特集―労使関係の再構築

―集団性を基軸に考える―

集団的労働紛争の低下傾向が続く一方、個別労働紛争は増加の一途をたどっている。本来、労働紛争に対応すべき労働
組合だが、組織率・活力の低下で、個別化・複雑化する事案に対応しきれない現実がある。こうしたなか連合は、
「従業
員代表制を法制度化し、職場に集団的労使関係を再構築する」との方針を掲げた。個別化が進行するわが国の労使関係
は、どのような再構築が求められるのか。座談会と論文で今後のあり方について、また、政権交代を踏まえた政策の意
思決定過程における労使の役割などについて考える。

今後の労使関係のあり方、

存在しない状態なので、政策研究機関
としては個別労使紛争をテーマにして
いるということです。ただ、個別紛争
の事例を見ると、大変おもしろいファ
クトファインディングがたくさんあり
まして、これは、別の機会にお話しし
たいと思います。ただその中で、本来
集団的労使関係の枠組みの中で解決し
ていくべき問題までが、個別労使紛争
として現れてきているのではないかと
いう印象も持っています。いわば、こ
れまで明示的には存在しなかった集団
的労使関係政策が、そろそろ求められ
る時期になりつつあるのではないかと
いう問題意識があります。
こうしたなか、連合が一〇月に決め
た向う二年間の運動方針の中で、集団
的労使関係の再構築という言葉が入っ
ていました。これは、大変、意義深い
こ と だ と 思 っ て い ま す。 今 日 の 主 要
テーマは、集団的な労使関係をいかに
再構築していくのかになると思います
が、その前段階として、なぜ今に至る
まで、個別化、個別化といわれてきた
のかを振り返っておきたいと思います。
一つは、非正規化が進んできたこと
です。日本の労働組合の現状からする
と、非正規はほとんど組織化されてい
ない。そうすると、どうしても個別化
する。一方、正規の中にも人事処遇制

方向性を考える

司会 白井泰四郎先生（法政大学名誉
教授）が書かれた『労使関係論』とい
う教科書の冒頭に一九九六年の時点で
す が、 こ う 記 さ れ て い ま す。「 バ ブ ル
崩壊以降、企業のリストラが進み、日
本的雇用慣行が崩壊すると言われてき
たけれども、労使関係の持続的な安定
に 揺 る ぎ が 見 ら れ な か っ た 」。 し か し、
それ以降の展開をみますと、揺るぎが
見られなかったとは言い切れないと思
います。その後、個別労使紛争が急激
に増えるなど、非正規雇用の増大も相
まって、とくに集団的労使関係の分野
については、動揺が見られます。そこ
で、本日の座談会では、日本の特徴で
ある企業別労働組合を前提とした労使
関係の変化と今後のあり方をテーマに
いたします。ただし、政権交代という
変化もありましたので、座談会の最後
で、「 政 策 決 定 過 程 に お け る 労 使 の 役
割」というテーマも盛り込みました。
それでは、最初に労使関係が変容し
た背景にある個別化の現状と課題に焦
点を当てたいと思います。
濱口 今、わたしはＪＩＬＰＴで個別
労使紛争の実態を研究しています。現
在、集団的労使関係についての政策は

１．労使関係個別化の現状と
課題

座談会
連合ＨＰから（日本経団連との定期懇談）
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度として、成果主義が入り、処遇が個
になっていないところも多く、とりわ
展している部分は、そこをより強化す
別化していき、集団的な枠組みで解決
け労働組合、労使関係のないところと
べきですし、逆に、職場、組合員の実
しきれないことがでてきた。そういう
の差というのが、年々開く一方なので
感として、そこがきちんと伝わってい
問題をどう解決するかという観点から
はないか。格差が拡大しているといわ
るかどうかの点検も必要です。片や労
も、論点が個別化に向かってきたと思
れますが、この点が大きいと感じてい
使関係のない世界をどうやってなくし
うんですね。ただ、やや行き過ぎたの
ます。
ていくかも含めて、日本全体の労使関
ではないかという感覚を持っています。
一〇月の連合大会でもこの点につい
係の再構築が必要ではないかという思
これは後で突っ込んだ議論になると思
て発言したわけですが、ほんとうの意
いを持ってプロジェクトに参画したつ
うのですが、二〇〇六年から〇七年の
味で格差縮小をやるのであれば、連合
もりです。
労働契約法の議論のときに、本来はも
としてもっと思い切った取り組みをや
経営側は労使関係の仕組みを重視
う少し集団的な枠組みで議論しようと
るべきなのじゃないかと述べました。
思えばできる、あるいはすべきだった
それと、連合結成二〇周年のプロジェ
荻野 濱口さんが触れられた労使関係
ものが、あまりにも個別的な観点のみ
クトの一員として、今後の中期的な課
の個別化に関してですが、省庁再編で、
で議論され過ぎたのではないか。実態
題について提言に関わったわけですが、 厚生省と労働省が合併したときに、労
として個別化の方向に行っているのは
労使関係の再構築については、いろい
政局がなくなりましたよね。あれはわ
確かですが、もう少し集団的な枠組み
ろな受けとめがあるのではないかと感
れわれから見ても衝撃的でした。それ
を考えなければならなかった。そこが
じています。先ほど触れたように、発
まで労政局長は事務次官になった人が
今、見直しの方向に向かいつつある。
ほとんど経験して
全体としてはそんな問題意識を持って
きたキャリアだっ
おります。
たのに、そのポス
トがなくなった。
格差拡大の背景に労使関係の有無が
世間的にも、集団
的労使関係の存在
感が薄くなってき
ていることを象徴
する事件だったと
思うんですね。た
だ、神津さんが言
われたように、話
し合いの仕組みが
できている企業で、
組合があって困る
とか、迷惑してい
ると感じている経
営者は、多分、あ
まりいないのでは
ないか。逆に経営
上の仕組みの一つ
司会 神津さんからは、現場での労使
関係の変化を踏まえて、問題意識をお
話しいただければと思います。
神津 私は企業別の労働組合から産別
を経験するなかで、手前味噌な言い方
になるのですけれども、春闘ではかつ
てのようなわかりやすいベアといった
成果はないけれども、まともな労使関
係のあるところでは、企業内の労働条
件や働き方とかの問題については、徹
底的に話し合って、成果を見出してい
る。あるいは、ベアではないけれども、
賃金改善という形で、財源投入を果た
している。こうした取り組みはずっと
続いており、むしろ私は発展している
と思っています。しかし、そういう形
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として重視している経営者の方が多い
わけです。もちろん、依然として労使
の交渉力の格差というのはあるわけで
すから、集団的な関係は労使が対等の
立場で労働条件を決定していくという
意味でも重要だと思います。それに加
えて、組織が大きくなり組織が細分化
する、また働く人が多様化していく中
で、コミュニケーションの一つのチャ
ネルとして労使関係は従来以上に重要
になってきているのではないか。ヤマ
ト運輸の小倉昌男さんとか、経営者の
方が書いた本を読んでも、組合が伝え
てくれる現場の情報を大切にしている
ことが多い。これはそれほど新しいこ
とではなく、以前からあるわけですが、
こうした集団的労使関係の意義を再評
価し、それをより生かし、広げていく
努力が政労使で必要なのではないか。
今はそういう局面かなと思っています。
司会 神津さんがおっしゃった労働条
件の格差に着目すると、労使関係が果
たす機能は大きいと思うのですが、今、
荻野さんがお話しになったように、コ
ミュニケーションという機能に着目し
た場合、ＪＩＬＰＴの調査でも苦情処
理的な機能を組合が果たせなくなって
きた。もちろん、非正規が増えたこと
が大きな要因かと思いますが、正社員
の中でもそういうような意見が出てき
ています。その点については、いかが
でしょうか。
神津 基幹労連では、意識実態調査を
何年かおきに実施していますが、職場
の役員に対する信頼感は、それなりに
高い数値が出ています。基幹労連とか
連合レベルになると、一般組合員から
の距離感は、残念ながらあるんですけ
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れども、それに比べて、支部の役員は
よくやってくれていると受けとめてい
る。ただし、世代が若くなるにつれて、
一般論としてですが、一人職場が増え
ていることもあり、コミュニケーショ
ンが苦手で、メンタルヘルスの問題が
増えるなど、コミュニケーション上の
問題を抱えている部分は、直視しなけ
ればならないと思っています。
濱口 私が今やっている労働局の個別
紛争の内容分析で、多くのケースは、
中小企業で、その大部分は組合のない
ところです。組合があるのに、きちん
と対応してくれないという形での問題
が、増えてきたという印象は、必ずし
もあるわけではない。一方、やはり人
事処遇制度が成果主義的になると、制
度導入に関しては組合が関わっていて
も、評価制度の運用面になると、組合
としてどう関与するのか、難しい面が
あるのではないか。

それから、仕事の仕方そのものが個
別化する中で、神津さんが言ったよう
なメンタルヘルスの問題が非常に増え
てきているわけですが、それに対して
個別の問題なのだから、個別のレベル
で対応する形だけでやっていくと、い
わば対症療法的になってしまうのでは
ないか。昔のまま持ち込むわけにはい
かないと思いますが、現在はかなり薄
れてきている集団性というのを、今風
にアレンジして、どう再構築していく
かが問われている課題ではないでしょ
うか。

２．非正規雇用に対する企業
内労使のアプローチのあ
り方
司会 労使関係論を押しのけるように、
人的資源管理や能力開発など、それこ
そ個別化の側面に着目した学問領域が
拡大してきました。集団的労使関係を
論ずる人たちも少なくなってきました。
こうしたなか、二〇〇八年秋のリーマ
ン・ショック以降、年越し派遣村が注
目された背景にある、非正規雇用の雇
い止めが相次ぎました。これに対する
マスコミなどからの批判は、正社員中
心の企業別労使は何もしていないし、
社会的な責任を果たしていないという
ものでした。今、改正労働者派遣法が
議論されておりますけれども、それ以
前に企業内でこの非正規問題をどうす
べきかについては、避けて通れない課
題になっています。企業別労使関係の
中において非正規問題にどうアプロー
チすべきだとお考えでしょうか。
神津氏

「労労対立」の固定化は避ける
べき
荻野 難問ですが、たとえば八代尚宏・
国 際 基 督 教 大 学 教 授 の 本（『 労 働 市 場
改 革 の 経 済 学 』） を 読 む と、 今 の 日 本
の労働市場、あるいは労使関係の中で
起こっている問題は、かつて言われた
ような典型的な労使の対決ではない。
むしろ正社員とそれ以外の非正規雇用
という「労労対立」であり、そこに基
本的な問題の構図があるという分析を
されており、鋭いというか、ある意味、
今の世の中の気分をうまく表現してい
ると感心しました。
連合が数年前に連合評価委員会をつ
くって、有識者が提言をされています。
その提言のなかで、連合は企業横断的
な組織の連帯に手を打ってこなかった
が、今後はそれが重要だという提言が
なされていたと思います。
それはまさに八代教授の言われる
「労労対立」の図式を組織的に固定化
することになるでしょう。どちらがよ
り多くのものを取るか、向こうのもの
をこっちによこせという話をしても、
果たして問題の解決になるのだろうか、
と疑問に感じた記憶があります。たし
かに、もともと非正規雇用労働の方は
いわゆる正社員に較べて交渉力が弱い
でしょう。弱いから連帯するというの
はよくわかるのですが、連帯したとき
に、それが交渉力になるのかどうか。
Ａ社で働いている非正規の人とＢ社で
働いている非正規の人がと集まって、
経営者に団体交渉を求めてきても、そ
の企業の正社員の労組と較べてどのぐ
らいのインパクトを持って経営者が受

けとめるかというと、それほど期待で
きないのではないかという感想を持ち
ました。
もう一つは、八代教授や濱口さんの
最 近 の 本（『 新 し い 労 働 社 会 ―
雇用シ
ス テ ム の 再 構 築 へ 』） で も 書 か れ て い
ますが、
内部昇進、内部育成によりキャ
リアを形成し、能力を高めて生産性を
上げ、それに伴って賃金、労働条件も
上がっていく正社員の長期雇用の仕組
みを、景気変動などがある中で維持し
ていくためには、一定の非正規雇用は
必ず必要だということです。これは、
少なくとも各企業別労働組合のレベル
ではわかっているはずです。ですから、
企業内で正規雇用と非正規雇用の間の
コミュニケーションがあり、利害の調
整があって、それを経営サイドに働き
かける方が、交渉力という面では相当
優れているんじゃないだろうかと思う
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じゃないけれども、これがいちばん納
得できるという結論が出たのなら、そ
れは相当程度尊重されるべきだという
のは、全くそのとおりだと思います。
もし、これが分配の問題ならば、経
営者が取り過ぎじゃないかとか、株主
に渡し過ぎじゃないのかという問題意
識を当然、連合などは持っていると思
いますし、それはそれで大事だと思い
ます。しかし一方、個別労使のレベル、
現場レベルでは、正当とか不当とかい
う理屈ではなく、どうすればみんなが
やる気を出し、生産性を上げ、会社が
成長し、その結果、労働条件も上がる
のか、という経路のほうが大事なので
はないでしょうか。会社内の配分の問
題だけを見て、あっちが高過ぎる、こっ
ちが低過ぎる、だからこっちによこせ
と言う議論ばかり現場がしていても実
りは少ないでしょう。確かに非正規労
働の人は、そんなに難しい仕事をして
いるわけじゃないかもしれない。しか
し、こんなに賃金が少なく、正規とこ
んなに差があったらやる気がなくなる
し、仕事がうまく進まなくなるから正
社 員 も や り に く い、 会 社 だ っ て 困 る
じゃないですかと。そのくらいなら非
正規の賃金を少し上げて、みんなでや
る気を高めたほうが結局会社の利益に
もなりますよと、こういう議論を集団
的労使関係の中に期待したいわけです。
マクロ的、第三者的に見ると、こん
なに格差が大きいのはひどいじゃない
かという議論になりがちですが、当事
者の意識はたぶん違っていて、みんな
で頑張って全員の賃金が上がるのが一
番うれしいのではないか。当事者感覚
のある議論を通じて、経営も労働も、
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わけです。企業別のローカルの労使関
係の中にどうやって非正規雇用の利益
を入れていくのかということは、政策
的にもそうだと思いますが、労働運動
においてはたいへん大きな課題になる
のだろうなと考えています。
一方で、経営サイドもそれを受け入
れる度量を持つ必要があるわけです。
確かに非正規雇用は有期で、勤続が短
いことが多く、経営上のコミットも小
さいことが多いわけです。とはいえ、
多くの企業では無視して済ませること
はできないくらいにプレゼンスが高
まっているのではないか。ならば、組
合として、現状を把握した上で、正規
だけではない労働者全体の働き方、意
欲や生産性の向上など、非正規雇用ま
で含めて生産性運動の枠組みの中に持
ち込んでいくような努力をしていくこ
とが、労使双方にとって大切なことに
なるという印象を持っております。

ります。
のは当然として、それが不当な格差と
「労労の利害対立」をどうするかと
いえる状態になっているならば、その
い う の は、 次 元 の 違 う 話 が 若 干 ご っ
是正こそが、労働者の利益を代表する
ちゃになっていると思います。昔から
労働組合としての重要な課題でしょう。
言われている大企業の正社員と、中小
かつ、企業別に組織している労働組合
零細の人たちを云々という話について
としては、現場に近いレベルで何とか
は、確かにこれは企業別を超えた、産
することが求められている。
業別なり地域の運動をどうしていくか
とはいえ、ここの先が難しくて、い
という議論は必要だろうと思います。
わば長期的な雇用の中で少しずつスキ
しかし、今、問題になっている非正規
ルを身につけていく部分と、その反対
をどうするかという話は、むしろ企業
側にある短期的な市場の需給によって
レベル、あるいは職場レベルでの労働
やっていく部分をどう位置づけていく
組合が、職場に根ざした連帯によって、 のか。それをある程度認めたとしても、
それをどこまでカバーし、広げていく
どういう処遇の違いであれば認められ
かが問われているのではないでしょう
るのか。これは一つの価値判断で括る
か。今、目の前にいる非正規をどうす
というより、正規と非正規が「なるほ
るかというときに、企業別組合を超え
ど、我々の働き方からしてこれが正し
る運動とか何とかというのは、いささ
い」と思えばそれが正しいのだろうし、
か病気と処方せんが違うのではないか
「何で同じような働き方なのに、こん
という印象があります。職場レベルで、 なに格差があるんだろう」と思うとす
労働者のあり様にさまざまな差がある
ると、やはりそこは問題がある。そう
すると、結局、均等、均衡の問題にし
ろ、あるいは契約を更新したときの待
遇にしても、結論がどうあるかよりも、
それを導き出す枠組み、一種の手続的
な仕組みをどう確立していくかが、実
は最も重要な課題であるのではないか
と思います。

職場感覚で納得する議論が必要
荻野 濱口さんの言われていることは
とても同感するところと、少し違うな
というところがあります。労使で、あ
るいは労働者間で話し合って、お互い
に納得がいくやり方がいいんだよとい
うのは、全く同感です。外部からは矛
盾があるように見えても、労使や労働
者 間 で 真 剣 に 話 し 合 っ て、 一 〇 〇 ％

濱口統括研究員

「企業別超える」は処方箋が違う
司会 濱口さんからも、この点につい
ては、いろいろな論点があると思いま
すが。
濱口 できるだけ端的に申し上げたい
と思います。実は、私も八代教授の本
を最近読みました。処方箋としてはか
なり食い違うところもあるのですが、
認識論的な部分、あるいは日本の雇用
制度のあり方についての考え方につい
ては、結構共通するところがあります。
ただ、一番違うのは、八代先生は結局、
組合には何も期待していない。私は、
そこを担うのが労使関係であるべきだ
ろうと考えていますので、そこが一番
食い違うところではないかと思ってお
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正規も非正規も win-win
の関係にして
リア形成ができれば、当然、労働条件
している例もあります。その過程で、
入ってこないことがあるわけです。基
いくためにはどうしたらいいのかを考
も上がるし、雇用だって安定してくる
希望する人は正社員の登用試験を受け
本は雇用主との間での労使関係になる
える。それができるのは、やはりロー
こ と は 明 ら か な わ け で す。 そ う し た
て、合格すれば正社員になれる。企業
と思うんです。普通、労使関係の中で
カル、企業別労組だと思います。
キャリアをどうつくるかだと思います。 別組合も、二年目に入ると声をかけて
は賃金制度とか労働条件について、組
ナショナルセンターは、ローカルで
日本の場合、中途採用でも、一旦正社
組織化しようとするわけです。
合員の思いを代弁する立場で交渉する
やったことが全体に対して影響力があ
員になると、一生同じ仕事をすること
あるいは、いよいよ多数の雇い止め
ことが、もともと歴史的な出発点だと
り過ぎて、いくらなんでもそこまで自
はあまりない。正社員になれば、人材
が避けられないという状況になった際
思うのですが、しかし、今はその側面
由に自己決定されると周りに迷惑が及
育成が伴ってきて、場合によっては畑
に、仕事を通じて取得できる国家資格
だけでなくて、企業の今後の持続的な
ぶことがありそうな場合に、多少統制
違いの異動なども出てくる。しかし、
を取ってもらえるようにして、雇い止
発展ということにおいて、働く者のや
をすることは必要だと思います。しか
非正規の中でどうキャリアをつくって
め後の再就職に多少なりとも有利に働
りがいや、納得感がやっぱり不可欠に
し、主役はやっぱりローカル。それも、 いくのかはまだ、見えていないと思い
くような対応をしたり、企業別組合が
なります。ですから、労使関係にそこ
正当、不当、公正、不公正とかいった
ます。例えばメイテックのように、組
再就職を支援したりする例もあります。 を取り込んで、その企業としてベスト
理屈の世界よりは現場感覚の議論、ど
合が相当主体的に参画して、派遣労働
労使は、非正規に対しても、できるだ
のあり方を追究する。同じ職域であっ
のくらいの差なら納得できてやる気が
者のキャリア開発をやっている企業も
けキャリアが形成できるように配慮す
ても、同じ組合に入らないと、そこの
高まるといった納得ベースの議論が必
あります。こうしたことが、とても大
ることが望ましいでしょうし、政策的
部分が欠落してしまう恐れがある。組
要ではないかと思うのですが。
事だと思います。自動車産業の期間従
な支援も必要だと思います。
織の中には、いろいろな雇用形態があ
司会 正規と非正規の間の処遇の格差
業員でも、一年目は新入社員と同じよ
八代教授は「派遣を禁止してもだれ
るのでしょうけれども、どういうミッ
に着目した場合、処遇の公正さの論点
うな、難しい技能のいらない仕事をす
も救われない」と言っておられますが、 クスのあり方がベストなのかについて
もありますが、どうやって正規と非正
るけれど、二年目は仕事ぶりによって
そのとおりでしょう。派遣に限らず、
は、いわば経営対策マターですけれど
規の間にブリッジをかけていくかとい
は 少 し 難 し い 仕 事 に 移 っ て、 教 育 も
非正規雇用には入り口規制をかけるの
も、少なくともその視点は組合として
うことも重要になると思います。自動
やって、日給も上がるといった運用を
ではなく、キャリア形成の仕組みづく
持っておかなければいけないと思いま
車産業の場合、期間工という非正規の
りが必要です。企業にとっても非正規
す。
あり方があって、その人たちも正社員
が戦力として必要になっていて、職場
荻野 大変感銘を受けて聞いておりま
に採用される一つの経路はあったと思
でも大切な役割を担いつつあるのです
した。これは日経連の自社型雇用ポー
うんですけれども、現在、派遣社員を
から、能力の向上やキャリアの形成に
トフォリオそのものですね。同じ職場
めぐる問題も出てきています。その辺
配慮する必要性は高まってきているの
でどういう人たちがどう働いているの
はどのように整理すればいいとお考え
ではないかと思います。先ほど触れた
が望ましいのか、中長期的に見て、企
ですか。
とおり、労組が主体的に関与している
業・労使双方にとって望ましいやり方
事例もありますし、関与していくべき
を労使でしっかり考えていかないとい
重要 な の は キ ャ リ ア 形 成
だと思います。教育や人事の仕組みづ
けないというのはおっしゃるとおりだ
くりをするわけですから、そういう意
と思います。小池和男先生の調査チー
味では集団的な労使関係に非常になじ
ムがトヨタ自動車を調査して、
著書
（も
むテーマではないかと思います。
の造りの技能）を出されていますが、
その中である程度以上の熟練をした作
やりがい、納得感を取り込む
業員が四割以上いないと、職場の生産
神津 基幹労連にかかわる産業の場合、 性が落ちると分析しています。その四
派遣は比較的少ないのですが、派遣と
割を維持していくためには、育成にか
いうことになると、労働組合の範疇に
かる時間を考えると、長期雇用が四分
荻野 それはご指摘のとおりだと思い
ます。少し、話はそれますけれども、
非正規問題といったときに、すぐに賃
金、雇用の安定、格差の問題といった
ことで議論されがちですが、多分、根
本的な問題はキャリアだと思います。
非正規雇用であってもスキルが上がっ
て、付加価値の高い仕事をして、キャ
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の三は必要だという結論を出されてい
ます。
企業や職場によって違うでしょうが、
中長期的に企業の成長とその労使関係、
労働条件の向上とを考えたときに、ど
のぐらいが正社員で、どのぐらいが非
正規雇用であるべきなのかを労使で見
定めていくことが大変大事なことだと
思います。
それを真剣に考えると、先ほど言い
ましたが、非正規労働の人たちも企業
組織にとって非常に大事な存在になる
わけです。正社員と決して利害が対立
するばかりではなくて、非正規がいる
おかげで正社員のキャリア形成があり、
正社員の働きがあって非正規の雇用が
あるわけで、お互いに支え合っている
部分があることは確かです。であれば、
互いに一つの組織に参加して、発言し、
譲るべきは譲り合って最善の方向を考



える。それがうまく機能するにはどう
したらいいのか。そういう議論が前提
になるのではないかと改めて感じたと
ころです。
神津 先ほど述べたのは、労働組合と
してカバーすべき事柄の発展形の部分
の話ですが、肝心な根っこのところが、
労働組合組織とかかわりを持っていな
い、保護されていないという根本的な
問題がある。ですから、そこが非常に
矛盾を大きくしていると思います。か
つ、そもそも例えば住宅といった社会
で支える部分が、正社員は企業内で支
えるような仕組みになってきているも
のですから、そこもまったくカバーが
されない。こうした根本的な問題も非
常に大きいと思うんですね。だから、
それらを含めて手直ししていかないと、
本当の意味で有効なポートフォリオに
は、なかなかつながっていかないと思
いますけれども。
司会 神津さんの基幹労連の傘下では、
鉄鋼、造船など、非正規といっても請
負が主体の職場が多いと聞きますが、
職場の実態を踏まえて、非正規雇用に
対してどのように対応すべきと考えま
すか。
神津 私どもの産業では、請負、外注
といいますか、協力企業という言い方
をしているんですけれども、少なから
ず、そこに組合をつくってきています。
そういう意味も含めて、請負について
は非正規という言い方自体、ちょっと
なじまないと思っているんです。ただ、
親企業の仕事がないとどうしょうもな
い運命共同体的なところがあります。
しかし、それだけじゃいけないという
ことで、親企業からの比率を低めてい

く流れもあります。とはいえ、やはり
でいく回路が、今はほとんどない。単
運命共同体的な部分はあるので、とく
に格差があるというだけではなく、そ
に外注の請負の単価については、その
の格差を何とかしてくれという声をあ
上がり方が、労働条件の決定的を左右
げるそのルートから排除されているこ
する面があるものですから、例えば新
とが多分、その意識を増幅させている
日鉄の関連でいえば春闘のたびに新日
面があるのではないでしょうか。これ
鉄労連や各事業所の組合が申し入れに
は実は、この次のテーマである従業員
行くわけです。厳しい状況でもきちん
代表制立法の問題と非常に絡む話なの
と考えてほしいという要請をするとい
で、そこでの主な議論としたいのです
うのが新日鉄の労使関係の中にはあり
が、そこが最大の問題なのだろうと思
ます。
います。
個別の関連協力企業の経営者に対し
そして、実態論として何が一番問題
ても要請に行きますが、そうすると逆
かというと、荻野さんの指摘された通
に「それはあんたの親会社にちゃんと
り、キャリアの問題です。その観点か
言ってくれ」と言い返されることもあ
らすると、いま議論の中心にある派遣
る。そういう意味では、組合は経営施
や請負の仕組みの中で、単に間接雇用
策も含めて関連協力企業の経営者側の
だから悪だというのはどうかと思いま
応援団という関係でもあったりするわ
す。常用型派遣とか、常用型できちん
けです。
としている請負のなかで、就労場所が
〇八年秋以降の動向では、たとえば、 変わっても、その中でスキルが積み上
造船や非鉄の関連協力企業の請負で、
がり、キャリア形成につながる仕組み
組み立ての部署に派遣を入れていると
を構築していくことが、有用な手段だ
ころもあって、そこでは雇い止めもあ
ろうと思います。ただ、悪い派遣があ
りました。そこについては、自動車や
るのも確かなので、そこはきちんとし
電機の事例も参考にしながら、経営側
た対応が必要なのですが、たらいと赤
にキチンと意見を言うように、産別と
子を一緒に流さないような議論も必要
して指導しています。
でしょう。
請負について、新日鉄にヒアリング
当事者が意思決定に関与できる
したことがありますが、非正規と言う
回路を
かどうかは別として、請負という方向
に物事を持っていくのは一つの姿だろ
うという気はしました。全員正社員に
しなければいけないというのは、やは
り非現実的です。例えば常用型派遣、
あるいは請負の形態でも、一定の責任
を持つという形で、安定した姿になっ
ている業種もあるわけですから、そう
いうのが広まっていくといいのではな
司会 濱口さんは、特に非正規に対す
る処遇のあり方については、ＥＵの例
なんかも引用されていますが。
濱口 今日はＥＵの話はできるだけし
ないようにしようと思うのですが、当
事者の目線でというのは、非常に重要
だと思います。非正規問題の当事者の
声が現場レベルで意思決定に入り込ん
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いかという感じを持っています。
神津 それに関連した事例ですが、外
注の比率は、経営状況が苦しいときに
おうおうにして高まりますが、これは
本当に外注の業務なのかというのも出
てきます。例えば、ある製鉄所で圧延
のロールの研磨をする職場があって、
それを一たん外注に引き渡したことが
あります。
ところが、
圧延におけるロー
ル形状の管理は非常に高度な技術的要
素なので、結局もとに戻したことがあ
ります。ですから、そうしたことも、
両方に組合があって、労使関係がある
かどうかで、全然違ってくると思いま
す。

初期 は 正 規 の カ ー ブ に 合 わ せ る
濱口 具体的に正規と非正規の処遇を
どうするかについては、いわゆる物差
し論なんですけれども、同一労働・同
一賃金というのは理念的には正しい。
けれども、現実の日本の処遇制度の中
で、実際何をどうするんだという話が
あります。一方では、正社員に適用さ
れているような、非常に多面的な評価
制度を非正規にもやっていくという考
え方があります。これは実はパート労
働法の中で、努力義務の形で組み込ま
れています。しかし、すべての非正規
に要求していくというのは多分、大変
でしょう。そこで最近の本の中で提起
してみたのが、社会的な納得性という
観点からの期間比例原則です。そこで
は一つの物差しとして、入り口のとこ
ろで見ると、正規も非正規も何の経験
もしていない、白地の状態のわけです
から、初任給の部分は合わせたらどう
かということです。そこから非正規と

いえども、仕事を通じてスキルが少し
ずつ上がっていくので、初期段階の部
分については、正規のカーブに合わせ
ることを提起しました。

３． 従業員代表制立法化の是非
司会 次に先ほど濱口さんが触れられ
た、「従業員代表制の立法化の是非」の
テーマに移ります。連合では神津さん
も参画して、作成した連合結成二〇周
年に当たっての提言の中で、従業員代
表制の立法化を提起しました。これは
かつて、労働契約法制の議論の中でも
浮上しましたが、法律には盛り込まれ
ない結果となった経過もあります。連
合はさらに向こう二年間の運動方針の
中でも、この立法化を求める考えのよ
うです。経営側にもこの問題について
は、いろいろご議論があろうかと思い
ますけれども。

任意の労使委員会で
荻野 労働契約法のときにおもに議論
になったのは、労働者代表制ではなく、
任意の労使委員会をつくって、そこに
いろいろな権限を与えていこうという
発想でした。労組組織率も低く、労使

コミュニケーションの仕組みもうまく
できていない企業が多い現実がある中
では一つの優れたアイデアだったのだ
ろうと思っております。
ただ、個人的には、やはりそこは組
合に大いに奮起してほしいという感想
を持っています。法定で労働者代表制
をつくるのが本当にいいかどうかにつ
いては、疑問があると感じています。
そもそも、法定でいきなり労働者代
表制をつくりなさいと言われて対応で
きる企業は、すでに組合があって、き
ちんと対応している企業で、そうでな
い企業は急に言われても混乱するで
しょう。連合や経営者団体が支援・助
言すれば足りるような簡単な話ではな
いはずで、少なくとも相当時間をかけ
て議論していく必要があるのではない
でしょうか。
また労使のコミュニケーション面で
も、 交 渉 事 の 要 素 を 含 ん だ コ ミ ュ ニ
ケーションをするときに、法律にのっ
とった手続きで選ばれたといっても、
その労働者代表制に、果たしてどの程
度の交渉力があるのかというところに
相当の疑問を感じざるを得ない。企業
経営者との有意義なコミュニケーショ
ンということを考えたとき、労働者代
表制で満足できるのかどうか。労働組
合であれば、一人一人がきちんとメン
バーとして参加し、一定の規約のもと
に統率もされている。そして、労働者
相互の間のコミュニケーションが制度
的に行われていて、意思決定がされて
いる、場合によっては経営に対する対
抗手段を持っている、こうした労働組
合とであれば、経営サイドもそれを重
視したコミュニケーションを行うと思
司会・荻野

います。
仮に労働者代表制が立法化され、決
められた手続どおりに代表者を選んだ
とします。少数者の代表を確実に確保
するなどして、特定のグループの利益
のみが主張されるとことがあってはな
らないわけで、たとえば労働者代表一
〇人のうち、正社員が五人で有期が三
人でパートが一人で派遣が一人になっ
たとします。しかし、その中で真剣に
利害調整が行われるのだろうか。組合
組織に比べると、かなり心配に思えま
す。逆に多数決で簡単に少数が排除さ
れることにならないだろうか。実用的
なことを考えたときには、やはり任意
の参加で、参画が担保されている労働
組合の方がいろいろな面で優れている
と思っています。
逆に、労働者代表制が十分に機能し
た場合には、経営サイドからすると、
労働組合は要りません、ということに
な り か ね ま せ ん。 例 え ば 労 働 組 合 と
違って、労働者代表の組織に対しては
経費援助できるようにした方がいいと
いう人もいるわけです。就業時間中に
活動してもいいし、そのときの給料を
支払うことが許される、そして、それ
によって情報収集もシステマチックに
できるとなると、「もう組合なんか要ら
ないじゃないか」という意見が、出て
きかねません。こうなると、
組合にとっ
て組織的な自殺行為になってしまうリ
スクは、結構あると思っています。
一方、労働者代表制ができることに
よってできた組織が、その後の労働組
合への組織化の橋頭堡になるという考
え方もあると思います。そこは両面あ
ると思いますが、労働サイドが手放し
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に近いような形で労働者代表制を求め
かった組織にまで強制的に労働者代表
ることについては、正直言って疑問が
制をやらせようとすると、たぶん労働
あると思っています。
者代表になろうという人もあまりいな
司会 いま、荻野さんからは組織化の
いでしょう。そういう企業では、その
橋頭保になるのではという言い方をさ
組織に働く人たちのすべての利益を代
れましたが、逆に経営側には労働者代
表することよりも、別の特定の意図を
表組織が、過激な労働組合に変身する
優先している人が立候補して、対立候
ことになる可能性もあるということで、 補がいないままに労働者代表になるよ
そうした懸念もあるのではないでしょ
うなことはありうるかもしれません。
うか。
これは企業だけではなく、働く人たち
荻野 働く人たちが経営に厳しい注文
にとっても決していいことではありま
を持っていて、労働者代表がそれをき
せん。集団的コミュニケーションの土
ちんと代表して発言するのであれば、
壌づくりからしっかりやっていかない
それは当然のことだと思います。そこ
と、急にやろうと思ってもなかなかで
から組合が組織されたのであれば、過
きないだろうと思うわけです。これは
激であってもなくても企業は誠実に対
政労使できちんと着実に取り組んでい
応しなければならないのも当たり前の
かなければいけない。それが性急な労
ことです。ただ、今まで集団的な労使
働者代表制の法制化かというと、おそ
コミュニケーションが整備されてこな
らくそうではなくて、まずは任意の労
使委員会からはじめるのが手順ではな
いかと思っています。
神津 正直言って、従業員代表制の立
法化を連合が打ち出すにいたった途中
経過にそれほど関与しているわけでは
ありません。以前は労働組合もどきが
できるのではないかというようなこと
の警戒感もあって、労働契約法を議論
する審議会の場では消極的というか、
ある部分については否定的な見解で対
応していた時期があったときいていま
す。その後、結果的には、労働者保護
がきちんと担保されているのかどうか
という問題意識の方を優先したという
ことだと思うんですけれどもね。
この問題は、私としては非常に大事
なので、きちんとプロジェクトの中で
議論して、提言に取り込むべきじゃな
いのかということを言いました。提言



に盛り込まれたのは、みんながそこは
一致した見解だったという感じです。
司会 従業員代表制の立法化と、それ
をテコにした集団的労使関係の再構築
は、同じ文脈の中で語られていると思
います。連合の古賀会長も、従業員代
表組織をテコに組織化を進めていくと
発言をされています。そして、運動方
針にも書き込まれていますけれども。
神津 そういうふうにかじを切ってい
るということだと思っていますけれど
も。
荻野 集団的労使関係において、労働
者代表制と異なる労働組合の良さは、
交渉力の問題もさることながら、組合
員一人一人が参画しているということ
があると思います。従業員代表制の場
合、集団的コミュニケーションの土壌
のない企業では、法律で決められてい
るから一応選挙して候補者を決めて形
を整えました、という対応をすること
が多いのではないか。そうなると、多
くの人は投票はしたけれどその後は知
りません、ということになりかねない。
そういう労働者代表制が、本当に組合
の組織拡大のテコとして十分に働くで
しょうか。そこはやはり任意の組織の

ほうが優れているのではないか。労働
契約法の研究会が提示したような任意
の労使委員会に対して、労使双方にメ
リットのある権限を付与していくこと
で、集団的労使関係の土壌や基盤を少
しずつつくっていく方が望ましいアプ
ローチではないかということです。

必要な認知と組織内の理解

神津 そういう意味でいうと思いは一
緒なんです。われわれも法律ができる
からそれでいいということではまった
くなくて、情緒的な表現になるかもし
れないのですが、大事なことはきちん
と魂を入れることができるかというこ
とで、それのあるなしによって、決定
的に違った方向に行ってしまうと思い
ます。これが日本の社会の発展には必
要なことなんだと認知されていくのか
どうか。そのことが分かれ道になって
いくのかなと思っています。
だから、これは、ビルトインしてい
く過程で相当、汗をかいていかないと
いけない話だと思います。何のために
必要なのか、労働組合にとってそれが
どういう位置づけなのか、組織の中で
も理解を広げていかないといけません。

排除されている層の意見反映メ
カニズムを

濱口 多分、連合自身ももろ手を挙げ
て進めようとしているわけでもなく、
大変悩んでいるところだと思うんです。
その悩みは非常によくわかる。つまり、
ヨーロッパのように労働組合が産業別、
ナショナルレベルで組織されていて、
それとは別に企業レベルないし事業所
レベルで従業員代表が法定化されてい
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るというのであれば、これは全然バッ
ティングしない。むしろ非常にいいコ
ラボレーションができる。
日本では、企業別組合自身が、団体
交渉する労働組合であると同時に、企
業内のコミュニケーションを担当する
従業員代表組織でもある。そこに従業
員 代 表 組 織 を 法 定 化 す る と、 ま さ に
バッティングしてしまう。これは連合
自身がこの一〇年間悩んできたことで
す。私の考え方としては、既に労働組
合、企業別組合があっても、そこから
排除されている人たちがいる局面で、
それをどう考えるかという話と、それ
が全くないところに何らかの労働者の
利益を代表する仕組みをどうつくって
いくかという話は、とりあえず分けて
議論していくしかないのではないかな
と思っております。
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基本的には、私も組合第一主義であ
るべきだろうと思うし、正社員の企業
別組合があるところで、そこから排除
された非正規の人たちをどうすべきか
というときに、ある程度ナショナルな
レベルで一定の方針を出して、積極的
にその人たちを組合に参加させて、そ
の人たちの利益を踏まえた形で、物事
をローカルレベルで決めていく方向を、
打ちだした方がいいのではないかと
思っています。
問題は日本の場合、一〇〇人未満事
業所では組織率一％という現実です。
こういうところでは、組合をつくらな
いのが悪いと言っていると、永遠にで
きないでしょう。橋頭堡という言い方
はいい意味なのか悪い意味なのかよく
わからないのですが、放っておくと組
合ができないところに、参画し、責任
を 持 ち な が ら、 労 使 の 間 で コ ミ ュ ニ
ケーションをして、企業経営に意見を
言っていけるメカニズムをつくってい
くという観点で従業員代表制を考えた
らどうかと思います。逆に言うと、こ
れをわたしは「組合のヒヨコ」と呼ん
でいるのですが、そのヒヨコが組合と
してきちんと育つために、既存の産業
別組織や地方組織がきちんとリンクし
て や っ て い く こ と が、 重 要 に な る ん
じゃないか。アカデミックな議論とし
ての従業員代表制は、組合が企業の外
にあることを前提としてそれとは別に
企業レベルにつくるヨーロッパ型のイ
メージで議論がされるのですが、日本
はそういう文脈とは違うので、日本的
な企業別組合に成長していくべきヒヨ
コとして、この従業員代表組織を位置
づけていくやり方があるのではないか
なと思っております。

聞く耳を持たない経営者への対
応を
荻野 労働サイドが発言する仕組みが
ない企業が多いのは問題だと思うんで
すけれども、聞く耳持たない経営者が
いるというのも一方の問題としてある
わけです。これは組合に対する思い込
みや偏見によるケースが非常に多いと
思うのですが、じゃあ、それは経団連
が指導して、すべての経営者に聞く耳
を持たせろという議論かというと、多
分そうではないでしょう。聞く耳を持
たない経営者にどうやって聞く耳を持
たせるかという誘導的な仕組みも多分
必要です。そのときに、法律で決まり
ましたので、これからはこうやって労
働者がいろいろものを言うので、聞く
耳を持ってくださいといっても、形は
整えるにしても実体はなかなかそうな
らないと思います。
法律やルールを決めたり、制度をつ
くったからといって、それで人々が想
定したように動いてくれるかというと、
それは大変難しいわけです。これは企
業の人事管理をやっている人は痛感し

ていると思います。そこでいかに経営
者に聞く耳を持たせていくかといった
ときに、労働者の代表者の意見を聞く
仕組みがあって、そこからいろいろな
情報が得られるだけでなく、そこで合
意ができればこんなことができる、あ
んなこともできる、こんなにいいこと
がたくさんありますよ、というインセ
ンティブを働かせないと難しいでしょ
う。経営者にはなかなか知ることので
きない働く人の本音を伝えるという労
組の努力も大切だと思いますし、法制
度上で融通がきいたりするといったこ
とも大切でしょう。その上で、それが
その企業の労働者の太宗を組織した企
業別労組になれば、さらにいろいろな
ことができて、働く人だけじゃなくて
企業、経営者にもこんなにいいことが
ありますよと。
その上で、濱口さんが言われるよう
な労働組合のヒヨコが、鶏になるとこ
ろも幾つも出てきたときに、「ああ、も
うこれだけ普及したんだったら、法定
の組織できちんとしたものにしてもい
いですね」という議論が出てくる可能
性はありうるとは思います。けれども、
まず当面は任意のものにして、労使双
方を、とくに「使」だと思いますけれ
ども、育成していくことが若干迂遠で
すけれども、一番近道かなと思ってお
ります。
濱口 法定で義務づけたところで、問
題が起きるまでできないことは幾らで
もあるわけです。
荻野 ええ、それはそうですね。それ
か ら、 あ ま り 過 剰 に ナ シ ョ ナ ル セ ン
ターが介入してくることは、本当に個
別ローカルの労使関係を育てるという
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意味でいいかどうかは、当面は疑問だ
と思います。ナショナルセンターには
個別労使間には踏み込まず、後方から
の支援を期待したいですね。

込んでいるわけです。ただ、ここもや
はり格差の拡大が背景にあります。私
どもの組合の場合、いろいろな活動を
行っていることもあり、一人当たりの
組合費の負担は人によって異なります
が、単組・産別・連合等すべてコミに
すると、月六〇〇〇～七〇〇〇円程度
あるわけですね。結果的に組合がない
ところと、あるところでは、ものすご
いギャップがあるんです。どうしても
この負担というあたりにネックがある
のは正直なところで、そこに風穴を開
け て い く た め に は、 従 業 員 代 表 制 と
いった動きが大事だと思います。

管理職・高齢者も射程に
濱口 実は非正規の裏返しの話がいわ
ゆる管理職問題になります。管理職問
題と言うと残業代ばかりがクローズ
アップされますが、実はより大きな問
題があります。課長になったら組合を
卒業する慣行があるけれども、管理職
は、管理する面があるとともに、結構
管理される面もある。組織は連続体に
なっているにもかかわらず、一律に線
を引いてしまって、集団的な利益代表
の枠から外してしまっている。

それはあまり健全ではなくて、やは
り企業別の中で、組合を卒業させられ
てしまった人たちの声をどう入れてい
くかが重要になってくる。どうしても
今、非正規の話ばかりが出てくるので
すが、こうした管理職層を企業別組合
でどうカバーしていくかも重要な課題
です。これが、最も先鋭的に出たのが
高齢法の継続雇用の問題ではないかと
思います。結局、これも過半数組合、
ないし過半数代表が「うん」と言えば
継続雇用しなくていいことになるわけ
ですが、その対象になる人たちは、大
体組合を卒業している。その人たちの
声が反映されないところで、自分たち
の運命を決めてしまうという問題が起
きてくる。そういう意味では、日本的
な企業別組合という枠組みの中で、利
害を代表する仕組みをどう再構築して
いくかというのは、結構、射程の広い
問題ではないかなと思っています。
荻野 労働組合という体裁をとってい
ないけれども、管理職とか部長クラス
まで包含した従業員組織が従業員の代
表として経営サイドとコミュニケー
ションするという仕組みを持っている
企業もあるわけです。これを労働組合
と並立するような形でやっていくこと
も決して不可能ではないだろうと思い
ます。
確かに、集団的関係がないことで管
理職などの保護に欠ける実態があるの
であれば、それは何か考えなければな
らないでしょう。もっとも、管理職ク
ラスともなればある程度高い労働条件
などがセットになっているはずなので、
どこまで保護に欠けているのかという
のは、そうしたことも含めて総合的に、

個別に判断しないとわからないだろう
とも思います。
濱口 なかなか難しいところで、実は、
結局、この手の話を一番きれいに解決
するのは、組合とは別に従業員代表組
織をつくるということになるんですよ。
しかし、論理的にはきれいな解決策で
も、職場の現実からすると決してきれ
いな解決策にはならず、ある意味で矛
盾に満ちたことになってしまうんです。
この問題を突き詰めていくと、今の
労働組合法の経営者の利益を代表する
者はだめだというところを見直すのか
というところまで、話は行くわけです
ね。この際、そういう議論をしたほう
がいいのではないかと思います。つま
り、日本の労働組合法は、日本的な従
業員代表組織的性格を非常に強く持っ
た企業別組合を前提にした法律になっ
ていない。
荻野 そうですね。
濱口 だから、労働組合法の規定を金
科玉条的に読むと、論理的に一貫する
し、それとは別に従業員代表組織をつ
くればいいじゃないかという話になる
んですが、それと現実の姿が食い違っ
て い る。「 食 い 違 っ て い る の が 間 違 っ
ているんだから、正しい姿に戻すべき
だ」と学者だったら言えるかもしれな
いのですが、現実にあわせる形で法制
度をどう考えていくかの議論を、実は
そろそろしてもいいのではないかなと
いう気もしております。経費援助の話
も含めて、センシティブな論点ではあ
るのですが、あまりタブー視せず、議
論してもいいのではないでしょうか。
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労使双方にメリットのある仕組
みに
濱口 それよりも荻野さんが言われる
ように、労使双方にメリットのある仕
組みが必要だろうと思います。労働契
約法の議論のときは、まさに労働条件
の不利益変更について、過半数組合な
いし労使委員会が「ＹＥＳ」と言えば、
その不利益変更は合理的なものと推定
するということだったと思います。そ
ういう形で「これでいいんだ」と言っ
て く れ る の は、 使 用 者 に と っ て も メ
リットだといえます。集団的な枠組み
がないために、本来、集団的に解決す
べきことが個別でばらばらに、紛争処
理に持ち込まれることもあります。で
すから、こうした枠組みでやると、こ
ういういいこともありますよという形
でもっていくのが方向性として一番い
いやり方じゃないか。そういう意味か
らも、労働契約法の議論は非常にもっ
たいないことをしたという感じはして
おります。
神津 ある意味、企業別の労使関係の
神 髄 み た い な と こ ろ に つ い て、 ど う
やって理解を広げていくかというとこ
ろが大事だろうと思います。労働組合
の立場からすると、本当は自分たちが
努力を重ねて、組織拡大という形でや
らなければならないのに、なかなか成
果に結びつかない。しかし、もちろん
それが本筋、本道だというのは、今で
もその通りです。この点も提言に盛り
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４．集団的労使関係の再構築
について
司会 つぎに集団的労使関係の再構築
というテーマに移りたいと思います。
従業員代表制の議論でも一つの方向性
は見えているのですが、連合が新たに
集団的労使関係の再構築を中期的な提
言や運動方針で掲げていますけれども、
その具体的をイメージはどのように描
いているのでしょうか。
神津 一つは、日本全体の中で集団的
労使関係をきちんとつくっていくとい
うことだと思っています。とはいって
も、先ほど言ったように、現在に至る
まで、発展してきているところもあり
ます。ただし、そうした場合も良い意
味での緊張関係を持続・発展させてい
く必要があると思います。大体、労働
組合の役員は、やかましいことを言っ
ている人間が引っ張り上げられるケー
スが多いので、そういう意味で健全だ
とは思っているんです。しかし、ゆめ
ゆめ油断はなりませんし、人材をどう
つないでいくかは、非常に大きい問題
だと思っています。
企業経営においても人材をどう確保
していくかが重要なテーマになってい
る状況のなかで、専従役員確保との間
で、人の引っ張り合いみたいな様相が
かなり強くなっていると実感していま
す。とくに鉄鋼、造船重機、非鉄は過
去、辛酸をなめてきた産業なので、三
〇代後半～四〇代前半が概して人数規
模が薄いんですよね。そうすると、こ
れからリーダーとして担ってもらうと
いうところが非常に厳しい。そこは、
相当意識して人材をつないでいかない

といけない。小さい組織ですと委員長
が五〇代からいきなり三〇代でつなぐ
しかないケースも出てきています。そ
ういう中にあっても、きちんと組織の
運営が成り立つようにしていかないと
いけない。こうした課題もあります。

財務優位が労使関係を変えたのか
司会 労使関係の再構築という時、一
九九〇年代後半から二一世紀の変わり
目あたりで、グローバル化の影響など
で経営側のスタンスが変わった結果、
労使関係が変容したという指摘があり
ます。具体的には、会社経営において
も財務の発言力が人事部門より強まっ
たといった傾向がよく指摘されていま
すが、現場の受け止め方としてはいか
がでしょうか。
荻野 サンフォード・Ｍ・ジャコービィ
ＵＣＬＡ教授著の『日本の人事部・ア
メリカの人事部』の日本語版が四年ぐ
らい前に出て、そこでは財務部門と人
事部門の力関係の変化が雇用、人事管
理に与える影響が中心テーマで論じら
れていました。金融資本主義が発展し
たことで、財務部門の発言力が高まり、
相対的に人事部門の発言力が弱まった
結果、雇用調整が行われやすくなって
きたとか、企業内での人材育成にコス
トがかけられなくなってきているとい
うことが分析されていたと記憶してい
ます。
もっとも、それは企業内の部門間の
力関係というよりは、投資家などの外
圧による部分が大きいのではないかと
いう感じはあります。日本企業で、財
務担当の重役が、赤字でもないのに増
配ができないからその原資を出すため

に人員整理を真剣に考えているかとい
うと、そんなことはないのではないで
しょうか。
一方で、かつて小池和男先生の有名
な調査で、日本企業の場合は営業赤字
が二期続くと人員整理が始まる、とい
うのがありましたが、先回の雇用調整
期においては一期の赤字で雇用調整が
始まる傾向が見られたそうです。九〇
年代ぐらいから、企業ガバナンスに関
する議論が高まってきて、株主の地位
をもっと上げろという議論が進み、投
資家の発言力が強まったことの影響は、
たしかに出ているのでしょう。
もっとも、それは配当の増額などに
は端的に現れているにしても、雇用に
ついてどうかといえば、たとえば当時
の電機各社の経営合理化策のプレスリ
リースなどを見てみると、人員削減な
どで競うように大きな数字が書かれて
はいます。ただ、少し見てみるとそれ
は海外子会社の分を含めていたり、場
内請負なども含んでいたりして、かな
り膨らませている。ひょっとしたら投
資家向けのポーズだなと思うような場
面も結構あったわけで、経営サイドと
してそういう情報発信を求められる中
で、いろいろ苦労しながら、雇用には
かなり配慮していたのではないでしょ
うか。その背後には当然組合の尽力も
あったと思います。
また、これは連合なども相当問題視
していたと思いますが、この時期には
金融機関が人員整理をしないと追加融
資をしない、あるいは運転資金も出さ
ない、俗に言う、貸し渋り、貸しはが
しの一類型としてそういったケースも
出て来ていました。

こうした時代を経て、一時期、非正
規雇用が増えて、それに対して二〇〇
四～〇五年ぐらいになると、経営サイ
ドとしても、これじゃあ技能の伝承が
うまくいかないとか、職場が安定しな
いという反省がありました。さきほど
も話が出た適切な正社員割合はどのく
らいか、といった問題意識もあって、
非正規の正社員化といった取り組みも、
あちこちで始まっていたんです。とこ
ろが、そこにサブプライムとリーマン・
シ ョ ッ ク が き た。 そ れ で 業 績 が 悪 く
なったときに、雇用調整をせずに、赤
字が膨らんでも許してもらえますかと
いったら、かつては許されたかもしれ
ないけれども、今は許されない。失業
問題に対する関心の高まりや、雇用調
整助成金のような政策的支援もあって、
一時期ほどではないかもしれませんが、
それでも長期的な人材育成や技能伝承
のために過剰雇用を温存して赤字決算
を続けますと経営者がいえるかどうか。
組合が労使協議の中で、一期の赤字で
人員整理に踏み切るのは長い目で見て
得策ではないのではないかと指摘した
とき、経営も、実はそう思うんだけれ
ども、投資家やジャーナリズムが許し
てくれない、袋叩きにあいかねない、
といった感覚も案外あったんじゃない
でしょうか。
濱口 今、荻野さんが言われた、ジャ
コービィ的な側面は確かにあるだろう
と思うのですが、ただ、国際的な金融
市場のプレッシャーがあるとしても、
内部から、そんなことをしたら大変な
問題になるという拮抗力が弱かったこ
とも要因ではないか。そこには幾つか
理由があって、非常に重要なのは、や
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はり組合の組織率が下がって、とくに
そういう経験がないと、「どうせうちは
えなくなっているというところが確か
非正規が増えて、集団的な方向になら
御用組合だから」としか思わない人も、 にあるような気がするんですけれども。
なかったためという側面があります。
残念ながら結構いると思います。しか
神津 そこが非常に悩ましいところで。
もう一つ皮肉なのは、日本的な企業別
し、そこをどう見せるのかはなかなか
荻野 さきほども申し上げましたが、
組合の問題解決のやり方が、非常に洗
難しいところがあります。あまりひけ
前回の雇用調整期には電機各社がかな
練されたものになり、うまくいってし
らかすというのも、かえっておかしい
りの規模で希望退職に踏み切ったわけ
まったがゆえに、外からそれが見えに
しといった、矛盾というかジレンマを
ですが、そのときに電機連合はすごく
くくなってしまった。いわばアヒルの
抱えているところはありますよね。そ
頑張って、人数を減らすだけでなく、
水かきが外から見えないがゆえに、動
れでいいんだと割り切る問題じゃない
割増退職金なども非常に高い水準にし
かないアヒルは要らないみたいな感じ
でしょうから、きちんと組合の活動の
ています。でも、そこはなぜか注目さ
になってしまった面が多分ある。これ
姿を見せることは非常に重要だと思っ
れなくて、単に大きな数の希望退職が
は、最初に荻野さんが言われた、労政
ています。
行われるけれど、組合は何をやってい
局がなくなったとか、あるいは日経連
司会 神津さんは、連合の定期大会の
るんだといった見方しかされないとい
が経団連と統合されてしまった話の一
中で、集団的労使関係の象徴でもあっ
うのは、少し正しい理解を欠いている
つの原因になっている面もあります。
た春闘の役割・在り方の見直しも提起
気がします。
水面下でこういうことをやっているか
されていました。単なる、春闘イコー
経営者団体にしても同じことで、労
らうまく回っているんだということを、 ル賃上げでなく、交渉項目は非常に多
使関係が安定してきたがゆえに、日経
外に見えるように、可視化することも
岐にわたってきていて、それで最終的
連を独立の組織として持つ必要が乏し
必要なのでしょう。そこをどうするか
に企業内でも、先ほど濱口さんが指摘
くなった。お隣の韓国では労使の対立
は、はなかなか難しいのですが、先ほ
したように、うまくいき過ぎていて見
が激しく、経営者団体も別々になって
どの従業員代表制のような形で、問題
いますが、日本はもう経団連と一緒で
があることを可視化し、かつ、それを
もいいとなった。
うまく解決していく姿を示していくの
こうした中で、集団的労使関係の中
は一つの方向性になるのではないか。
身も当然変容してくる。雇用対策に労
やや欲張りな言い方ですけれども、そ
使共同で取り組むとか、春季労使交渉
んな感じがしています。
でも取り上げる項目が賃金と賞与だけ
じゃなくて、たいへん多岐にわたるよ
重要 な 組 合 運 動 の 可 視 化
うになりました。それも各産別、単組
によって、いろいろな独特の試みが行
われている。しかし、結局、最終的に
ニュースになるのは、賃上げはベアゼ
ロだとか、そんな話ばかりです。これ
は本当になんとかならないものか。
神津 そうですね。組合のニュースで
はきちんと丁寧に伝えるのですが、新
聞やメディアは、ベアがあるかないか
みたいなことだけに終始するので、ど
うしても報道されたことだけが、正し
神津 これは今の議論にストレートに
つながるかどうかはわからないのです
が、可視化というのは非常に悩ましい
問題です。外に対してもそうなんです
けれども、組合内部においてもそうい
うところがあります。本当に充実した
労働組合活動をやっていて、充実した
労使関係を持っていても御用組合のよ
うに見られてしまう。組合の役員を一
回経験すると全然違うんですけれども、
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いんだろうと思ってしまう傾向はあり
ますよね。そこはちょっとつらいとこ
ろがあります。
ただ、組合の宿命として、状況がい
いときは空気みたいなもので、状況が
悪くなると、逆に役員選挙なんかでも
支持率が上がるんですよ。必ずそうい
う相関関係があるので、そういう意味
で言うと、とにかく困ったときのため
に組合という存在があるという、そう
いう宿命ではあるかなとは思いますけ
れども。

５．政策決定過程における労
使の役割

司会 これまでは、企業別労使関係と
いういわばミクロにおけるあり方につ
いて議論したわけですが、最後の論点
として、政策決定過程における労使の
役割の議論をしたいと思います。この
テーマの背景には、政権交代があるわ
けですが、政策決定過程における労使
の役割が、これによってどう変化する
かを論じていただきたいと思います。
連合は政権与党の最大の支持母体であ
りますので、政権にどう関与していく
のか。また、政権が変わると、労使関
係制度にも影響が出てくるのではない
か。また、これまで労働政策の政策決
定に当たっては審議会を場にしたいわ
ゆる三者構成原則を取っていたわけで
すが、政権がかわり、政治主導の傾向
が強まり、審議会方式に対する異論も
でています。政策決定過程における労
使の役割についてお聞きしたいと思う
んですけれども。
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労働政策の三者構成は堅持を
神津 基本的な枠組みは今までの三者
構成ということを含めて、変える必要
はまったくないんじゃないかと思いま
す。新しい政権が発足して、今は、い
ろいろな仕組みを、走りながら考える
というところなので、様子がよく見え
ないところがあるのでしょうけれども、
三者構成は堅持すべきだと思います。
また、個別の労使関係のあり方におい
ても、政権がかわったからどうこうと
いうことは、ないのではないかと考え
ています。
荻野 基本的に労働政策を決めるプロ
セスとして、三者構成は大変重要では
ないかと思います。やはり労働政策に
ついては、経済活動とともに労働者の
生活というものとも密接に関係してく
るわけですから、当事者の意見が適正
に反映されながら進められていくこと
が必要でしょう。それは多分、経営サ
イドとしても、理解している部分だろ
うと思います。
ただ、三者構成に関しては、いろい
ろな批判があることも事実です。代表
性の問題や、議論が遅いうえに足して
二で割ったような結論しか出ないと
いった指摘です。
ただ、当事者同士、しかも利害が必
ずしも一致しない当事者の間の議論で
すから、互譲の精神というのはとても
大事になるわけです。公開の審議会の
場だけで議論しているわけではなくて、
非公式な折衝を繰り返してぎりぎりと
詰めていく。そのプロセスでは、お互
いに相手の立場や意見も理解した上で、
経営サイドとしてはどこまで受け入れ

ることができるのか、労働サイドとし
る場面がありましたが、新政権には労
てはどうか、議論を繰り返す。その結
使の結論を尊重してほしいと思います。
果として出てくるものは、見た目は似
濱口 この問題については、まず正当
ているかもしれませんが、単純に足し
性の問題と実際にどう動かすかという
て二で割ったものとは質的に大きな違
問題を分けたほうがいいと思います。
いがある。
正当性の問題について言うと、最初に
ただ、そうしたやり方を批判する人
触れた八代先生の著書で主張されてい
たちに対して、水面下で、非公式のと
るかなりの部分は賛成できるのですが、
ころでぎりぎりやっているというとこ
一番対立するのはここの部分です。八
ろはなかなか説明しにくい。とはいえ、 代先生は三者構成の審議会はけしから
政治主導だからということで、スタイ
んとなるのです。そもそも論として、
ルを急に変えることは弊害が大きいと
およそ労働問題、労使関係にかかわる
思いますし、むしろ労働問題はこうし
問題について、労使という両当事者が
た形で解決していくべきものだと個人
関与して物事を決めることは重要なん
的には思います。前の政権では、労働
だ、というところは堅持しなければい
政策審議会で公労使三者で議論してま
けないはずですが、八代先生などは、
とめた結論を、政治家が国会で修正す
組合は非正規を組織していないじゃな
いかという。これは確かに痛いところ
ではあるんですね。
それが一番典型的にあらわれている
のが、今の労働者派遣法の改正で、派
遣労働者の代表は一体どこにいるんだ
ということになる。そういう正当性の
レベルでも、ミクロな場での組織拡大
をし、非正規の人たちの声も代表する
形で審議に臨むことによって、マクロ
の場における三者構成原則の正当性を
強めていく必要があると感じます。
また、実態の話から言うと、本来、
労使で交渉することの意味は、こっち
で取るからそっちで譲るということが
できるという点が妙味だと思うのです。
しかし、これを公開された審議会の場
でやると、なかなかうまくいかない面
が多分あるのではないか。例えば、Ｅ
Ｕでいろいろな物事を決め、労使で協
議交渉して制度になっていくときも、
途中経過は公開しないですね。ただ、

三者構成の中で秘密交渉ができるかと
いうのはなかなか難しい。いい結論は
出せないのですが、ある程度お互いに
妥協がしやすくなるメカニズムを考え
ていかないと、三者構成をうまく回し
ていくことが難しくなるのではないか
という印象を持っております。
司会 連合はこれから政策制度要求に
よりウェートを置くと言っています。
民主党中心の政権になったことが大き
いわけですが、春季交渉においても、
各個別の交渉と政策制度要求の取り組
みを車の両輪でというのは、運動方針
に出されています。神津さん、先ほど、
あまり変わらないというようなお話も
されていたのですけれども、やはり政
策制度要求の実現可能性みたいなもの
が高まることは明らかだと思いますけ
れども。
神津 そこはそうだと思います。
司会 政府・政党へのアプローチの仕
方として、政策協議をこれまで以上に
強めるということなのですが。
神津 政策協議は増えると思いますし、
立法化ということについても、今まで
とは随分変わってくるとは思います。
司会 とはいえ、審議会での結論と連
合の主張が食い違った時に、政府・政
党に対してもうひと押しするといった
こともあり得るわけでしょうか。ここ
はケース・バイ・ケースかと思います
が。
神津 基本的な流れを変えるというこ
とじゃないと思います。それは審議会
なり三者構成です。これは一般的な労
使関係と似ているところがあって、実
際どれだけ労使双方が力を尽くしてい
るのかが大事なわけです。そういう部
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分は、なかなか見えにくいところはあ
るにしても、それは一定の結論を見出
したことは、それを尊重しながら国全
体の制度にしていく。その流れ自体を
大きく変えるということではないと思
います。
ただ、
要するに、
民主党が日ごろ言っ
ていることは、連合の考え方に近いこ
とがあるでしょうから、その辺が今後、
実際に新しい法律ができるときに、ど
ういった部分に反映されてくるという
ことはあると思うんです。とはいえ、
足もとはいろんなハレーションもあり
ます。新しい政権の枠組みになったこ
と自体はもちろん、必要なことであり、
歴史の必然だと思っているんですけれ
ども、政府もやはりきちんと耳を傾け
るという運営にしていかないといけな
いと思います。そのためには組合とし
ての役割は非常に大きいなと思います
し、先ほどの従業員代表制なんかを含
めて、あるべき方向に持っていく中で
は、相当汗をかかなければならないと
思います。
荻野 神津さんがいらっしゃる前で私
のような若輩者が生意気なことを申し
上げるのはたいへん気が差すのですが、
組合にはぜひいろいろな意味で頑張っ
てほしいという思いがあります。政権
交代があったことで期待も高まってい
るでしょうし、ある意味組合はこれま
で以上に大変になったのではないかと
思います。現在のわが国の産業平和、
安定した労使関係、それを支える信頼
関係は、神津さんをはじめ、諸先輩が
築き上げていただいた日本の大切な財
産だと思います。労使ともに難しい局
面を迎えているわけではありますが、
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「平成 21 年版労働経済白書をめぐって
――賃金、物価、雇用の動向と勤労者生活」

平野光俊

これまでの成熟した労使関係がこれか
らも発展していってほしいと願ってい
ます。
司会 本日は、多様なテーマについて、
長時間ご議論いただきありがとうござ
いました。

【白書座談会】

安達貴教

「自営選択とリスク選好との関係」

長須正明

下村英雄著『キャリア教育の心理学』

浩
小野

圭

坂田

オーストラリアの不完全就業

小林信一

プロフェッショナルとしての博士
―博士人材の初期キャリアの現状と課題

【フィールド・アイ】

木下富夫

【読書ノート】

【論文 Today】

職種経験はどれだけ重要になっているのか
―職種特殊的人的資本の観点から
戸田淳仁
職業資格の効用をどう捉えるか
阿形健司
医師のキャリア形成と医師不足
吉田あつし
勤務医に関する労働法上の諸問題
水島郁子
法曹養成メカニズムの問題点について―経済学的観点から

〈プロフィール〉

【論文】

寺田盛紀著『日本の職業教育』
谷口雄治
白波瀬佐和子著『日本の不平等を考える』
浦川邦夫
ヘンドリック・マイヤーオーレ著『変貌する日本の職場環境』
Ｊ・マーク・ラムザイヤー

プロフェッショナルの労働市場

荻野勝彦（おぎの・かつひこ）／
トヨタ自動車株式会社人事部担当
部長。
一九八五年同社入社。最近の主な
論文に「人事労務管理に関する政
策と実務の落差」樋口美雄・八代
尚宏編『人事経済学と成果主義』
（日本評論社）など。日本キャリ
アデザイン学会理事も務める。

【書評】
【提言】

神津里季生（こうづ・りきお）／
日本基幹産業労働組合連合会（基
幹労連）事務局長。
一九七九年新日本製鉄入社。新日
鉄本社労組専従役員、在タイ日本
国大使館勤務、鉄鋼労連本部員、
新日鉄労連会長などを経て二〇〇
六年九月から現職。
濱口桂一郎（はまぐち・けいいち
ろう）／ＪＩＬＰＴ労使関係・労
使コミュニケーション部門統括研
究員。
一九八三年労働省入省、ＥＵ日本
政府代表部、東京大学客員教授、
政策研究大学院大学教授を経て、
現職。主著に『労働法政策』（ミネ
ルバ書房）、『新しい労働社会』（岩
波新書）など。
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