車企業の生産性や品質の高さを仕事

者は抽象的思考にたけた人々が多く、手にとっ

との関係で述べる必要に迫られた。この必要に

てわかるほどの具体性はおそらく心地よくないの

迫られて、「はっと」気づいたことは、賃金制

だろう。こういうわけで、私の具体的で visible

度が仕事の制度との交換関係で決まるという関

なるものへの固執癖が「管理図表」への感動に

係性であった。賃金論の行き詰まりは仕事と賃

つながっていたのだろう。私が尊敬する小林秀

金の交換としての雇用関係論への途があること

雄がある講演で、
「評論は歌（＝和歌）と違うと

によって切り抜けることができた。

いうのは大間違いで、論文も歌も全く同じもので

（ウ）気質的契機。もう一つの契機は私の気質

す、自分が出るように私は評論を書いています」

に起因しているようでもある。最近、ヒュウ・ウ

と言っていたことを思い出す。社会科学も個々

ィッタカー氏（オックスフォード大学教授）と雑

の研究者の何によって心が動かされるのか＝心

談していて、制度論における理論と実証の関係

地よさと切り離せないのは確かだと思う。

３. 仕事論の孤独
学問の方法的革新はその適用により従来の論

たが事実を体系的に整序する方法と理論がなか

争的問題により説得的な解決を与えることがで

ったのでまとまった報告書もかけずに失敗に終

きることを示すことによってはじめてその価値

わっていた。調査の機会を得た 2005 年に GM

が認められる。21 世紀になり仕事論を方法と

ランシングの工場調査を行った。私にとっては

した二つの調査を行った。

かつての自分にはできなかった仕事の記述が、

（ア）GM 調査（＝生産システム論争に対し

今ならできるという確信がそのまま実現できた

て）。仕事論の着想を得るきっかけとなったト

会心の調査であった（『ＧＭの経験』（篠原健一と共

ヨタとマツダの工場調査の直前の数年間（80

編著）、中央経済社、2010 年）
。

しかし、研究の世界では生産システム論への

年代の末から 90 年代の初期）、GM やフォード
のデトロイト周辺の工場や UAW（労働組合）

熱気が冷め、人々の注目は自動車産業から IT

の調査を行ったことがある。これらは生産シス

産業へと移ろいでいた。この調査報告に関する

テム論と言われる論争に促されたもので、米国

労働研究者相互の議論はほぼゼロと言ってもよ

と日本の自動車工場の生産性や品質の日本優位

い。例外は畏友中村圭介の業績だけと言ってよ

は労働組織や仕事の進め方のどのような違いに

い（「労使関係論の革新」『雇用関係の制度分析』（樋

起因しているのかの論争に解決を与えようとし

口純平・西村純編著）所収、ミネルヴァ書房、2020 年）。

た調査であった。おびただしいヒアリングをし

（イ）パナソニック調査（＝グローバル経営
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論の分からなさに対して）。グローバル経営の

程を記述することであった。それは副次的には

進展が 1980 年代以降顕著になった。ここには

空間的には地球全域に広がるグローバルな経営

これといった論争があるわけではない。問題は

過程を記述するという課題でもあった。成果は

より根っこの問題にかかわっている。各国のグ

近く上梓される予定である（『パナソニックのグロ

ローバル経営に類型がどのようにあるのか、ド

ーバル経営―仕事と報酬のガバナンス―』（石田光男・

メスティックな経営はグローバル化によって経

上田眞士編著）、ミネルヴァ書房、2021 年出版予定）
。

営はどのように変わるのかといった表面的な課

だが、時代は経営にあっては戦略性が重視さ

題の深部には、そもそも経営過程を如何に描く

れる時代へと移ろい、社会関係にあっては格差

かという根本問題が未解決なまま潜んでいた。

是正がクローズアップされる時代へと移ろい、

2010 年代私が尽力したのはパナソニックの

いわば周回遅れの課題（＝経営過程の記述）と

経営過程を記述することであった。ここでの課

方法（＝仕事論）で行われた調査である。だか

題は、それまでの工場単位での仕事論の適用か

らここでも労働問題研究にとっての熱い議論を

ら飛躍して、賃金論と仕事論を適用して、開発、

かきたてるようなインパクトをこの本は持ちえ

生産、販売を含むバリューチェインの全経営過

ないだろう。

４. 仕事論の理論的意義
仕事論に付きまとうこのような社会の風潮か

p.12、ミネルヴァ書房）
。労働問題も労働力の取引

らの孤立にもかかわらず、私は仕事論には固有

に起因する。その取引は仕事の遂行と賃金の取

の理論的意義が込められていると考えている。

引である。したがって、労働問題の基礎的研究

（ア）雇用関係の制度論。労働問題は雇用関

は、この取引がどうなっているかがわかる研究

係から発生する。雇用関係（労使関係と言っ

でなくてはならない。それは取引が記述できて

てもよい、ここでは用語にこだわらない）の論

いることと同じはずである。記述は上のコモン

理的構造から出発するのが正攻法である。1980

ズの知見にならって言えば、雇用関係という取

年 代 以 降、 欧 米 で は 労 使 関 係 論 (Industrial

引を、「対立、合意」の両側面からなることを

Relations) か ら 人 的 資 源 管 理 論 (Human

具体的にして総括的に記述できていること、ま

Resources Management) へと労働研究の理論

たそうした取引が一定期間安定的に維持される

体系の構成が変動した。これは集団的な労使対

「秩序」であることをガバナンス機構として記

立が減退した事実の反映でもあるが、理論体系

述できていることを意味する。この「秩序」形

としては間違った変動であると思う。なぜなら

成は司法による秩序形成 (court ordering) とは

雇用関係は労働力の取引の関係であることは動

区別される私的秩序形成 (private ordering) と

かない事実であり、取引が除外されている人的

して概念化される（同前、p.456）。この概念化

資源管理論は論理構成上の原動力を欠いている

によって雇用関係の理論は法学とも経済学とも

からである。

区別された一つの独自の学問 (discipline) にな

しかし、何故「取引」への着目が論理構成

る、その不可欠な橋頭保が仕事論である。賃金

上の原動力であるのか。制度経済学の始祖ジ

は一枚の賃金表から集約的に全体像を認識する

ョン・R・コモンズは「行動の究極的単位は、

ことが可能であるが、仕事の遂行は千差万別の

…… そ れ 自 体 の 内 に、 対 立 (conflict)、 合 意

仕事の数々を集約した表現物がないために集約

(mutuality)、秩序 (order) の三つの原理含む

的な認識を得られないという困難に逢着するの

ものでなくてはならない。この基本単位が取引

が常であるが、仕事論は仕事の全体像を上述の

である」と語る（オリバー・Ｅ・ウィリアムソン『ガ

PDCA から演繹される仕事の構造として認識

バナンスの機構』
（石田光男・山田健介訳）、2017 年、

することを可能にし、取引の両サイドを集約的
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な制度として認識することを可能にする柱であ

及できても、「改善」には言及できず、日本の

るからである。

製造業の最も顕著な特徴が浮き彫りにされてい

（イ）比較雇用関係論。労働力取引の保全

ない。②熟練形成にはコストがかかるが最適点

をガバナンス機構として記述できるというこ

が如何に決まるのかの決定を語ることができな

とのより分かりやすい意味は、雇用契約主体

い。③そのことと表裏の関係で、労務費の増嵩、

間の契約関係の制度的取り決め (institutional

厳しい目標管理、ピアプレッシャー（組織規範

arrangement) が事実の記述を待ち構えている

への同調圧力）、長時間労働等にみられる日本

という意味である。具体的な記述があってはじ

の雇用関係における明暗両側面のバランスのあ

めて概念的な議論が可能になる。このような概

る考察に弱い。④その結果、日本の雇用関係に

念構成によって、①課業設定と遂行（仕事のガ

関する包括的な議論への展望を欠くことになっ

バナンス）、②処遇の合意基準（報酬のガバナ

た。⑤このような制度論としての難点は、後継

ンス）、③この二つの交換の保全制度としての

の研究を「キャリア研究」という閉塞的な研究

雇用関係が「理屈ではなく我がこととして分

に委縮させることになった。

かる」ようになる。例えば D. Marsden が欧米

（エ）青木昌彦批判。青木昌彦は各国資本主

の労働について、「課業配分規則が、…効率性

義の株式会社の特徴を簡潔に表現することに

を阻害し得るのだけれど、…多くの経営者は

成功した稀有な研究者である（『コーポレーシ

それを償って余りある予測可能性と秩序とい

ョンの進化多様性』（谷口和弘訳）、2011 年、

う便益をその規則に見出している」(A Theory

NTT 出版）。内容の詳細は省くが、日本企業

of Employment Systems.1999. p. 18. Oxford

の「組織アーキテクチャー」の特徴を、経営者

University Press.) と語るが、欧米にあっては

と労働者の関係（＝垂直的認知様式）につい

「
“黙って静かに決められた仕事を行う”ことが

ては「同化認知」(S=shared cognition) 型とし

“職場秩序”である」と咀嚼しなくてはならない

て、機能部門間の関係（＝水平的認知様式）に

（
「雇用関係の理論と方法のために」埼玉大学経済学会

ついても「同化認知」型として同定し、アメリ

『社会科学論集』第 143 号、p. 37. 2014 年）
。
「
“黙って

カ企業のそれを、経営者と労働者の関係につい

静かに決められた仕事を行う”
」だけの労働者を

ては「ヒエラルキー的認知」(H=hierarchical

出勤率以外で評価することは差別になるかもし

specialization) 型として、機能部門間の関係は

れない。そこまでの咀嚼をしないと雇用関係の

「カプセル化認知」(E=encapsulated cognition)

比較にならない。それに対して日本は、このよ

型として同定する。この切れ味は鋭い。だが、
「逸

うな「取引が対立に転化しやすい」
、経営管理

話的証拠」(anecdotal evidence) と「論理的構

の通用しない雇用関係をいかにして克服し、ほ

築物」(logical constructs) とを架橋する観察

ぼ取引を無化して、コミュニケーションという

可能な記述が欠落しているという印象は全体を

名前の「取引なき取引」を獲得した。そういう

通じてぬぐうことができない。「垂直的集合認

解釈にまで踏み込めなくては比較論にならない。

知様式」は、ＰＤＣＡのＰ（事業計画の目標値）

（ウ）小池理論批判。小池和男の達成は「変

が組織階層内部でどこまでの下位層まで浸透し

化と異常への対処を広く現場労働者に委ねる」

ているのかを見定めることになる「縦のガバナ

(『強い現場の誕生』、2013 年、日本経済新聞社 ) と

ンス機構」として、観察と記述が可能な制度と

いう優れた事実発見にあるが、その事実発見が

して現存しているにもかかわらず、この観点の

現場行動の直接観察のみに依存しているため

欠落は、青木の豊かな論理性と実証研究との通

に、雇用関係の理論的フレームワークの構築に

路の可能性を断ってしまっている。「水平的認

不可欠な、
「労働力取引」を保全し統御する「ガ

知様式」も、ＰＤＣＡのＰの連結様式である「横

バナンス機構」を欠いたフレームワークになっ

のガバナンス機構」として「見える」形で我々

ている点を課題として残している。問題点は以

の前にある。こうした観察可能な制度を媒介す

下の諸点に現れている。①品質、稼働率には言

ることによって、実証的担保を取った論理構築
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が可能であったのではなかろうか。批判の要点

ある。「企業を生産関数として記述する」新古

は、「論理的構築物」と「逸話的証拠」との媒

典派経済学（オリバー・Ｅ・ウィリアムソン前掲訳書、

介項の欠落であり、この欠落は、多国籍企業

p. 440）への制度派を中心とした批判的諸潮流の

論、組織論、資本主義の多様性論、日本的経営

社会科学はこの欠落の一点において、なお明晰

の移転可能性論のいずれにも共通した欠落でも

な解を提示できてこなかった。

５. 政策論的含意
「働き方改革」が叫ばれている。世界的に見

さを尊重し、旧来の雇用関係の達成でもある、

ると奇妙な改革である。「同一労働同一賃金」

「取引なき取引」を克服して「取引して合意す

にしても「多様な働き方」の実現にしても、誤

る」雇用関係を実現することである。そのため

解を恐れずに言えば、前者は非正規社員の要望

に、
（ア）選択可能な多様な仕事と賃金の組み合

であり、後者は女性の要望であり、いずれも労

わせのメニュー化と（イ）事業計画の達成と「多

働側の要望であるが、その要望を政府による法

様な働き方」のトレードオフを克服する合意形

的ルールによって実現しようとする改革だから

成のための手続きルールの形成が不可欠になる。

である。したがって、ここには日本の雇用関係

蛇足になるが、最近気になっていた苅谷剛彦

の大企業労使の私的秩序形成への不信が底流に

の『追いついた近代

流れている。

岩波書店）を読んだ。80 年代に「キャッチア

消えた近代』（2019 年、

不信は従来の雇用関係が、仕事優先の雇用ル

ップ型近代化が終了し」、欧米近代という参照

ールであり、その結果、生活と仕事のバランス

点を失って日本の教育政策の「迷走」が不可避

が欠如し、多様な働き方のニーズが抑制されて

となったことが説得的に書かれている。「“予測

きたという事実に根を持っている。さらにまた、

できない未来”に対応するには…社会の変化に

大企業労使の私的秩序形成は、企業の分割や正

“主体的に向き合って関わり合”う資質＝主体

規雇用の限定によって格差を拡大してきた事実

性の育成が必要である」と 2018 年改定の学習

に照らして、それは社会的なあるべき秩序形成に

指導要領は謳うが、「そこでいう資質や能力が

対立的であるという判断に基づく不信でもある。

何であるかは、同程度の抽象的な表現での言い

しかし、不信を改革に架橋するには政策の具

換えは行われても、具体的には特定されない。」

体的管理方法を含む実現可能性の考察が欠かせ

（同書、p. 287）全くその通りである。だが、雇

ない。実現可能性は、歴史的に形成されてきた

用労働の世界では日常的な雇用取引を通じてそ

雇用関係の遺産の鑑定とその活用に根拠付けら

の業績が市場を通じて日常的にモニターされ工

れなくてはならない。企業別労使関係を与件と

夫が重ねられるという点でパフォーマンスが日

し、労使がともに論ずるに値すると考えうるア

常的に検証できない教育とは違う。確かに雇用

ジェンダを特定して、漸進主義的に達成可能な

労働も「近代化の終了後」、新自由主義にあお

手続き＝道筋を示すことをおろそかにしてはい

られた迷走がなかったわけではないが、その近

けない。その道筋は、突き詰めて言えば、欧米

代化に向けた日本独特のプロセスは、仕事の緻

のようにジョッブやプロフェッションが社会的

密な管理という独創を獲得していくプロセスで

制度として成立していない日本で、「同一労働

もあった。この遺産を迷走する言説の渦の中で

同一賃金」や「多様な働き方の受容」を達成す

手放すようなことがあってはならない。人間は

るために、それに代替できる仕組みは、私的秩

“予測できない未来”に経験的に信ずるものを

序形成能力の高さに求めることになるという道

持たずにしっかりとした足取りで踏み出せるも

筋になるはずである。

のではない存在だからである。

すでに実践されてきた私的秩序形成能力の高
−8−

特集2

私の労働問題研究を振り返って
：
「同一価値労働同一賃金」研究に到達する
明治大学名誉教授

私は 2021 年 3 月に明治大学を定年退職した。

遠藤

公嗣

4-6 月の 2 つの研究業績は、この分野の研究成

定年退職を機会に、それまでの研究を振り返っ

果であった。そこで本論説では、この分野の私

て「研究回顧」を執筆し、定年退職時までの

の研究史について、振り返りたい。

「研究業績一覧」とともに、2021 年 3 月に公刊

なお、上記した「研究回顧」と「研究業績一

した（『（明治大学）経営論集』第 68 巻第 4 号、

覧」はもちろんのこと、下記で言及する私の

225-252 頁、254-263 頁）。

論文の多くもまた、pdf 形式で、私の個人ホー

「研究回顧」では、私の「同一価値労働同一

ムページ「遠藤公嗣の八王子研究室」（http://

賃金」研究について、まとまった記述ができ

jbaaijbaci.xsrv.jp/）にアップしている。お目通

ていない。しかし現在の私は、この分野を中心

しいただけると幸いである。

に研究している。実際のところ、定年退職後の

1.「コンパラブルワース」との出会い
「 コ ン パ ラ ブ ル ワ ー ス Comparable Worth」

私は要旨文を読んでも「コンパラブルワース」

は、1980 年代に普及したアメリカ英語である。

の意味がわからなかった。この言葉は辞書にも

そ の 意 味 は、ILO100 号 条 約（1951 年 ） で い

載っていなかった。発表を聞いてもわからなか

う「同一価値労働同一賃金（報酬）Equal Pay

った。そこで研究会の直後に、同席していた修

(Remuneration) for Work of Equal Value 」で

士一年の女性院生に「コンパラブルワースとは

あると理解してよい。

何のことか」と尋ねた。その院生は、ひどく私

「コンパラブルワース」の言葉に、私は苦い

を馬鹿にした感じで、あまり教えてくれなかっ

記憶がある。1989 年 4 月から、当時は山形大

た。これが私の「コンパラブルワース」との出

学助教授であった私は、米国の大学 U.C. バー

会いであり、屈辱的な経験であった。

クレイでの在外研究の機会を与えられた。到着

1990 年 8 月までの在米研究中に多くの示唆

して間もない時期に開かれた小さな研究会で、

を受けたが、その 1 つは女性労働研究の重要性

ある女性院生が「コンパラブルワース」につい

であった。それを自己消化する過程を示すのは、

ての発表を予告し、簡単な要旨文を配布した。

帰国後の 1993 年に発表した 2 つの論文すなわ
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ち「査定制度による性と信条の差別」と「文献

男女賃金の均等をめざす「同一価値労働同一賃

研究：企業内における昇進とキャリア形成」で

金」にも、私は関心と知見を少しずつ深めてい

あった。とくに前者は、初期版原稿の題名が

った「はず」である。「はず」というのは、ほ

「信条」「性」の順序であったのを、この事例で

とんど具体的な記憶がないからである。女性労

は「性」差別の発見こそがレベルの高い新知見

働問題研究会編『雇用平等の最前線』（岩波ブ

と自覚したので、最終版原稿では「性」「信条」

ックレット、1992 年）は「コンパラブルワース」

と順序を入れ替えたことを、はっきりと記憶し

を日本にはじめて本格的に紹介した。これを私

ている。1994 年 3 月に山形大学から神奈川大

は東京出張中の書店で手に取った記憶はあるも

学に移るまでにも、女性労働研究との関連で、

のの、しかし、購入していない。

２. 研究の助走
転機は神奈川大学に移り、横浜に転居したこ

1998 年春に、森氏主査の東京女性財団委託

とであった。早い段階で女性労働問題研究会に

調査に、木下武男氏とともに参加させていただ

私は入会したが、その関連で、「同一価値労働

き、1999 年に報告書『大卒女性のキャリアパ

同一賃金」をめざす職務評価を商社の職務で実

ターンと就業環境』をまとめた。私にとって、

施する研究企画があることを知った。おそらく

女性労働を正面からテーマにした初めての研究

1995 年 5 月の社会政策学会大会の機会に、こ

企画で、学ぶことが多くあった。1999 年に私

の研究企画の中心にいた森ます美氏に、研究企

は『日本の人事査定』を刊行した。この影響だ

画へ参加させてほしいとお願いした。しかし、

と思うが、人事査定による既婚女性差別の裁判

すでに研究開始後とのことで、これは断られた。

事件を担当する大阪の弁護士に依頼されて、人

1996 年 10 月の社会政策学会大会は共通論題

事査定の差別性を指摘する意見書を執筆した。

「今日の賃金問題」であった。非会員の招待報

意見書は裁判所に提出された。

告者であった弁護士某氏の論題は「差別賃金と

本格的な助走は 2003-05 年の在英研究中であ

コンパラブルワース」で、某氏は年功給にもコ

った。当初は乱読気味にあれこれと勉強したが、

ンパラブルワースが適用できるかのように主張

しだいに賃金形態・賃金制度の研究に収れんし

した。フロアから多くの疑問が出たが、これに

た。この収れんは、実は、人事査定の日米の歴

対し、某氏は「コンパラブルワースに職務評価

史的違い（『日本の人事査定』で解明した）の

は必須でない」と断言した。私は某氏報告を批

理論的根拠を考察することを意味する。歴史的

判し「学会報告として初歩的すぎた」と厳しく

違いは、理論的には「職務基準雇用慣行（賃金）」

評価した（「今日の賃金問題：社会政策学会第

と「属人基準雇用慣行（賃金）」の違いに起因

93 回研究大会を振り返って」1997 年）。

する、これを私は認識した。これは非常に重要

1997 年 に は、 か つ て 参 加 を 断 ら れ た 研 究

であった。というのは、
「同一価値労働同一賃金」

企画の報告書『Women and Men Pay Equity

原則は「職務基準雇用慣行（賃金）
」のみを前

1997』を森氏からご送付いただき、また 7 月開

提にするので、この違いの認識は「同一価値労

催の報告会にも私は出席した。

働同一賃金」の正確な理解に必須だからである。
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研究のまとめとして『賃金の決め方：賃金形態

私の理解を示している。目を通した数点の英語

と労働研究』（2005 年 6 月）を刊行した。

参考文献も掲示している。在英研究中に、「同

在英研究中に「同一価値労働同一賃金」を意

一価値労働同一賃金」について、当時の文献研

識的に勉強した記憶はない。しかし、同書の索

究で得られる基礎知識を私は身につけたといっ

引によると、「同一価値労働同一賃金」は計 12

てよいだろう。

頁もの言及があり、各個所でそれなりに正確な

３. 研究の「離陸」
2005 年 9 月に帰国後まもなく、森ます美氏

一価値労働同一賃金」職務評価を、日本におけ

から、商社の職務評価につづく、第 2 回となる

る正規非正規労働者間の不当な賃金格差を是正

「同一価値労働同一賃金」職務評価の研究企画

する道具として発展させるべきだ、との独自の

のお誘いをいただいた。森氏は『日本の性差別

主張を固めることができたことであった。これ

賃金』を刊行した直後であり、つぎの研究企画

は 2008 年の論文「職務給と「同一価値労働同

として、これを考えたのであった。2005 年 10

一賃金」原則：均等処遇のために」ではじめて

月の社会政策学会大会の機会に、森氏、木下氏、

主張した。『賃金の決め方』（2005 年）におけ

私の三者で研究企画を相談した。森氏のお誘い

る日本の賃金論研究と、「同一価値労働同一賃

は、基礎知識を身につけた私にとって非常にあ

金」を結びつけた主張ともいえる。

りがたく、また絶妙のタイミングだったという

第 3 は、2010 年の報告書の公刊が、2010 年

ほかない。森氏を研究代表者とする科学研究費

の自治労による研究企画を呼び起こし、自治労

補助金の申請は採択され、2006 年春から若手研

によって私が作業委員会の座長を委嘱され、地

究者を含む共同研究がはじまり、2010 年に報告

方自治体職務の「同一価値労働同一賃金」職務

書として森ます美・浅倉むつ子編『同一価値労

評価の手法を研究開発できたことである。明治

働同一賃金原則の実施システム』が刊行された。

大学で継続開講されている自治労寄付講座のお

この研究企画への参加によって、私は「同一

世話をしていたので、私は以前から自治労にご

価値労働同一賃金」
研究に
「離陸」
できた。
「離陸」

縁があった。参考にしたのは、英国地方政府で

とは、本論説の準備のために森氏にご記憶を尋

実施中の手法であった。その手法の研修用資料

ねたときの、森氏の評語である。私もそのとお

集 CD-ROM を、私は研究資料として私費購入

りだと思う。おおよそ 3 つの意味があると思う。

していて、これは有用であった。この研究開発

第 1 は、研究企画への参加によって、職務評

では、非正規職員の低賃金是正を目的としたこ

価の手法や実施プロセスなど技術的側面につい

と、また、実際の職務評価の手法になるべく近

ての理解を飛躍的に深めたことである。これは、

づけるため、対面質問による職務評価の手法を

参加しなければ不可能なことであった。その勘

開発したこと、の 2 点で、第 2 回の研究企画を

所の一部を 2010 年の報告書第 4 章に分担執筆

さらに発展させることができた。報告書は遠藤

できたのも重要であった。

公嗣編著『同一価値労働同一賃金をめざす職務

第 2 は、第 1 を前提に、国際標準である「同

評価』（2013 年）であった。
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4. 労働法学批判と歴史研究へ
それまでの総括として『これからの賃金』

は是正しない労働協約を労働組合が地方政府と

（2014 年）を刊行した。同書は 2008 年の論文

結び、これに怒った女性組合員が労働組合を裁

の拡充でもあった。その準備で痛感したのは

判所に訴える事件が起こった直後だったからで

「同一価値労働同一賃金」原則の歴史や国際的

ある。

普及の日本語情報が不十分なことで、これらに

2016 年 1 月の安倍首相「同一労働同一賃金」

あまり言及できなかった。また、おそらく同じ

演説から、私は講演や論説の依頼を受けること

準備中に（私の PC 保存ファイルによれば 2013

が増えた。その準備中に、労働法学によるもう

年より前に）
、労働法学の通説が的外れの誤り

一つの重要な誤りがあることに気づいた。欧州

であることを認識した。1988 年の浜田富士郎

諸国でいう「雇用形態の違いを理由とする賃金

論文は、ILO100 号条約を考察した結果として、

格差」とは、比較対象者の職務が同一（類似）

条約にいう「同一価値労働同一賃金」原則は非

の場合に限られるのに、JILPT の研究会報告

常にゆるやかであることを主張し、その結果、

（2011 年）では、職務の異同の重要性に自覚が

年功給でも原則は成立するかのような理解が労

なく、職務が違う場合も含めて議論していたこ

働法学の通説となっていることを知った。100

とである。その結果として、「雇用形態の違い

号条約の日本政府による公定訳が著しく稚拙な

を理由とする賃金格差」に「同一価値労働同一

悪訳であり、日本語の意味がよくわからないこ

賃金」原則は適用可能と理解されていない、と

とも、それを助長したと思う。思い起こせば、

的外れで無意味な主張をしていた。この誤りを

1996 年の弁護士某氏の主張は、労働法学の通

批判した最初の私の論文は「社会経済からみた

説に依拠したものと思われた。その時点ですで

「同一（価値）労働同一賃金」と法律家の言説」

に、労働法学の通説は、私を含む社会政策研究

（2016 年 7 月）であった。論文名を「言説」と

者の理解と断絶があったことになる。

したのは、理論と呼ぶレベルに達していない、

『これからの賃金』刊行直後に、「同一労働同

の含意であった。

一賃金推進法案」のニュースを知って概説の執

同じく準備中に、ILO100 号「同一価値労働

筆を思い立ち、それを「同一＜価値＞労働同一

同一報酬」条約の公式議事録と諸文書の pdf が

賃金とは何か」（『世界』2015 年 5 月号）とし

ILO のインターネットサイトにアップされてい

て公刊した。原則の歴史や国際的普及の説明を

ることも知った。これらを活用して、100 号条

試みたが、研究不足で十分に説明できなかった。

約第 3 条の ILO 総会レベルでの審議過程を解

2015 年夏に、英国地方政府の実情調査に出

明した歴史研究論文は「ILO100 号条約の審議

かけた。原則の国際的普及の調査の 1 つであっ

過程と賃金形態」
（2017 年 3 月）であった。こ

た。しかし、あまり上手くいかなかった。その

の論文は、労働法学の通説は ILO100 号条約第

理由は、関係者がナーバスになって情報が得ら

3 条を的外れに理解している、との指摘と批判

れなかったからであった。というのは、ある地

でもあった。というのは、第 3 条の規定を正確

方政府で職務評価の結果によって女性組合員の

に理解していないと、当然にも、その審議過程

賃金是正が必要だったにもかかわらず、完全に

も理解できないからである。ILO の議事録など
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は長文であったが非常に面白い内容で、メモも

ホテルに閉じ込められる時間が非常に長く、そ

とらず、2016 年 9-12 月にほぼ読破した。年末

の間に論文の主要部分を執筆できてしまった。

から 10 日間ほどの米国出張は、悪天候が続き

執筆時 66 歳での集中力に、自分で驚いた。

5. 歴史研究の広がり
歴史研究論文を執筆してはじめて、米国労働

いるからである。なぜなのか。この理由の仮説

省女性局長フリーダ・ミラーが ILO100 号条約

を提起した論文が、「「同一価値労働同一賃金」

成立に果たした役割を知った。彼女は著名人で

原則の定義とそれに特有な職務評価の手法：そ

あり、その文書はハーバード大学のある図書館

れらを「アメリカ製」となぜ呼べるのか、そして、

の所蔵であった。2017 年夏に図書館でフリー

それらは欧州諸国でなぜ普及しているのか？」

ダの文書を閲覧した。この文書や既存研究文献

（2020 年）であった。理由が「生活保障」論や「福

によって、米国の第二次世界大戦中の NWLB

祉国家」論と深く関係するとの仮説を指摘した。

一般命令第 16 号（1942 年）さらに米国連邦議

この仮説を得ることができたのは、私が社会政

会の 1945 年の男女同一賃金法案が、ILO100 号

策学会の会員であったからかもしれない。

条約のアイデアのもとであるとの示唆を得た。

こうした研究の過程で、ILO 本部に 100 号条

米国の歴史事情について解明したことを整理

約関連の未公開文書が所蔵されていて、それが

し、さらに研究すべき論点を考察したのが「男

閲覧できるかもしれないことを知った。閲覧の

女 同 一 賃 金 と 米 国 労 働 省 女 性 局（1942-1951

許可を得て、2019 年夏に ILO 本部文書室で閲

年）」（2019 年）であった。

覧した。その手早い研究成果の 1 つが「ILO100

ところで、図書館でフリーダの文書閲覧が一

号条約案にたいする日本政府の公式意見書

段落した後、フリーダの娘であるエリザベスの

（1951 年）」（2020 年）であった。こうした意見

文書が図書館で公開されたばかりであること

書が ILO に提出されていたことは、まったく

を、偶然に知った。その文書の解説を何気なく

知られていなかった。意見書を見ると、当時の

読んで、私は仰天した。エリザベスは養女とし

日本政府（労働省）は、現在の労働法学者より

て公表されていたが、実は、不倫による実子で

もはるかに正確に 100 号条約を理解していたと

あったこと、さらにエリザベスは、100 号条約

いえる。

案の審議の開始直前 1947 年からおそらく終了

本格的研究成果は、定年退職後の 2021 年 5 月

まで、100 号条約を担当する ILO 本部事務局（女

ころに執筆した論文「ILO100 号条約第 3 条の成

性年少労働者課）に勤務していたこと、を知っ

立：1951 年同一報酬委員会の審議」
（2021-22 年

た。

公刊予定）である。原案を決定する最終の委員

さて、「コンパラブルワース」はもちろん

会の議事録によって、委員会におけるやや意外

ILO100 号条約のアイデアも米国生まれだとす

な第 3 条の推進者を解明できた。総会レベルで

ると、新しい疑問が生まれた。というのは現在、

の議事録では到底わからないことであった。私

「同一価値労働同一賃金」は生まれ故郷の米国

の 2017 年論文における推進者の推測は誤りであ

で廃れているが、しかし欧州諸国では普及して

り、まさに異例の審議であったことがわかった。
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日本の労働運動は年功給信仰がつよいため、

定年退職直後の 4 月 8 日に、多数の労働法

「職務基準雇用慣行（賃金）」を理解しようとし

学者や弁護士を聴衆として、私は zoom 講演を

ない。ましてや、それを前提とする「同一価値

した。聴衆を意識して、労働法学の 2 種類の

労働同一賃金」原則を理解できない。しかし、

的外れな誤りをやや詳しく指摘した。とくに

正規非正規労働者間（多分に男女労働者間と重

ILO100 号条約の第 3 条について、正確な遠藤

複している）の不当な賃金格差の是正が求めら

公嗣訳をあらためて掲げ、私の解説をつけた。

れる現在、これが許される余地はなくなってい

聴衆に衝撃があったようで、講演は、講演録「正

る。私の「賃金と平等」（2021 年）は年功給信

規・非正規の「同一労働同一賃金」と職務評価

仰を批判した。大学院生時代からの古い友人に

について」
（2021 年）として 7 月に公刊された。

よる研究企画へのお誘いがあって、哲学系の研

私による誤りの指摘にたいして、労働法学のま

究者による編著の 1 章として執筆した。

じめな対応を期待しているところである。

６. 今後の研究
歴史研究をもう少し深めたいと思っている。

ろまで楽しくやりたいと思う。

その 1 つ目は、ILO による「同一価値労働同

なお、原則の国際的普及の研究にも私は関心

一賃金」奨励についての研究である。ILO の未

がある。英国以外では、オランダ、ベルギー、

公開文書には私が未探索のものがあり、これを

フランスが興味深いと直感している。しかし、

探索したい。その 2 つ目は、米国の歴史事情に

言語と時間の問題で、私には無理であろう。後

ついての研究である。エリザベスの文書にはフ

進に期待したい。

リーダが残した文書も含まれているので、これ

最後に、研究といえないかもしれないが、正

も閲覧したいと思う。これまでの米国の女性労

規非正規労働者間の不当な賃金格差の是正を求

働研究は、米国女性労働ないし「コンパラブル

める裁判事件で、適当な事件があれば、私が比

ワース」が ILO100 号条約と関係することを知

較対象者の職務評価を実施し、それを意見書と

らない（関心がない）と思われたが、最近にな

して裁判所に提出したい、そして、この意見書

って関係を知り関心を持ちはじめたように私は

で原告非正規労働者が勝利する判決を得たい、

感じるので、米国の女性労働研究の成果は助け

と思っている。職務評価が賃金是正に役立つこ

になるかもしれない。現在 71 歳の私に長い研

とを示すためである。現在のところ、日本で「同

究時間が残されているわけではないが、私にと

一価値労働同一賃金」原則を普及させるのにも

って研究は趣味の側面もあるので、できるとこ

っとも現実的な方法はこれのように思う。
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特集3

私の社会政策・社会保障研究を振り返って
同志社大学社会学部 教授

埋橋

孝文

私は 2022 年 3 月で同志社大学を定年退職し

保障研究に携わってきました。以下では紙幅の

ます。大学院生のころから今日までのおよそ

関係上、後半にフォーカスして研究活動を振り

45 年の研究歴の内、前半 20 年間は労働問題研

返ります。

究に従事し、後半の 25 年間は社会政策・社会

1. 福祉国家の国際比較研究
私の研究活動の柱は社会政策の中でも「福祉

するところがありつつ、それぞれが独自に研究

国家の国際比較研究」です。同学の多くの研究

のフロンティア開拓に邁進していた頃が懐かし

者もそのように私のことを認知しているかと思

く思い出されます。

います。その関連アウトプットを挙げれば下記

また、イギリス海外研修で滞在したヨーク大

のようになります。年齢的には 40 歳から 60 歳

学のジョナサン・ブラッドショー教授には、「児

にかけてのおよそ 20 年間の仕事であることが

童 支 援 パ ッ ケ ー ジ（Child Support Package）

わかります。

の国際比較」「公的扶助の国際比較」という 2

①単著『現代福祉国家の国際比較－日本モデル

つの大型研究プロジェクトに誘っていただき、

の位置づけと展望－』（日本評論社、1997 年）

新鮮な刺激を受けることができました。

②編著『比較のなかの福祉国家』
（ミネルヴァ

福祉国家の国際比較研究における私の主張を

書房、2003 年）

どのようにお伝えしたらいいかを悩みました

③編著『ワークフェア－排除から包摂へ？』
（法

が、当時の臨場感を伝えるのがいいということ

律文化社、2007 年）

に思い当たり、肝となるいくつかの引用文を紹

④埋橋孝文・木村清美・戸谷裕之共編著『東ア

介し、それについて補足的な説明を加えていく

ジアの社会保障－日本・韓国・台湾の現状と

ことにします。
引用 1「東大社研『福祉国家』をはじめとす

課題』（ナカニシヤ出版、2009 年）
⑤埋橋孝文・于

洋・徐

榮共編著『中国の弱

るわが国の研究、とりわけ複数の執筆者からな

者層と社会保障－「改革開放」の光と影』
（明

る共同研究でもっとも欠落しているのは、まさ

石書店、2012 年）

しく、視点や研究方法の統一、共通のデータの

⑥単著『福祉政策の国際動向と日本の選択－ポ

利用と分析フレームワークの適用、さらに、個々

スト「三つの世界」論』
（法律文化社、2011 年）

の国の分析結果を集めて総括し、一般化してい

この分野での「戦友」には、宮本太郎（中央

く点であった」(D. ミッチェル著、埋橋ほか訳

大学）、武川正吾（明治学院大学）、大沢真理（東

『福祉国家の国際比較研究』啓文社、1993、訳

京大学）のみなさんがいます。問題意識を共有

者解説 )。
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⇒ややテンションの高い「先行研究の批判的検

モデルを他から区別する大きな特徴である」
（埋

討」であり、今からふり返ると面映ゆい気が

橋 1997、p.165、p.190）。

若干しますが、当時の心意気を伝えています。

⇒この主張は広範に受け入れられてある種の定

引用 2「わが国では、これまでの福祉国家や

説になりました。

社会保障の分野で一種の国際比較研究が広範に

引用５「一般にワークフェアそのものに内在

おこなわれており、その研究蓄積には誇るべき

する本来的な困難（アポリア）が存在する。
・・・

ものがある。しかし厳密にいえば、これらの研

就労の場が最低賃金制などの「事前的労働規制」

究は
『比較研究 (comparative study)』
ではなく、

を欠いたまま（ディーセントワークでないまま）

『外国研究 (foreign study)』あるいは『地域研

就労への移行がおこなわれた場合、それは新た

究 (regional study)』と命名されるべきもので

なワーキングプアを生み出すことになる。また、

ある。......」( 埋橋 1997、pp.7-8)。

給付つき税額控除などの「事後的所得補償」制

⇒こ れも同じく先行研究の批判的研究であっ

度を欠いている場合も同じである。つまり、ワ

て、大げさに言うとパラダイム・シフトもし

ークフェアは「事前的労働規制」と「事後的所

くは社会学でいうリフレーミングをめざした

得補償」制度とセットになって初めて効力を発

ものです。

する。言い換えれば、その前後 2 つの制度がど

引用 3「Esping-Andersen の類型論を前提に

れだけ充実しているかが、ワークフェアの効果

した場合、わが国はどのレジーム・タイプに位

を決定する」（埋橋 2011、p.165、pp.130-131）。

置づけられるのであろうか。
・・・その結果、日

⇒ 3 つのカタカナ概念（ワークフェア、メイ

本は・・・リベラル・タイプの要素を多分にも

キング・ワークペイ、ディーセントワーク）

つコーポラティスト・タイプに分類されること

の関係を検討したもので、今でも日本の労

が明らかになった」
（埋橋 1997、p.148、p.160）
。

働－社会保障を診る場合の基本的視座にな

⇒ Esping-Andersen も 1997 年の論文でほぼ同

りうると思っています。

じ内容のこと（＝日本はハイブリッドモデ

なお、私の国際比較研究では前半（単著①が

ル）を言っていることに少し感激しました。

出版された 1997 年まで）はもっぱら OECD 先

引 用 ４「 た だ し、Esping-Andersen の 分 析

進諸国での日本の位置に関心が向いていました

フレームワーク内で、日本の福祉国家レジーム

が、
後半（1998 年～ 2011 年）には測量でいう「三

の性格を論じつくすことができないし、その位

角点観察」が必要と思い、アジアを視野に入れ

置を完全に確定できるわけではない。・・・わ

ることにしました（OECD- 日本 - アジア）
。こ

が国では、雇用・労働市場の良好なビヘイビア

こで詳しくふれることはできませんが、2005 年

が社会保障＝国家福祉の機能を代替していると

に始まった日中韓社会保障国際論壇を通して多

いう関係がみられ、・・・つまり、生活保障の

1
くの知己を得ることができ 、中国、韓国への

方法として、ウェルフェアよりもワークフェア
図１ 訪問回数（1991～2020 年）

訪問回数も増えました（中国訪問 35 回＜うち台
湾６回、香港５回＞、韓国訪問 24 回、図１参照）
。

をより選択したシステムであり、この点が日本
7
6
5
4
3
2
1
0
1991

1995
韓国

図１

2000
2005
2010
中国（本⼟）
中国（台湾）

2015
中国（⾹港）

訪問回数（1991 ～ 2020 年）
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2020

2. 子どもの貧困と生活困窮者自立支援
研究活動の第 2 の柱は「子どもの貧困」問題

子どものコンピテンシーをはぐくむ福祉・

と生活困窮者自立支援です。この 2 つの問題は

教育プログラム開発」（2011 ～ 2013 年度）

2010 年前後から社会的に大きくクローズアッ

２）科研費補助金基盤研究 C「自己肯定感に

プされてきたものです。それに刺激を受けて私

注目した子どもの『貧困に抗う力』育成の

もその研究を 60 歳ころから開始したのですが、

ためのサポートシステムの構築」（2015 ～

もう一つの要因として 2005 年から同志社大学

2017 年度）
引用１「第 1 に「親の貧困」と区別される「子

の社会福祉学科で教鞭をとり始めたことも関係

どもの貧困」の特性の解明はいまだ不十分であ

しています。
先にふれた「福祉国家の国際比較研究」は理

り、第 2 に、現場（学校、福祉施設、地域）で

論的な抽象度が高く、研究方法的には「Bird’

それにミクロ的にどのように対応するべきかと

s eye view（鳥の眼）」的に政治・経済体制（レ

いう問題についてはあまり深められていない」
（埋橋編著 2019、p.4）

ジーム）を俯瞰する性格のものです。ところが、

⇒これも例によって先行研究の批判的検討から

社会福祉学科に所属してもう少し直接的に世の
中の社会問題、たとえば貧困や生活困窮の問題

導かれた言説です。

の解決に役立つ研究をしたく思いました。研究

引用２「私たちは「親の貧困」と「子どもの

方法も「地を這うがごとく」といえば大袈裟で

貧困」を区別しているが、そのことは両者が無

す が、「Insect’s eye view（ 虫 の 眼 ）」 的 に、

関係であることを意味するものではない。むし

現場での聞き取りやフィールドワークをも採用

ろ逆で、いったん両者を区別してこそ、2 つの

することにしました。

貧困の密接な関係に迫りうるのである。図２の

＜子どもの貧困＞

整理によって、親の貧困と子どもの貧困の関係

①『子どもの貧困／不利／困難を考えるⅠ、Ⅱ、

を明確にできる」（埋橋編著 2019、pp.6-7）
⇒親 の貧困が子どもの貧困の原因であるとし、

Ⅲ』（共編著、ミネルヴァ書房、2015、2015、

両者を区別することに批判的な意見が多数派

2019 年）
⇒これらは下記の 2 つの科学研究費プロジェク

であるように思いますが、本書では、両者を

トをもとにした成果刊行で、高校の同級生で

区別しつつ、図２が示しているような子ども

もある矢野裕俊（武庫川女子大学）、国際経

の貧困に対する「総合的アプローチ」を提唱

済労働研究所以来の友人である三宅洋一（大

するに至りました。

阪経済大学）、このプロジェクトで初めてご

＜生活困窮者自立支援＞
生活困窮者自立支援法が 2005 年に施行され

一緒した田中聡子（県立広島大学）のお三人

ましたが、下記の文献②と③は、後でふれる

にはたいへんお世話になりました。

同志社大学社会福祉教育・研究支援センターで

１）科研費補助金基盤研究 B「貧困に対する
図２

子どもの貧困の経路・ステージと対応する施策

ステージ 1

ステージ 2

ステージ 3

⇒⇒⇒親の貧困⇒⇒⇒子どもの貧困⇒⇒⇒子ども自身（への影響）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
施策

予防 ①

③

⑤

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
施策

事後

②

④

⑥

ケア
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

出所）埋橋編著（2019）、p.8
出所）埋橋編著（2019）、p.8

図２

子どもの貧困の経路・ステージと対応する施策
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開催したセミナーの内容をもとに編集した本で

⇒上の②の本は、生活困窮者自立支援法の施行

す。②では奥田知志、行岡みち子という全国的

にともなってソーシャルワーク＝相談援助の

に著名な社会活動家、③では堅田香緒里、桜井

業務の拡大が見込まれること、就労支援や家

啓太という新進気鋭の研究者からの寄稿が含ま

計相談支援、子どもの貧困支援などの新しい

れています。また、②と③の両方で、優れた実

支援領域が出現していること、これらの「ソ

践家である京都自立就労サポートセンターの高

ーシャルワークの新展開」を見据えた理論・

橋尚子主任相談支援員のお世話になりました。

実践活動が必要なことを主張しています。

②『 貧困と生活困窮者支援－ソーシャルワー

⇒上の③の本は、生活困窮者自立支援法がサー

クの新展開』（埋橋孝文＋同志社大学社会福

ビス給付の拡大をもたらしたものの金銭給付

祉教育・研究支援センター編、法律文化社、

は手薄であること、そのため新たに「勤労（訓

2018 年）

練）手当」あるいは「活動保障手当」などを

③『 貧困と就労自立支援再考－経済給付とサ

設ける、他方、生活保護については生業扶助

ービス給付』（埋橋孝文＋同志社大学社会福

や医療扶助を単給化し「社会手当」として再

祉教育・研究支援センター編、法律文化社、

編する、などの提言をおこないました。

2019 年）

３. 社会政策における「政策論」の緻密化をめざして
現在から今後に向けての問題意識は、一言で

厳密化」を図りたいというものです。とりわけ

いえば、社会政策における「政策論」の緻密化

もっとも弱い環である「政策評価」を取り入れ、

が必要ではないかというものです。私は社会政

補強していくかに注力していきたく思っていま

策学会をメインの学会として研究活動を続けて

す。

きましたが、「社会政策」の「社会」の理解に

①『どうする日本の福祉政策』（編著、ミネル

ついてはここ 20 年ほどの間にそれまでの労働

ヴァ書房、2020 年）

政策からいわゆる社会保障や社会福祉をも含む

⇒「 政策」への関心から編まれた著作。年金、

ものに拡張され現在に至っています。そのこと

医療、介護、福祉サービス、生活保護などの

によって公共政策のアリーナに社会政策学者が

セーフティネット全般を取り上げています。

登場する頻度も増してきました。ところが後半

これは「いま社会政策に何ができるか」の第

の「政策」理解についてはここ数十年間にわた

1 巻です。ちなみに第 2 巻は櫻井純理編著『ど

ってそれほど顕著な理論的、実証的進展がみら

うする日本の労働政策』、第 3 巻は落合恵美

れていないように思います。とくに、
「政策評価」

子編著『どうする日本の家族政策』。

面での研究の遅れが際立っています。

②『福祉の政策分析入門Ⅰ、Ⅱ』（仮題、編著、

一方で、この 30 年ほどの間に 100 もの（公共）
政策学部もしくは（公共）政策学科が設立され

明石書店、2022 年春～夏、2 巻本として刊行
予定）

て、公共政策学が一つのディシプリンとして確

⇒大学院で主査として研究指導し学位を取得し

立されるようになりました。その中身も、政策

た 12 人を含む研究仲間 20 数人と現在おこな

規範、政策形成、政策過程、政策実施、政策ガ

っている研究会（My 塾）の成果をまとめた

バナンス、政策評価などの領域への広がりがみ

ものになる予定です。政策評価は「結果や成

られ、それぞれの分野での深化も見て取れます。

果」を測定することだけでなく、政策の構造・

つまり、現在の問題関心は、公共政策学の成

理論（セオリー）や実施プロセス、実施の効

果を摂取しながら、社会政策あるいは福祉政策

率性も評価の視点に含む、とのことで、それ

の「政策研究（policy study）としての精緻化・

を踏まえた内容になります。
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４.私の研究活動のまとめ
2021 年８月末現在の私の研究アウトプット

タンスを 2 つのキーワードで表現すれば、

は、単著 2 冊、編著 5 冊、共編著 14 冊、監訳

①労使の努力による「産業民主主義」の実現

1 冊、共監訳 1 冊、共訳 7 冊、分担執筆 46、論

②労働組合に組織・包摂されない人々を対象と

文 81、口頭発表 67 です。図３は論文、分担執筆、

した「福祉国家」施策の充実

口頭発表の数を年ごとに示したものです。2007

といえます。

～ 2013 年、つまり私が 50 歳代半ばから 60 歳

この立場はある意味ではオーソドックスなも

代初めまでがいちばん「脂ののっていた時期」

のですが、しかし今日、①と②の両方ともが揺

に相当するようです。

らいできています。目標としてはゆるぎないも

図３

論文・分担執筆・口頭発表

のであってもその実現が難しくなっています。

20

しかも、
「産業民主主義」と「福祉国家」の対
象は、これまで、それぞれ別個のものとして隙

15

間なく接合されていましたが、近年その境界線

10

が不明瞭になるとともに両者のいずれにも包摂
されない層が拡大してきています。そうした層

5

に対して公共政策としての福祉政策は何ができ
1979
1981
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1987
1989
1991
1993
1995
1997
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2003
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2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019

0

論⽂

図３

分担執筆

⼝頭発表

るのであるかを問うこと、このことが私の研究
の過去と現在、将来をリンクさせるものである
と思っています。
私が福祉国家や福祉政策の横断的な国際比較

論文・分担執筆・口頭発表

研究に関心をもち始めた 1990 年代初めころは、

単著 2 冊はそれほど多いわけではなく、今ふ

まだこの分野の研究蓄積もそれほどなく、いわ

り返るともう 1 冊くらいの単著の上梓があるべ

ば手探りの形で進まざるをえませんでした。当

きだったとも思います。それに対して目立つの

該研究対象国の内発的な歴史的展開を踏まえた

は共編著の数の多さです。いろんな世代の研究

オーソドックスな海外研究との大きな違いでし

者との共同研究を数多くおこなってきたことが

た。当時、「色モノ・際モノ・光モノ」と称し

示されています。その他では、翻訳書の数が多

ていた所以です。しかし、その後、内外で国際

いことが特徴です。

比較研究は著しく進展しました。こうしたオー

私の研究上の基本的スタンスをこれまで明
示的に説明したことはありません。というより、
むしろそれを避けてきました。いま、基本的ス

ソドキシーへの発展という上げ潮の時期を共有
でき、その発展にいくぶんか貢献できたことは
研究者冥利にすぎると思っています。

脚注
１

田多英範（流通経済大学）、土田武史（早稲田大学）、野口定久（日本福祉大学）、阿部誠（大分大学）、沈
潔（日本女子大学）、朴光駿（佛教大学）
、王文亮（金城学院大学）の各先生、および、通訳・コーディネー
3
タとして大変お世話になった金成垣（東京大学）、于洋（城西大学）、李蓮花（東京経済大学）、朱珉（千
葉商科大学）のみなさんです。また、韓国の金淵明（中央大学）、洪ぎょん駿（成均館大学）、崔ヨンジュ
ン（延世大学）、中国の鄭功成（中国人民大学）、何文烔（浙江大学）、王海燕（瀋陽師範大学）の各氏に
も大変お世話になりました。記してお礼申し上げます。
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特集４

私の＜家族と労働の社会学＞研究を
振り返って
一橋大学名誉教授

木本

喜美子

はじめに
労働と生活の統一的把握？！

ける貧困」を研究課題として掲げていたが、20

私は家族研究と労働研究とをつなぎたいと考

歳代をもって貧困研究の枠から出ることにした

えて、研究への道に進んだ。学生時代に学んだ

ことである。当時の日本の社会学では、貧困

先達の研究では、働く人々の労働と生活をいか

研究は非常に限られていたため、指導教員は経

に統一的に把握するのか、そのトータルな把握

済学をベースとする貧困研究を渉猟せよと命じ

なくして人々の想いや気分・感情、意識を知る

た。その上で、社会学的なアプローチ方法を考

ことはできないのではないか、との問題提起が

えろと。江口英一氏らを中心とする実態調査に

なされていた。相互に閉じた領域であった労働

よる貧困研究はもとより、貧困化論、貧困化法

研究と家族研究とをつないでいくのは、なんと

則をめぐる理論論争についても文献を読みあさ

魅力的なことかと感じたのである。

った。その一方で、共同調査から得たデータを

そのためには机上の研究だけではすまないと

分析し、それらを「貧困」「貧困化」と関連づ

考え、1960 年代末から 70 年代にかけて北海道

けて説明を加えていくことに窮屈さを感じるよ

内を中心にさまざまな地域の調査研究を展開し

うになった。そこで思い切って、その枠をほど

ていた北海道大学大学院の故布施哲治氏の門を

いて、家族と労働とを結ぶ社会学的研究という

叩いた。そこでは、地を這うような実態調査を

意味合いを込めて、＜家族と労働の社会学＞を

重ねる研究スタイルとデータを掴み読解する執

私の専門領域だとして旗を立てることにした。

拗さとが、叩き込まれた。北海道の都市部はも
労働と生活をジェンダーでつなぐ

とより産炭地域、酪農や米作地域、漁業地域等
で生き抜いてきた人々に聞き取りするなか、労

その後、後述する 3 つの柱を追いかけて研究

働と生活の現実に向き合うことになった。厳し

を進めることになるが、そこではジェンダーの

い生活史を聞き取らせていただいた時には、無

視点を実証研究にいかに取り込むかが、不可欠

力感にさいなまれてただ呆然とするだけという

の検討課題となった。少なくとも 1990 年代の

こともしばしばだった。

初頭までは、ジェンダー視点を据えた実証研究

このようなスタートラインだったので、実態

が日本ではほとんど 見当たらなかった。もち

調査をベースとする実証研究こそが、私自身の

ろんその当時、社会学を中心にフェミニズム /

目指すべき方法となり、今日に至るもこの点は

ジェンダーに関する論考は活発に出されるよう

まったく変わりがない。ひとつ大きく変えたの

になってはいたが、その多くはセオレティカル・

は、学部および大学院当初から「現代日本にお

エッセイであった。それらの研究から大いに刺
− 20 −

激を受けはしたものの、私の研究にとってお手

献を読みつつ、日本の現状分析へのヒントを探

本となるような、実態調査やフィールドワーキ

る研究スタイルをとることにした。こうして家

ングにもとづく実証研究はほとんど存在しなか

族と労働とを、ジェンダー視点でつなぐ実証研

ったのである。そこで私は、研究方法上の示唆

究が、私の目指すところとなった。

を求めて英語圏、特にイギリスの関連分野の文

1. 大企業労働者の労働と家族に関する研究
トヨタ自動車ブルーカラー労働者と家族

避けて通ることはできないと考え、日本的雇用

＜家族と労働の社会学＞を切り拓こうとして

慣行と家族像そしてジェンダー規範との関連構

いた私にとって幸運だったのは、1970 年代後

造を把握することを課題として設定するに至っ

半からほぼ 10 年間、トヨタ自動車の労働者調

た。

査研究グループに参加できたことだった 1。そ
こでは私は、組み立てラインのブルーカラー労

「近代家族論」、そして「家族賃金」規範へ
この問題を考えるにあたって大きなインパク

働者と家族との関わりを捉えようとした。企業
2

社会論 においては、経営主導型の競争秩序に

トを受けたのは、「近代家族論」の問題提起で

おおわれた労働体制のもとで家族は過度の負荷

あった。西欧社会史研究、とりわけ家族史研究

を受けざるをえず、そのために崩壊の淵に立っ

の成果を取り込んだ落合恵美子氏による近代家

3

ているとの論調が中心的であった 。だが豊田

族論の提起は、女性抑圧の砦として、近代社会

市を歩きまわってインタビュー調査を重ねるほ

のなかで生み出された家族の歴史的役割を鋭く

どに、こうした把握はリアリティに欠けるので

問うものであった。「母性愛あふれる母、母を

はないかと考えるようになった。

慕う子、母子を毅然として統率する父」という

むしろ大企業労働者として相対的高賃金と手

近代家族像はたかだか 200 年内外の歴史しかも

厚い企業福祉に支えられて、家族の物質的基盤

たないこと、この近代家族が家族の外部で流通

は堅固であり、このことが、家族生活の安定性

する平等主義規範を「遮断する装置」としての

を支えていると捉えるべきではないのか。企業

役割を果たしたとの問題提起 4 は、当時の日本

社会と家族との関係を把握しようとする時、企

の家族研究にとって鮮烈であった。こうした提

業社会の論理の家族への浸透という局面のみな

起を受け、私は主として英語圏の家族史と労働

らず、家族の側に、夫・父親の苦患労働と引き

史に関する文献を読みこみ、近代家族論は、家

替えに企業社会が家族に付与する経済的恩恵

族の歴史変動を把握する視角をもたらし、今日

を歓迎するという、したたかな損得勘定が働く

に至るまでの変動過程を見通すことを可能なら

ことを見落とすことはできない。夫・父親たる

しめる点で大きな功績があると考えるようにな

男性は、厳しい交代制勤務への邁進によって家

った。

族に付与しうる物質的生活基盤を＜男らしさ＞

しかしさらに方法的に彫琢しなければならな

の発現として誇り、妻や子も、それによっても

い課題を残している、とも考えていた。落合氏

たらされる経済的安定性と豊かさを享受すると

による、日本の 1955 年から 1975 年までの 20

いう均衡関係が保たれているのではないか。日

年間を西欧近代家族とは区別される「大衆近代

本的雇用慣行と家族との複雑な関係に分析のメ

家族」の成立期と位置づけ、「ほとんどすべて

スを入れるには、性別分業 / ジェンダー視点を

の社会成員が近代家族に暮らしているのを前
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いられたのが、「家族賃金」である。これは労

提」とし、「主婦が自ら家事労働を行う」ライ
5

フスタイルをとるとする把握 は、日本社会の

働者階級が、妻の稼得活動を抑制し、家事に専

史的コンテクストに即して検証されているとは

念させることを生活向上のイメージとして抱い

言いがたいからである。この課題の追究は、後

ていたことを示すものである。「家族賃金」「男

述する第三の柱において、織物産地で働き続け

性稼ぎ主」という規範に関する研究がイギリス

てきた既婚女性に着目した研究によってなされ

において一定程度あり、また参照に足る労働者

ることになった。とはいえ日本に即した歴史的

階級の労働と生活に関する歴史研究の蓄積も、

検証にはいる前に明らかにすべきは、中産階級

日本の問題を考える上で有益であった 6。

において成立をみた近代家族モデルが、いかに

ただしイギリスにおいては家族賃金という考

して労働者階級に波及したのかをまずは問うこ

えは、賃上げ交渉で用いられたレトリックに過

とだと考えた。「大衆近代家族」や主婦自らが

ぎなかった。これに対して日本では、大企業労

家事労働を担うライフスタイルは、労働者階級

働者を中心として、賃金体系や福利厚生制度と

へのこのモデルの波及という前提なしには成立

いう物質的基盤に裏打ちされた形で現実化した

しえないからである。この前提を明確にする上

という点で大きく異なっていた。日本における

でイギリスにおける研究蓄積を踏まえて注目す

家族賃金のこうした現実化は、家庭内性別分業

べきだと考えたのは、
「家族賃金」という規範

のみならず職場内性別分業の構築の強度と深く

である。19 世紀末から 20 世紀初頭の労働運動

結びついており、今日の日本もいまだにこの影

において、男性の稼ぎだけで家族を養うに足る

響を引きずっている。

賃金を求める賃上げ交渉のレトリックとして用

２. 職務分離分析から労働組織のジェンダー分析へ
百貨店の職務分離分析

とづく事実発見から論じるのが基本スタイルだ

第一の柱に関する研究の目処がついてきた

った。ただしそこでは、男性のみに関心を払う

1990 年代初頭から、職場内性別分業の問題を

ためにジェンダー視点が欠如していた。したが

本格的に手がけることにした。日本における従

って私は、労働過程内在的にジェンダー関係が

来の女性労働研究に疑問を感じてきたことが、

形成され、また再形成されるプロセスを事例分

その背後にある。そこでは、労働過程に降りた

析から明らかにする研究を目指すことにした。

っての事実発見によってではなく、女性が出産

折しも、ジェンダーという方法に関する優れ

と育児を担うがゆえに低賃金で低熟練の職務に

た書物の日本語訳が相次いで刊行されたこと

固定化されることを、マクロな統計データから

は、方法論を吟味する上での大きな支えとなっ

説明を加える論考が中心であった。私は、家庭

た。とりわけイギリスの労働社会学者・ヴェロ

内性別分業を主動因として、労働の場における

ニカ・ビーチは、女性の家族責任から労働過程

女性の位置づけを読み取ろうとする研究方法自

の地位を読み解く分析は意味をなさないと痛烈

体に疑義を感じていた。またこうした方法は、

に批判し、職場の事例研究を、男女双方をたえ

当時の日本の（男性）労働研究の水準から大き

ず視野に入れて同一の枠組みで分析すべきだと

くかけ離れていたからでもある。労働研究では

提起した 7。彼女は病にたおれたために、お手

マクロデータの読解にとどまることはありえ

本となる分析を示してはくれなかったが、彼女

ず、個別企業や職場にまで降りた実態分析にも

のこの力強い提起から、自分自身が労働過程分
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析に入り込んでいく勇気をもらったと考えてい

ンタビューを依頼する店長の男女数を同数にす

る。

るというポリシーのもとでの全国行脚インタビ

そこで調査研究の対象として、小売業を選定

ューからつきとめたのは、男女間の組織内育成

した。女性顧客に大きく依存するこの業界で

の差異から生じるマネジメントスタイルの大き

は、女性労働への依存度が高く、女性労働の多

な違いであった。男性店長は概して、「怒鳴り

様なパターンが抽出できるのではないかと考え

つけ型」
「高圧型」スタイルをとりがちであった。

たからである。1992 年から、女性活用の経験

これは、同じタイプの男性上司のスタイルに学

をもつとの評価を得ていた百貨店Ａ社を対象と

び、そのもとでの自らの成功体験に裏打ちされ

して、人事部のインタビューと資料収集から着

ていた。またこのスタイルは、有無を言わさず

手した。そしてひとつのショップをフォーカス

即座に人を動かし、結果（数値）を取っていく

し、そこで働くさまざまな雇用関係のもとにあ

近道でもあった。これに対して店長として抜擢

る男女に集中的にインタビューを実施し、職務

された女性のほとんどは、店長に向けての系統

配分のあり方を捉えようとした。その結果、
「販

的な育成経路をたどってはおらず、したがって

売は女性、管理は男性」という著しく非対称な

マネジメントスキルを順当に習得する機会に乏

ジェンダー間の職務分離状況を浮き彫りにする

しかった。また男性上司の「怒鳴りつけ」スタ

ことになった。女性正社員は販売とその付帯業

イルに、反発しながら育ってきた人たちも少な

務という広がりのない職務を勤続年数が増して

くない。店舗経験がないまま、商品部からいき

も担い続けて、「飽き」と「虚しさ」につきま

なり店長にノミネートされた人もいた。こうし

とわれていた。これに対して男性正社員はチー

たなかで彼女たちは、店舗のことをよく知って

ムを組んで品出し、納品・返品作業、タイムサ

いる人たち、つまりは店舗のボトムにいる女性

ービスの企画・遂行等の下積みの仕事をこなし

たち（店舗人員のおよそ 65％を占める、店舗

た後、マネジメントの担い手になっていく。さ

移動・昇進のない一般職正社員とパート）に教

らにインタビュー調査内容をつき合わせていく

えてもらおうとの着想から、彼女たちにじかに

と、分離線が、正社員の男女間の職務分離の側

働きかける「ボトムアップ型」のスタイルを実

面にだけに引かれているのではないことが判明

践していった。「怒鳴りつけ」型とはちがって、

した。学歴、雇用形態、勤続年数の違い、正社

ボトムの人たちの納得とやる気に火を灯すアプ

員 / 非正社員との間に、他者と自己を分かつ入

ローチである。そのうちの一人が、2000 年の

り組んだ分離線が引かれていたのである。労働

最優秀店長賞を受賞したことから、男性店長と

組織内諸関係の複雑性に気づくことになった。

は異なる女性店長のマネジメントスタイルがＸ
社のなかで可視化され、広く認知されることに

総合スーパーの労働組織分析

なった。以来、「どうせお飾りだ」との言説は
フォーマルな場からは消え、「地下に潜る」こ

これをさらに深めるために、1970 年代に百

とになった。

貨店を抜いて小売業界の首位に躍り出た総合ス
ーパーに注目した。なかでも 1990 年代後半か

調査の遂行とともにリアルタイムで、組織内

ら「女性店長づくり」に積極的に取り組んでい

で「女性店長づくり」から生じた後もどりしえ

たＸ社を選び、労働組織内部の動的変容過程を

ない経験が重ねられていくさまを確認し、同時

探る研究に着手した。「どうせお飾りだ」「すぐ

にこれへのリアクションがさまざまなアクター

につぶれるさ」と男性店長がささやいていたに

の多様な受け止めを通じて生じ、組織が揺れな

もかかわらず、女性店長は一人として脱落せず、

がらうごめいていくさまを観察することができ

むしろ優秀な成績を収めて注目されていた。イ

た。このことは、トップダウンによる「女性店
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長づくり」は、マネジメントのオルタナティブ

に複雑な波紋を組織内に広げつつ男性中心主義

を知らしめた功績を有するが、しかしこれは、

へのチャレンジを促す波紋が生じていた。ジェ

従来の男性中心主義の組織構造をただちに変革

ンダー視点を導入したからこそ、こうした組織

しえないことを意味する。だが過去に流通して

内諸関係のリアリティに迫ることができたと考

いた「お飾り」言説は確実に死語と化し、さら

えている 8。

３. 女性たちはどこでどのように働いてきたのか
織物産地の女性労働者像

のまなざしのなか、彼女たちはそうした役割を

第三の柱は、上述した近代家族論を、日本の

引き受け、自分たちの働き方と生き方をつくり

史的コンテクストに即して検討することによっ

だしてきていた。夫婦のみで新婚期をスタート

て方法的彫琢を目指そうとする課題である。す

した場合、迷うことなく共稼ぎを選び、実質的

でにみたように大企業労働者家族においては、

な稼ぎ頭となって家計管理を担い、旺盛な消費

夫一人の稼ぎで家族を養うべきだとする規範

生活をリードしていった。未婚時に職場で培

が、これを現実化させる物質的基盤に支えられ

った「腕」を頼りとして、生活を築いていく推

て高度成長期以降普及していった。これに対し

進力を自覚しえた人々である。これに対して子

て中小企業労働者家族の場合は、耐久消費財を

育て期に三世代家族の「嫁」であった場合は例

とりそろえたライフスタイルにキャッチアップ

外なく、自ら稼いだ賃金の処分権をもたなかっ

することを目指して、妻の雇用労働者化の勢い

た。給料袋の封を切らずに義理の親に差し出す

が増していった。主婦化するマジョリティの動

慣行のもと、わずかな小遣いをもらう生活であ

向はたしかにドミナントではあるが、そこに注

ったからである。「小遣い千円もらって人格が

目するだけでは不十分である。これとは明らか

あるわけでない」が、「会社では腕がよければ

に相反する雇用労働者化の動きも堅調な増勢を

難しい仕事を回してもらえる」として、仕事能

みせてきており、これを視野に入れなければ、

力の涵養に励む人々が少なからずいた。賃金が

やがて後者が前者を大きく凌駕していった歴史

本人に帰属しないがゆえの「惨めな悲しい気持

的変動過程を見通すことはできない。

ち」を前向きな方向に転轍し、やがてやってく

そこで戦前期からの絹織物産地が、戦後期に

る家計管理の世代交代期を誇り高く待ったので

も既婚女性を主要な労働力として求めた点に注

ある。職場空間が、夫婦家族の妻、三世代家族

目し、2007 年から福島県川俣産地、2010 年か

の嫁の双方にとって大きな意味づけを与えてい

ら福井県勝山産地を対象とする共同研究に着手

たことを知ることができる。

した。具体的には、高度成長期をはさんで結婚・

ここには、既婚女性が働かずに専業主婦にな

出産しつつ継続的に就労してきた織物業女性の

ることが望ましいとする近代家族規範の片鱗さ

生きた軌跡を追うことを通じて、職場と家族と

えも見いだすことはできず、むしろ働き続けるべ

地域がいかに関わり合っていたのか、保育所や

き存在として自他ともに認知する姿があった 9。

労働運動の動向をも見据えて、継続的就労を支

近代家族モデルの影響とは無縁の地域がたしか

えた地域的基盤を多面的に把握することに主眼

に存在しており、繊維産業以外の事例研究をみ

をおいた。

ても同時代に、そうした地域が一定の広がりを

両産地ともに、地域労働市場が既婚女性の継

もって存在していたことが確認できる 10。主婦

続就労を求め、共稼ぎを当然とする地域と家族

化と共稼ぎ化のせめぎ合いが、高度成長期およ
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びそれ以降にもあったとみなければならないだ

いた。自らもまた共稼ぎの担い手でもあった女

ろう。

性教員は、主婦化を強調する家庭科教科書を手
にしつつ、いかなる教育実践を行っていたのだ

そして、いま、コロナ禍で・・・

ろうか。さまざまな諸関係の入り組んだ磁場と

さて現時点の私は、引き続き福井産地の調査

して教室を位置づけ、そこでの諸関係の内実を

に取り組んでいる。この地域で継続就労してき

探ることによって、教育界における上からの主

たもうひとつ典型たる女性教員を新たに取り上

婦化の推奨と共稼ぎ家族の実体的増大とがいか

げ、織物業女性との比較検討を行っている。教

にせめぎ合っていたのかを捉えたいと考えてい

育界では高度成長期に、女性は主婦となって家

る。ただコロナ禍で調査活動自体がたいへん難

庭責任を果たすべしとの考えが強化され、こと

しかったため、ここ数年はのろい歩みにならざ

に家庭科教育においてそれが顕著であったと言

るをえなかったが、何らかの見通しを掴むまで

われている。だが女性教員が教室で出会う子

はあきらめたくないと考えている 11。

どもの背後には継続就労の母親が多数存在して
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リサーチファイル

三島由紀夫が書かなかった「近江絹糸争議」の謎に迫る
【第20回】大阪（1）

武庫川女子大学 経営学部

第4回

教授

本田

一成

「まるで子供ばかりやナ」。大阪本社前で座り込み

史』で進行を確認しながら、全国紙や週刊誌の関連

を続ける近江絹糸の新組合員をみて、通行人は異

記事も加味して構成する。一種の争議カレンダーづく

口同音にこういって通り過ぎる。連日新聞紙面を派

りである。

手な闘争記録でにぎわす大争議だけに、人々は闘う

さっそく大阪の動きから見よう。
「大阪からはじまっ

組合員のあまりの若さ、稚さに驚きもし、呆れもして、

た近江絹糸争議」
とよく言われる。大阪本社の幹部

このような嘆声を発するのであろうが、若いのは組

候 補 社員たちが決 起した争 議に焦 点が当たりがち

合員
（全従業員平均年齢17.6歳）
だけではない。こ

であるが、直後の岸和田工場労働者たちの蜂起を

れを指導する組合幹部もみな若い。十代から二十代

含めた大阪の争議がその本当の意味である。
このた

の青年、中には少年といってよいものもあり、争議と

め、本社と岸和田を追う。

なってから初めて六法全書をひもとき、労働運動の
イロハは勉強したという支部長もいる。
（『朝日新聞』

２．
1954年4月

1954年6月18日付）

1953年末～ 1954年春：
1954年5月25日の労組結成に先立ち、全繊同盟

１．
近江絹糸争議の発生と経過

は長年の不首尾に区切りをつけるべく、猛然と労組

本シリーズ第1回で予告したように、今回から第2編

結成に動いていた。3月初旬、近江絹糸の彦根、岸

に移る。各地で発生した近江絹糸争議を現地の視

和田、大垣の各工場で、民闘（全繊同盟近江絹糸

点から描く。いわばこの現地リサーチは『写真記録』

民 主 化 闘 争 委 員 会）の活 動が暴 力 行 為で妨 害さ

の制作に着手してから同時にこなしていた。改めて

れ、殴打事件が続発した。大垣工場では岐阜県支

ノートを引っ張り出してみると、新しい発見もある。

部書記長河合秀男が負傷したことを問題視し、県内

はじめに各地の労組の結成と争議に比重を置い

で近江絹糸糾弾大会を開いた。

て時系列で描写し、次に中労委あっせんの労使受

民闘は3月中旬頃から、表向きは各工場へのオル

諾までの経過、
さらに企業防衛闘争の時期をみる。

グ活動を継続しながら、非公然に近江絹糸本社へ

最後に会社側の観点による争議を追加する。会社

のオルグ活動を開始した。本社オルグの責任者は大

側が言い募る独 善に満ちた争 議の内 容こそが、近

阪 担当の竹 内 文 義、現 場 担当者は前 田 豊 一の大

江絹糸人権争議の最大の謎であり教訓かも知れな

阪府支部コンビであった。

い。

前田は前年1953年末に、近江絹糸本社の若者

多くの文献が依拠する全繊同盟『近江絹糸大争

たちが会社に膨大な不満をため秘密裡に進めてい

議の経過』およびオーミケンシ労働組合『労働組合

た労組結成の動きを知ることとなった。会社出入りの

30年史』
を主に使用し、
また労働省『資料労働運動

業者が総同盟の労組経験者で、前田にそれを伝え
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5月27日：

たことで、業者に扮して寮に入り込み、若者たちと接
触して確証を得たのである。前田の行動に驚愕し事

大阪で民闘が開催され、各地の工場・営業所の

前発覚を恐れた若者たちは全繊同盟とのつながり

決 起 対 策と6月2日の総 決 起 大 会の実 行を確 認し

を絶つことを決断した。だが、徐々に計画が現実化し

た。

はじめると、全繊同盟の思惑との食い違いを残したま

委員長山口正義、書記長西田八郎、各地工場の

まで情報交換ができるようになり、接触をはじめた。
こ

責任担当者を配したこの時点の委員会名簿には、

の段階で民闘が本社オルグ活動を開始した。

書記として中岡長一、植村節の名前が入っている。
工場で虐げられ法廷闘争の当事者となったこの2人

1953年の時点で労組結成を目論んでいた若者た
ちとは1953年入社組で、やがて大塚敬三を中心に

も全繊同盟に加勢して人権争議を戦った。

まとまるようになった。大塚は、労組結成が相当の難
5月30日：

事となることを予測し、強力な中心勢力を形成するた

本社内で秘密裡に継続してきた準備活動では、

めに、1949年 入 社の渡 辺 三 郎、1951年 入 社の木
村進ら大卒の幹部候補者を有志に加えることに成功

係長クラスのほぼ全員と多数の男性社員の勧誘が

した。
その後も潜行活動を続けて仲間を増やした。

終わった。規約やスローガンなどの印刷も完了し、総

全繊同盟との最後の打ち合わせでは、労組結成

決起大会の待機状態に入った。
さらに、
この日が日曜

日は当初メーデーの5月１日とされたが、彦根工場女

日であることを利用し、旅館に約80人が集まり、議長

性組合員圧死事件3周年の前日の6月2日に総決起

団の選出、議事進行、役員挨拶、
スローガン採択、労

大会を開催することを念頭に、5月25日に決定した。

組結成の宣誓など全繊同盟の指導による模擬決起
大会を実行した。

３．
1954年5月

４．
1954年6月

5月25日：

6月2日：

民闘が東京で緊急招集され、本社決起対策の準
備をはじめた。本社では結成潜行グループ約20人が

数日前連絡担当者へ秘かに手渡された「6月2日

近江絹糸労働組合を結成した。委員長の渡辺、書

夕、乗りつけたバスに全員乗車し、
日紡会館へ」
とい

記長の木村など19人の役員を選出し、全繊同盟へ

う最終指令が伝達されると、当日17:45に終業ベル

の加盟と会社に対する要求15項目を決定した。

が鳴るのを合図に一斉に帰り支度が始まった。無言

当初の要求案は、賃上げなどの労働条件を軸とし

のまま急いで外へ出ていき、バスに乗り込む。

た一般的な内容であった。だが、狡猾な会社側は賃

到着先の日紡労働会館で予定通り総決起大会

上げをいったん飲んでまた労組の切り崩しにかかる

が開催された。鐘紡労組のコーラス団の労働歌合唱

だろう。
こう読んで要求案に反対し、労働基準法違

で開幕し、開会は、渡辺の挨拶、木村の経過報告、

反や人権侵害に重点を移すよう主張したのは、長ら

全 繊 同 盟 加 盟の再 確 認 へと進んだ。全 繊 同 盟 側

く会 社 側と対 峙し、失 敗の中で会 社 側の手 法を見

は、副会長高山恒男、山口が挨拶に立ち、女性組合

抜いた西田八郎であった。
この判断が人権争議と呼

員代 表では大日本 紡 績 貝 塚 労 組の米 盛いそ子が

ばれる近江絹糸争議の性質を決定づけた。

激励の言葉を述べた。参加者は本社労働者の約8

渡辺は25歳であった。広島市生まれで、山口大学

割に相当する約150人であった。

へ進学して会計学を学び近江絹糸に入社した後は

何も知らされていなかった参加者たちは、巨額の

彦根にあった本社へ配属された。
そこで労働条件の

資金に関わる金庫番といえる計算係長の渡辺が委

みならず、最初の労組結成の動きと会社の労組潰し

員長と聞いて驚きの声を上げた。
この事実が厳重監

を見て、会社のひどさを痛感していた。

視下の労組結成の成功や、裏をかかれた会社側の
悔恨を物語っている。
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また要求項目について7項目を追加し、22項目とし

大 阪 担 当の 前 田、竹 内はじめ10数 人 のオルグ団

た。
さらに役員を8人追加した。最後に、大きな拍手を

へ、本社労組から平野実らが合流した。決起は6月4

受けた執行委員一楽チエ子が、

日13:45と決まった。

「・・・枚挙にいとまのない非人道的な抑圧の前に
6月4日：

遺憾ながらわれわれは屈服してきた。一万三千の同
志諸君、
目を開け。
そして聞け。格子なき牢獄に呻吟

計画通り13:45になると続々と前番の労働者たち

する過去の奴隷労働に終止符を打とう。解放の鐘を

が広場に集まり、約600人で、岸和田工場労働組合

高らかに打ち鳴らそう。
・・・」

の結成が宣言された。本社労組が出した要求22項
目を確認し、役員選出へ進み、園原健が委員長に、

と、労組結成宣誓文を読み上げた。一楽は、労組
結成日翌日の5月26日に勧誘され、毎夜続く秘密会

内山が書記長に就任した。後番の労働者たちは夕

と呼ばれる労組結成準備活動に参加していた。

刻に帝国産業へ集まって別途結成大会を開いた。
この日の参加者は合計700人超であった。

男性代表大塚敬三、女性代表安積佐和子の組

園 原は27歳、長 野 県 上 諏 訪 市 出 身で、1949年

合員意見発表に移った後、渡辺の発声による
「近江

長野工業専門学校卒業後に入社し、中津川工場を

絹糸労働組合万歳」の三唱で大会の幕を閉じた。

経て岸和田工場へ転勤してきた。他工場と異なり、
6月3日：

岸和田工場では最初から圧倒的多数が第二組合

近江絹糸労組の結成を受けて、中央本部は全繊

に入ったとされているが、
それは工員のことを指して

同盟都道府県支部と一体となって各事業所で一斉

いる。園原ら職員のほとんどは、第一組合員のままで

に労組結成を促す情宣活動に入った。

あり、園原は同僚の職員たちと袂を分かつことを決
断した。

午後になると本社では、要求書を社長実弟の西
村 貞 蔵 へ 提 出し、17:45からの団 体 交 渉を要 求し

大阪本社では、団交を申し入れたが会社側が拒

た。会社側は、社長夏川嘉久次が海外出張中のた

絶したため9:30に決 裂した。労 組は臨 時 大 会を開

め、西村はじめ4人の役員が列席した。要求は役員

催し、投票によりスト権を確立し、無期限ストへ突入し

がリレー方式で代わる代わる読み上げた。当初、余裕

た。投票結果は賛成129票、反対3票、白紙1票、委

を見せた西村が、西田の読み通りほとんどの要求項

任10票であった。
その直後から会社側の露骨な組合員に対する切

目を了承したが、全繊同盟への加盟では反対し、膠

り崩し活 動が始まった。組 合員の父 兄へ偽 電 報が

着状態となった。
それでも抱き込んで後日の切り崩しをねらう西村

打たれたことが発覚すると、本社労組は組合員全員

が態度を軟化させたところで、社長不在時の進行を

を本社から退避させた。女性組合員たちは寮に戻さ

嫌気した役員が割って入って決裂させ、団交拒否と

ず、東洋紡労組、大日本紡労組の労働会館に分宿

なった。全 繊 同 盟は『全 繊 新 聞』号 外を発 行し、総

させる措置をとった。

決起を宣言した。
岸和田工場では前日6月2日の総決起大会に参加
し、工 場に戻った内 山 輝 之が、中前 研 二、丹 波 徳、
園原健に労組結成を持ちかけ、労組結成に動きはじ

執 筆 者 の 本 田 一 成 氏による
『写 真 記 録・三 島 由

めた。やるからには絶対に成功させねば、
ということ

紀夫が書かなかった近江絹糸人権争議』
（2019

で合意して、徹夜で次々に労働条件に不平不満を
ためていた労働者たちの説得にかかる。

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.

一方、全繊同盟はこの日の夜に岸和田駅付近に
岸和田工場対策本部を設けて労組結成を急いだ。
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hondabooks@gmail.comまでご請求ください。

ないとする。
「新しい資本主義」のへの批判
一方、山崎元(経済評論家)「岸田首相の「新しい資本
主義」がキモいとしか言えないこれだけの理由」
（『ダイ

2021

アモンドOnline』2021年10月20日）は、自由民主党の総
裁が日本に「新自由主義」
というレッテルを貼り、意見を言っ

第10回：新しい資本主義

た気分になる精神構造を不気味だとする。
そのうえで、
「成
長と分配の好循環」に中身がないとする。
さらに、首相就任

中央大学経済学部

准教授

松浦

司

前に強調していた金融所得課税の見直しは、株価の下落な
どもあり一転して封印したように、実現性に対しても疑問視し
ている。
そのうえで、
２つの懸念を指摘する。
１つは、緊縮財
政への傾斜であり、
もう１つは金融緩和を古い資本主義だと
認識してしまう可能性である。
また、選挙公約のうち、
日本維
新の会が掲げた「年金保険料の無料化」を低所得者・現

2021年10月4日に就任した岸田文雄首相は「新しい資

役世代への効果が大きいと評価している。

本主義」の実現を政権の基本方針に盛り込んだ。首相は9
月の自民党総裁選に向けた政策集に「新しい日本型資本
主義」
という項目を立て、
この言葉を選挙戦のキャッチフレー

まとめ
「新自由主義からの脱却」や「成長と分配の好循環」は、

ズにした。
さらに、
「 新自由主義的政策を転換する」
とし、中
間層への分配を手厚くする
「令和版所得倍増」
を目玉に掲

狭くとると小泉政権以降、広くとると中曽根政権以降の規制

げる。高橋哲史(日本経済新聞社 経済部長)「岸田首相の

緩和や構造改革といった「改革」
というキーワードが、世論の

「新しい資本主義」とは何か」
（『日本経済新聞』2021年

支持を得られなくなったことを示唆する。
このことを明らかに

10月5日）は、岸田首相は、政府が経済に積極的に介入す

した点では、大きな意義があると考える。1990年代以降は自

べきだとするケインズ主義と対照的に、
自由放任や個人の自

民党だけでなく、多くの野党も構造改革や規制緩和を主張

己責任を強調する思想である新自由主義からの脱却を主

していた。今や多くの党が「改革」ではなく、
「 分配」を主張

張しているとする。新自由主義の脱却を意味する
「新しい資

するようになった。
このことは確かに新しい時代の到来を予

本主義」は、富裕層の富を広く国民に行き渡らせようとする

感させる。
ただし、以下の二点に注意が必要であろう。第一に、大き

世界的な潮流の延長線上にあるとみることができる。

な時代の転換を予期させるが、現段階では予期に過ぎな
い。自民党総裁選では、改革を強調していた河野太郎が党

「新しい資本主義」に必要なこと
仲正昌樹(金沢大学法学類教授)「岸田版「新しい資本

員票では圧倒していた。
また、同じく改革を強調している日本

主義」は本当に新しい？明確にすべき2つのポイント」

維新の会が衆議院選挙で大幅に議席を伸ばした。
これらの

（『ダイアモンドOnline』2021年10月25日）は、岸田政権

ことは、
「 改革」から
「分配」に時代が大きく変わったとするに

の「新しい資本主義」は「成長と分配の好循環」
を目的とす

は留保が必要であることを示唆する。第二に、仲正、山崎両

る。必要なのは、両者の好循環が普通の人間にイメージさせ

氏が指摘するように、
「 新しい資本主義」の中身が漠然とし

るための説明だとする。
そこで、
２つのポイントを指摘する。
１

ており、内実が見えてこない。
また、金融所得課税の撤回に

つは、資本主義における国家の役割を明確にすることであ

見られるように、岸田政権がどのぐらい信念をもって主張し

る。
「新しい資本主義」は開き直って官製資本主義的な方

ているのかも不明である。
「新しい資本主義」を装い、内実

向を目指すのか、金融所得税などの市場による干渉はあくま

は従来の自民党的な再分配の延命であると判明したら、簡

で例外的な対応であって、政府の役割を側面支援に限定

単に「分配」から
「改革」へ逆戻りするだろう。10月31日に行

するのかについて、説明することだ。
もう１つは、成長分野を

われた衆議院選挙でも、多くの旧来型の大物議員が相次

具体的に示すことである。具体的な成長分野が見えてこな

いで落選したことからも、
このことが示唆される。

い限り、一時的な賃金上昇や一時的給付金があっても
「成
長と分配の好循環」が生まれるほど消費が増加することは
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松浦

司（まつうら・つかさ 応用経済学）

正会員の議案書分析

議案書を読む（2020年・第4回）
早稲田大学社会科学総合学術院 教授

篠田

徹

【はじめに】
今回は、前回までとりあげてきたA産別の社会

部分もあろう。その意味で、以下では、A産別をひ

的な使命と役割について論じる。これから述べる

とつの例として、日本の産別の社会的な使命と役

ことは、この産別に限らず、企業別組合を構成組

割についての筆者の考えを示す。

織にする日本の産別に、大なり小なり当てはまる

【産別の構造的課題】
日本の産別は、いうまでもなく企業別組合の

メントを強める」まで、いろいろな選択肢がある。

連合体である。確かに、企業支部と産別本部で組

後者であれば、それは二つ目の道に近づく。つま

織を構成する欧米の労組も、その組織運営の実態

り、産別は企業別組合を構成組織にしたまま、社

は、企業支部への分権化が進み、日本の産別の組

会的な使命と役割を果たす。もちろん、これにも

織運営に近づいている部分もあり、この連載でも

さまざまな方法がある。

筆者はそうした見解を述べてきた。

これは議論する者の立場によって、価値判断の

とはいえ、やはり組合員と組合の関係における

伴う選択となるが、筆者は、それは当事者が決め

日本と欧米の産別の違いは明らかで、日本の産別

ることであり、その限りでは、外部の者があれこ

が、原則として企業別組合を通して、組合員と間

れ善悪や正誤を唱えるべきではないと考える。も

接的な関係をもつ構造は揺るがない。産別の社会

ちろんその選択を、外部が批評することは許され

的な使命と役割を考える時、この構造をどう考え

てしかるべきとは考えるが。

るかということが大事になる。

その上で、以下では、とりあえずさまざまな選

そしてここには、大きく二つの道がある。一つ

択肢のなかで、一定の方向性をとりあげ、日本の

は、欧米化である。つまり産別が組合員との直接

産別の社会的な使命と役割の具体策を列挙する。

的な関係を結ぶことである。ただそれにも、
「企業
別組合と別個に産別が直接組合員を組織する」か
ら「企業別組合の組合員に対する産別のコミット
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【単組と産別のハイブリッド化】
今回筆者が考察を試みるのは、社会的な使命や

研究で議論されたことのなかに、企業別組合員が

役割を発揮するモメントを増やす方向で、産別ア

もつ
「社員」
と
「組合員」の二重意識の問題があった

イデンティティの濃化とそれを構成する企業別

ことがある。そして、この二項は、かならずしも対

組合アイデンティティを相対化する、単組と産別

立的ではなく、双方とも強い意識をもつ社員であ

のハイブリッド化についてである。

り組合員をもつ企業の労使関係は健全であるとの

これは、端的にいえば、A産別の構成組織（仮に

結論に落ち着いた記憶がある。

α労組」としよう）の組合員が、自分たちのこと

この「企業人」と「社会人」の二項は、その言い換

を、
「α労組の組合員で、αはA産別に入っていま

えといってもいい。当時の企業別組合は、現在よ

す」と自己紹介するのを、
「A産別のα労組組合員

りも産別やナショナルセンター、ローカルセンタ

です」という言い方に、段々と変えていくという

ーとの関係をより濃密にもっており、そこから、

ことである。

いつも企業の論理と整合的であるとはかぎらな

これまでも、また現在でも、A産別関連の仕事を

い社会のそれを組合員に注入していた。これはま

したり集まりに行く機会が多いα労組の役員の

た当時の産別やナショナルセンター、ローカルセ

なかには、後者の自己紹介をする人も少なくない

ンターの論理が、当時の社会のそれとより強い共

だろう。ただ一般組合員となると、なかにはA産別

鳴関係をもっていたことを意味する。

加盟さえ知らない、場合によっては、聞かれて初

したがって、ここでいう「企業人」は、社会性が

めて自分がα労組の組合員であることを思い出

ないという意味ではなく、また「社会人」というの

し、あるいは気づく人もいないとはいえない。

も、勤める会社のことは考えないという訳ではな

こういった状況では、A産別のみならずα労組

い。それは意識の濃淡の違いの問題であり、優先

も、組合員へのアプローチを強める必要がある。

順位の相対的差異のことを指している。したがっ

ただそこにはおのずと分業と役割分担があり、そ

て、その関係は、時と場所が異なれば、おのずとそ

の案配次第では、各組合員の自覚のなかに、先の

こに多様性が生じ、両者のバランスのとりかたに

自己紹介の前者と後者の間のどこかに自分を位

もバリエーションがでてこよう。

置づけることもできてこよう。

そこに、今日の日本の状況をあてはめるなら

では、その分業と役割分担とは何についてか。

ば、これまで、とりわけこの十年ほど強くいわれ、

それは、難しく言えば、過去の経緯と未来への希

多くの人に共有されてきたことは、
「企業人」に傾

望をもつ、ぞれぞれかけがえのない個人であると

きすぎた組合員の意識の問題があったことは間

同時に、この世界で働く者の一人として、組合員

違いなかろう。したがって、この「企業人」意識に

が自己形成をはかるプロセスについてである。こ

傾いたそれを、良き「企業人」と「社会人」の関係に

れを、誤解をおそれず表現すればそれぞれの組合

戻すために、産別と企業別組合はどのような分業

員が、良き「企業人」と「社会人」の双方になるため

と役割分担ができるかということが考えられね

に、産別と単組はどのような分業と役割分担をす

ばならない。次にこれを、A産別の状況にできるだ

るかということに、ひとまず課題設定することが

け即しながら、もう少し具体的に論じる。

できよう。
かくいう筆者の頭のなかには、かつて労使関係

− 31 −

【ディマンドサイド・アプローチ、サプライサイド・アプローチ】
まず確認しておきたいのが、組合員の良き「企

けれども企業経営の方針や行動と働く人びと

業人」と「社会人」の二重意識の形成のための仕事

の意識や行動様式のなかで、長期雇用や集団的な

は、前者を企業別組合が、後者を産別が体現する、

成果配分の規範力が相対化されてくるにつれ、就

あるいは引き受けるといった固定的なものでは

労やキャリアのパターンの多様化がみられるよ

ない。むしろそれぞれの持てるリソースやアセッ

うになると、企業を越えた、能力向上やセーフテ

ト（資産）を生かして、分業と役割分担に柔軟に対

ィネット拡充の欲求や期待が、働く人たちの間に

応すればいい。

以前に増して広がる。この欲求と期待は、いわゆ

これを前提に話を進めるが、これは昨年の「議

る経済のグローバル化とデジタル化で、経済や生

案書を読む」でも述べたが、労働組合の世界にも、

活の先行き不透明感が深まり、またこの間の貧困

この四半世紀ほどの間に、二つのアプローチの潮

化と格差拡大のなかで、一層強まっている。

流変化が見られた。この二つとは、ディマンド・サ

そもそもディマンド・サイド・アプローチは、

イドとサプライ・サイドというアプローチであ

会社や政府にそれへの対応力があることを前提

る。

にする。従って経済の成長期や景気の好調な時に

前者は、賃上げを始め、自分たちの労働、生活

は有効だが、そうでない場合は難しい。また企業

条件の向上を、会社や政府に求めることに主眼を

間の支払い能力の違いが、労働条件の格差となっ

置く。後者は、自分たちの労働、生活条件を向上で

てあらわれるので、働く人たち全体の生活向上に

きるように、職業訓練や各種セーフティネットな

は、このアプローチを用いる条件が上記のように

ど、自分たちの能力向上の機会やそれを発揮する

限られる。さらにいえば、企業別組合に基づく日

機会の提供を、会社や政府に求める。別の言い方

本の労働組合では、これは基本的には会社頼みの

をすれば、困った時に会社や政府に要求するか、

意識を強めるため、
「企業人」意識を高めることに

困らないように会社や政府に要求するというこ

もなる。

とになろうか。

これに対して、サプライ・サイド・アプローチ

両者は、どちらか一辺倒に偏るものでもなく、

は、どんな人生を送りたいか、そのためにはどう

多くの国でも双方ともに見られるものであるが、

いう社会であってほしいかという、働く人びとの

近年欧米では、職業訓練や最低賃金など、サプラ

生き方・暮らし方についての想像力と創造力に関

イサイドの流れが、以前に比べて強まっているよ

わってくる部分が大きい。この点は、終身雇用と

うにみえる。

いう発想が象徴する、生き方暮らし方の多様性よ

日本の労働組合は、一つの会社に長く勤め、そ

り、その選択を減らして量的対価を求める先のデ

この生産性を上げその成果を配分し、その過程を

ィマンド・サイド・アプローチと比べると明らか

通じて、組合員の能力向上をめざすことを、企業

である。

別組合が追求したため、組合のアプローチとして

したがって、会社や政府の支払い能力以上に、

は、ディマンドが目立った。また政府に対しても、

この働く人びとの生活や社会に関する選好への

これを前提に、会社の足らざる部分を要求してき

選択的提示が求められ、働く人びとから選ばれる

たために、見え方としては、やはりディマンドサ

会社や政府になろうとする意思の強さが求めら

イドの性格が強まった。

れる。この場合、支払い能力や経済環境と無縁で

− 32 −

はないが、それらの短期的な変動も想定した上で

えば、
「社会人」の形成に力点が置かれ、
「企業人」

の、中長期的な制度構築やそれを通じた社会やそ

はこの「社会人」の枠のなかでの特色という位置

の構成員の形成への戦略的な思考というものが

づけになる。

大事になる。そしてここでは、先の人的類型でい

【A産別の社会的な使命と役割】
では、この二つのアプローチを使って、A産別の

みならず世界の多くの人びとの日常生活の豊富

社会的使命と役割、そしてこれを実現するための

化に果たしてきた大きな役割への再注目は重要

構成組織との分業や役割分担を考えてみよう。

である。このほかにも、日本の技術や販売を含め

まずA産別の主な役割は、良き「社会人」として

た産業や企業の発展に貢献した、サプライチェー

の組合員ならびに未来の組合員のための労働生

ン全体への目配りも大事である。

活条件の向上、これをもう少しその役割に即して

そしてA産別によるA産業発展のふりかえりに

いえば、生活機会の拡充とそのための能力向上と

とって不可欠なことは、そのなかにA産別と構成

してみてはどうだろう。これは、構成組織にはこ

組織が果たしてきた機能や役割を再解釈し再評

の面で何もすることがないという訳ではない。た

価することである。要は、A産業をそこに関わって

だ企業別組合である以上、やはりこちらの主な使

きたすべてのステークホルダーを含めて、棚卸す

命や役割は、良き「企業人」づくりの方に傾く。た

ることが、A産業らしい良き「社会人」とそれを育

だその場合、前述したように、その良き「企業人」

む社会のありようを考えさせることになろう。

とは、A産別が考える良き「社会人」を前提にする

ではその社会ののぞむべき社会のありようと

ものであり、その企業ごと、あるいは企業別組合

はいかなるものか。これについては、すでにA産別

ごとの進化やバリエーションという位置づけに

もまたそれが加盟する連合も、一定程度の具体性

なる。

とそれに対応する諸政策をともなって公表し、組

ではA産別は良き「社会人」をどう構想したらい

合員への浸透に努めているので、ここでは、それ

いだろうか。それはやはり、歴史的な発展をして

を前提に、もし付加するとすればという観点から

きた日本のA産業を総体として、日本社会のアセ

筆者の意見を述べる。

ット（資産）として、見直すことからはじまるだろ

今日、日本社会についてしばしば言及される、

う。この歴史的な存在としてのA産業というもの

多くの面でのダイナミズムや躍動感の減退は、生

のなかには、A産業を構成したそれぞれの企業が

活困難や人生選択の限界を所与のものとし、その

歩んできた経営や業種の多角化を含む道のりす

変更意欲の喪失や変更可能性への失望のために、

べてが含まれ、結果として、それはA産業を、産業

現状維持指向が強まり、結果として貧困、格差を

分類としてのA産業を越えて、より据え広がりの

含む問題構造の固定化と再生産が生じた結果で

あるものにしよう。それはまた、それぞれに異な

ある。

る仕方で地域とつながってきたものでもあろう。

もし、このいわゆる閉塞感とそれが横溢する状

そしてここで忘れてはならないのが、顧客や消費

況を反転させることが、日本社会の再活性化とそ

者の視点である。この点で、A産業が、日本列島の

れによる社会問題の解決やソーシャル・イノベー
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ションの創発を促すと考えるならば、そのポイン

る社会的な位置を有することを再確認したいが

トは、先の躍動感の減退の元凶ともいえる、変更

ためにしたことである。

可能性への失望と変更意欲の喪失を逆回転させ

つまり、日本の労働組合、とりわけ産別とそれ

ることであろう。

が構成するナショナルセンターやローカルセン

だとするならば、A産別に限らず、日本の労働組

ターの主な社会的使命と役割は、日本社会のダイ

合の社会的使命と役割はここにある。日本の労働

ナミズムの回復の原動力となる、人びとの「変え

組合の戦後八十年は、
「企業人」に傾き、社会への

る力」を再生する努力を、己が組合員からはじめ、

限定的コミットメントで組織維持をめざすこと

その対象を広げることにほかならない。

が多かったため、結果として、上記の生活困難や

そしてA産別は、これを棚卸したA産業の包括

人生選択の限界を所与のものとし、その変更意欲

的な文脈のなかで、この「変える力の再生」をいか

の喪失や変更可能性への失望に他とともに、その

にはかるかを考えることになる。この「変える力

責任を指摘される後半の四十年あまりと、
「社会

の再生」場所は、毎日の仕事の仕方やパートナー、

人」形成、とりわけその重要な資格とスキルを与

友人、家庭や地域との関係にはじまり、企業や産

え、生活困難や人生選択の限界を所与のものとせ

業のありよう、個々の職業能力の向上、良き社会

ず、その変更意欲を増進させ、変更可能性への希

を形成ための諸活動に関与するスキル形成、政治

望を養い、それをさまざまな集合行為を通じて実

参加の機会提供とそのためのサポートにいたる

感させ、この変化への意欲、実践、成果の好循環を

まで、数限りない。

もたらした点で、少なからぬ功績のあった前半の

くりかえしていうが、これらの役割は企業別組

四十年あまりとして総括することが出来る。

合に閉ざされたものではない。ただ分業や分担を

この総括は、前半を評価し、後半を批判するた

いうならば、これは第一義的には産別のそれと考

めにしたものではない。労働組合は、日本社会の

えるのが筆者の立場である。

ダイナミズムの帰趨に関与する力とそれができ
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いま労 働 政 策に何が求められているのか

か」のうち、2020年に出版された埋橋孝文編著『１ ど

（櫻井純理）
第１章

賃
 金――暮らすに足りて公正な
（熊沢透）

うする日本の福祉政策』に続く２冊目である。第１章か

第２章

労 働 時 間 ―― 労 働 生 産 性を上げ、雇 用に

ら第５章までが枠組みの提示、第６章以降が各論とい

結びつくか
（山縣宏寿）

う位置づけで、各章冒頭に「グラフィック・イントロダクショ

労 使関係――「労使協調」がもたらしたもの

ン」が設けられている。

第３章

複数章にわたる内容に１つだけ触れておくと、賃金

（山垣真浩）
第４章
第５章
第６章
第７章

人 的資源管理――人口減少社会における

上昇が失業の増加に結びつかないという点は第６章

人材の育成と定着（橋場俊展）

で最も説得的に展開されているが、第１章や第２章で

非 正 規 雇用――「働き方」による処 遇 格差

も言及されていることから、多くの執筆者にとって共通

と政策（金井郁）

の関心事であることが推察される。
それに関連して、第

最 低賃金制度の役割――貧困と雇用にお

７章では労働力不足対策と
「中小企業の経営環境と

よぼす影響（伊藤大一）

の関係」
（p.115.）
が指摘されている。
い。

経済の格差問題（永島昂）
第８章
第９章
第10章

以下では、各章の特徴を一言ずつ紹介しておきた

労 働力不足と中小企業――未解決の日本

序章で印象的なのは、簡潔な「労働政策の目的」の

複 雑化する外国人労働問題――階層化と
社会的統合（植木洋）

あとに置かれている表（資料序-1）
である。
そこでは、労

若 者の就職とキャリア形成――新規学卒労

働政策審議会とILOによる労働政策の区分が先行研

働市場は変わるのか
（平尾智隆）

究のテーマに対応して示されており、慣れない用語の

自営業の衰退と再生――雇われない働き方

参照に役立つ。
手堅い展開の第１章に「総理大臣が経営者団体に

をどう支えるか
（仲修平）
第11章 「 正 社 員 主 義」からの自由 ―― 労 組「ロー

（p.26.）が書き留められていることは、
リーマン・ショック

キョー」
とは
（本田一成）
第12章
第13章
第14章
第15章

対して 賃 上げを要 請 するという不 思 議なイベント」

地 方の若者の仕事に未来はあるのか――新

後、東日本大震災後、
そして民主党政権後の2010年

しい自営業とキャリアラダー
（阿部真大）

代の政治・経済状況を端的に表す描写といえる。
第２章には、冒頭に示される
「脆弱な労働時間の上

労
 働におけるジェンダー平 等 ――すべての
人が「活躍」できる社会へ（水野有香）

限規制＋低い割増賃金率→ジョブレス・リカバリー
（好

若
 者の生きづらさと
「ひきこもり」――社会的

況が雇用改善に結びつきにくい）」
（p.36.）
というテー

包摂への道筋とは
（白砂明子）

マが通底している。
また、長時間労働が生産性を「低下

雇 用保険と職業訓練――給付なき労働市

させる」
（p.42.）
という確認も重要である。
第３章 の「資 料3-2

場政策の内実（嶋内健）
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経 常 利 益と賃 金 の 動 向

（2015年=100）
とした指 数」と
「資 料3-3

資 本 金10

災の際の労組労供に関する調査結果も興味深い。

億円以上企業の配当金と社内留保の推移」は事態

第12章は前章と対照的に淡々と、地方の労働政策

の再認識に好適である。
また、企業別組合が「労使協

の一端として「①行政主導の自営業政策から住民主

力団体化」
しているという結論が興味深い（p.58.）。

体 の自営 業 政 策 へ、② 製 造 業 誘 致から
『キャリアラ

第４章の中心的な概念である
「リテンション・マネジメ

ダー』戦略へ」
（p.182.）
という２つの方向性を紹介して

ント」
（人材定着のための管理、RM）が、冒頭で紹介さ

いる。地域の労働市場をバランスよく構想するうえで欠

れている。労働移動支援助成金と職業能力開発促進

かせない視点である。
第13章では、構 造 的 問 題が、コース別 人 事 管 理と

法の齟齬（p.73.）は、第７章との関連にも関心を向か

税・社会保障制度という働き方の問題と、仕事と家事・

わせる。
第５章では基本的な情報と論点が順次提示される

育児の両立の難しさという２面から論じられる。
また、同

なかで、
たとえば2007年改正のパート労働法の規定に

一価値労働同一賃金の意義がジェンダー格差の文脈

ついて「国会審議を経ずに、研究会等で『均衡』概念

で述べられているが
（p.199.）、
これは2020年に続いた

の整理が行われ、
『日本型均衡処遇ルール』
といわれ

最高裁判決の考察に大いに役立つだろう。
第14章は「一人一人がミクロレベルで体現する他者

る考え方が整 理され」
（p.83.）たというように、政 策 決

との関係性」
（p.203.）
から出発し、実践例としての「信

定の具体的過程にも注意が促される。
第６章は、最低賃金の上昇が雇用にとって否定的

頼関係に基づく社会関係資本」
（p.212.）が論じられ

な効果を及ぼすか否かが整理されており、1954年の

る。公費の投入される事業の「即時的・表層的な評価

中央賃金審議会「最低賃金制に関する答申」の紹介

指標」の問題（p .211.）
はたしかに初学者にも知ってお

に立脚した温故知新の議論もある。
このテーマの学び

いてほしい。
最後の第15章がこのテーマであることに、本書の構

の格好の糸口である。
第７章では、中小企業と大企業について、
「1970年

成の妙が感じられる。
「市民の暮らしの安定が社会政

代半ば以降、賃金格差は再び拡大し、現在も改善され

策ではなく、ひとえに雇用に依 存してきた」ことによる

ていない」
（資 料7-2）
という点が確 認される。
また、経

「小さな労働市場政策」
（p.217.）
という問題提起がな

営 環 境の課 題 への言 及によって単 純な「生 産 性 向

される。
改めて強 調したいが、読むほどに興 味 深い本であ

上」論に一石が投じられている。
第８章は、おそらく理解の壁になりやすい在留資格

る。編者も含めて16人の執筆者の問題意識に触発さ

が、冒頭で階層性をもとに整理されており、参照しやす

れつつ、初学者と同様、提示された情報と論点につい

い。主に「1990年体制」
（p.123.）後の経緯を解きほぐ

て思考を深めたい。

すことに重点が置かれている。
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主要経済労働統計
p：速報値
（preliminary）

年 月
2017
2018
2019
2020.7
8
9
10
11
12
2021.1
2
3
4
5
6
7

前月比(%)
前年同月比(%)
資料出所

職業紹介

万 人

万 人

千 人

5,460
5,936
6,004
5,942
5,946
5,961
5,998
6,017
5,984
5,973
5,983
5,967
5,945
5,950
5,980
5,992
0.2

190
166
162
197
206
210
215
195
194
197
194
188
209
211
206
191
− 7.3

2,696
2,780
2,737
1,959
1,967
2,009
2,097
2,116
2,095
2,112
2,170
2,244
2,167
2,098
2,119
2,121
0.1

0.8

− 3.0

総 務 省
労働力調査

倍

円

1.50
1.61
1.60
1.08
1.04
1.03
1.04
1.06
1.05
1.10
1.09
1.10
1.09
1.09
1.13
1.15
1.8

8.3

6.5

厚

前月比(%)
前年同月比(%)
資料出所

103.1
104.2
101.1
86.6
88.3
91.6
93.5
94.2
94.0
96.9
95.6
97.2
100.0
93.5
99.6
98.1
− 1.5
13.3

100.6
104.6
109.6
127.8
124.7
119.5
115.3
114.2
114.3
108.7
109.8
110.0
107.4
108.8
108.5
109.6
1.0

− 14.2

102.3
103.1
99.9
81.9
84.5
88.8
93.2
91.9
92.7
95.7
93.0
98.2
99.3
92.5
98.2
94.9
− 3.4
15.9

経 済 産 業 省

100.6
100.8
99.9
102.3
84.5
83.3
83.8
87.4
171.2
84.4
82.6
87.8
86.7
85.0
137.1
114.6
− 16.4

0.6

生

職業安定業務統計

（ ）（

2010＝100 時 間

316,966
323,553
322,612
368,756
273,243
269,323
270,381
280,460
547,612
271,761
265,702
282,898
278,680
273,915
442,821
371,141
− 16.2

生 産 生産者 稼働率 機 械
製品在庫 指 数 受 注
指 数
率指数 製造 船舶・電力
年 月
（鉱工業）
（鉱工業） 工業 除く民需
2015＝100 2015＝100 2015＝100 億 円
2017
2018
2019
2020.7
8
9
10
11
12
2021.1
2
3
4
5
6
7

r：訂正値
（revised）

税込現金 実質賃金 総実労 消費者物価指数 全国勤労者世帯家計
給与総額 指
数
C.P.I
収支（168都市町村）
雇 用 完 全 月 間 有効求人
働時間
有 効
東京都 全国167
実支出
（全産業）（全産業） 区 部 都市町村 実収入
労働者 失業者 求人数 倍 率 （全産業）
労働力人口

労

12.0

働

2020＝100

143.4
142.2
139.1
140.2
128.8
135.9
141.1
138.1
136.9
128.5
130.8
138.2
143.4
129.9
140.7
140.1
− 0.4

98.2
99.1
99.9
99.8
99.9
99.6
99.3
99.7
99.8
99.8
99.1
99.5
101.4
101.7
99.5
99.8
0.3

− 0.1

− 0.4

省

総

毎月勤労統計調査

）

工 作 建築着工 企業倒産
機 械
総 計 負債総額
受 注
総 額 （床面積） 千万以上
100万円 1000㎡ 件 数

（

101,431 1,645,554
105,091 1,815,771
104,323 1,229,900
7,513
69,788
7,525
67,980
7,193
84,099
8,425
82,211
8,368
88,680
8,809
99,057
8,417
88,627
7,698
105,593
7,981
127,876
8,029
123,974
8,657
123,936
8,524
132,081
8,597
134,983
0.9

2.2

14.4

93.4

134,679
131,149
127,555
9,702
9,414
10,068
9,613
9,371
9,179
8,377
8,595
10,435
10,536
10,422
10,850
10,664

）

8,405
8,235
8,383
789
667
565
624
569
558
474
446
634
477
472
541
476

− 1.7

− 12.0

9.9

− 39.7

内閣府 日本工作 国土交通省 東京商工
機械受注統計調査 機械工業会 建築着工統計調査 リサーチ
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98.6
99.5
100.0
99.9
99.8
99.5
99.3
99.8
99.8
99.9
99.1
99.4
101.4
101.7
99.5
99.7
0.2

− 0.3

務

省

円

円

533,802
558,718
586,149
685,717
528,891
469,235
546,786
473,294
1,045,032
469,254
535,392
484,914
543,063
489,019
904,078
668,062
− 26.1

412,462
418,907
433,357
412,666
397,069
392,410
403,345
394,705
513,155
382,942
370,806
435,667
441,922
438,834
460,532
432,307
− 6.1

− 2.6

4.8

総 務 省
家計調査

貿易統計
輸出
78,286,457
81,478,753
76,931,665
5,369,179
5,233,105
6,054,141
6,565,808
6,113,557
6,706,664
5,779,567
6,038,238
7,378,264
7,180,549
6,259,859
7,222,039
7,356,045
1.9

37.0

輸入

差引

百万円

75,379,231
2,907,226
82,703,304 − 1,224,551
78,599,510 − 1,667,845
5,362,105
7,074
4,988,730
244,375
5,370,395
683,746
5,696,655
869,153
5,757,770
355,787
5,961,950
744,714
6,106,730
− 327,163
5,826,498
211,740
6,720,442
657,822
6,931,777
248,772
6,453,267
− 193,408
6,843,104
378,935
6,920,203
435,842
1.1

15.0

29.1

6061.2

財 務 省
貿易統計
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特集テーマと執筆者一覧
１月号
（通巻１１０６号）

［座談会］
2020年代の世界と運動の課題 ―労働および社会
の未来を語る
古賀 伸明（連合総合生活開発研究所 理事長）
本山 美彦（京都大学名誉教授・国際経済労働研究所 所長）
安室 憲一（兵庫県立大学・大阪商業大学名誉教授・
国際経済労働研究所 常任理事）
板東
慧（国際経済労働研究所 会長）

２月号
（通巻１１０７号）

2021春闘方針
［インタビュー］ 相原 康伸氏（連合 事務局長）
「コロナ禍のもとでの春闘の課題」
高木 郁朗（日本女子大学名誉教授）

３月号
（通巻１１０８号）

トランプ現象とはなにか ―比較労働政治研究からの一考察―
篠田 徹（早稲田大学社会科学総合学術院 教授）

４月号
（通巻１１０９号）

2021春闘 成果と今後の課題
（前編）
「2年目のコロナ禍春闘をふりかえる」
高木 郁朗（日本女子大学 名誉教授）

９月号
（通巻１１１３号）

2021春闘 成果と今後の課題
（後編）
「2021春季生活闘争を振り返って」
冨田 珠代（連合 総合政策推進局長）

［産別組織インタビュー］
古川
大 氏（UAゼンセン 書記長）
中澤 清孝 氏（電機連合 中央執行委員長）
中井 寛哉 氏（JAM 書記長）
津村 正男 氏（基幹労連 事務局長）
小山 貴史 氏（生保労連 中央書記長）
北野 眞一 氏（情報労連 書記長）
佐藤 宏哉 氏（フード連合 事務局長）
石川 聡一郎 氏（サービス連合 事務局長）

10月号
（通巻１１１４号）

産別トップに聞く 運動・産業を取り巻く現状と今後の展望
松浦 昭彦（ＵＡゼンセン 会長）
髙倉
明（自動車総連 会長）
川本
淳（自治労 中央執行委員長）
神保 政史（電機連合 中央執行委員長）
安河内 賢弘（ＪＡＭ 会長）
神田 健一（基幹労連 中央執行委員長）
増田 光儀（ＪＰ労組 中央執行委員長）
松岡
衛（生保労連 中央執行委員長）
清水 秀行（日教組 中央執行委員長）
坂田 幸治（電力総連 会長）
野田 三七生（情報労連 中央執行委員長）
難波 淳介（運輸労連 中央執行委員長）
酒向
清（ＪＥＣ連合 会長）
伊藤 敏行（フード連合 会長）
境田 道正（損保労連 中央執行委員長）

大人の発達障害 ―職場におけるダイバーシティーを考える―
「発達障害と就労をめぐる現状と課題」
梅永 雄二
（早稲田大学 教育・総合科学学術院 教育心理学専修 教授）
「大人のＡＤＨＤと認知行動療法の実践」
中島 美鈴
（九州大学人間環境学研究院 / 肥前精神医療センター）

11／12月号
（１１１５号）

私の社会政策、労働問題研究を振り返る
「私の労働問題研究を振り返って」
石田 光男
（同志社大学名誉教授）
「私の労働問題研究を振り返って：
『同一価値労働同一賃金』
研究に到達する」
遠藤 公嗣（明治大学名誉教授）

５／６月号
（１１１０号）

議案書を読む −正会員の議案書分析−
「連合を読む」
篠田 徹（早稲田大学社会科学総合学術院

８月号
（通巻１１１２号）

教授）

７月号
（通巻１１１１号）

コロナ禍における介護労働
「コロナ禍で再認識された介護人材確保の重要性とその課
題―高齢者支援を中心に―」
森 詩恵（大阪経済大学 教授）

「私の社会政策・社会保障研究を振り返って」
埋橋 孝文（同志社大学社会学部教授）
「私の＜家族と労働の社会学＞研究を振り返って」
木本 喜美子（一橋大学名誉教授）

「コロナ禍以前から続く介護職員の不足を考える 」
川口 啓子
（大阪健康福祉短期大学福祉実践研究センター センター長）
［インタビュー］ 日本介護クラフトユニオン

− 38 −

Project News
研究プロジェクト概要と各回のテーマ・報告者
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。労働界からは、連合のほか、産業別組織を中心に12組織の参加を得て、各回で議論が深められた。
日 程
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）

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7回 2019年12月24日
「AI時代の労使関係～どう捉え、
どう対応するか～」
山田 久 氏
（日本総合研究所 副理事長）

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8回 2020年9月18日
「ＡＩ社会実装の最前線：AI、5G、
クラウドとの融合」
入江 満 氏
（大阪産業大学工学部 教授）

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9回 2020年12月24日
「信頼される社会―情報の正しい蒐集・分析・発信、
ブロックチェーンに
期待―」
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）

主査：八木

第10回 2021年4月27日
（本回をもって終了）
ラップアップ・ミーティング

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」
として発信している。
日 程
〈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）

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）

Information
次

号

予

編集後記

告

・特集予定テーマ

本号の特集では、労働問題・社会政策研
究の錚々たる研究者の方々からご寄稿いた

特集１ 労働および社会の未来を語る

だきました。私が大学生の時に労働やジェン

古賀 伸明氏
（連合総合生活開発研究所 理事長） 本山 美彦氏
（国際経済労働研究所 所長）
板東 慧氏
（国際経済労働研究所 会長）
安室 憲一氏
（国際経済労働研究所 理事）

ダーに関心をもつきっかけとなった先生もおら

特集２ 2021年衆議院議員選挙をどうみるか

います。

新川 敏光氏
（法政大学 教授） 稲増 一憲氏
（関西学院大学 教授）
篠田 徹氏
（早稲田大学 教授） 安 周永氏
（龍谷大学 准教授）
山本 耕平氏
（国際経済労働研究所 研究員）

お世話になり、
ありがとうございました。来年も

− 39 −

れ、
とても懐かしく、
また感慨深い思いがして
あっという間の一年でしたが、今年も大変
よろしくお願いいたします
（S）。

編集発行人
発行所

板東
公
益
社団法人

慧

国際経済労働研究所

2021 November/December

International Economy & Work Research Institute
大阪市中央区北浜東3-14 電話：06-6943-9490 FAX：06-6943-9540
振替 ００９２０−３−２５２５７

International Economy and Work Monthly

Vol.76 No.11・12
通巻1115号

Vol.76-11・12
No.1115
November/December. 2021

Review of My Research on Labor Problem

M.Ishida

Review of My Research on Labor Problem: Arrived“Equal Pay for Equal Work”Research
Review of My Social Policy and Research on Social Insurance
Review of My“Sociology of Family and Labor”

11 12

K.Endo

T.Uzuhashi
K.Kimoto

年間購読料 15,000円（送料込）
定
価 1,500円（送料別）

