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産別要求は１％以上、３０００～４０００円台が中心
―― 単組は物価上昇と上部団体の方針に沿った賃上げ要求で

電機連合は、電機産業の状況につい
て、「電機産業の国内生産は、電子部品・
デバイス分野で前年同期実績を上回っ
たものの、工・商業向け電機機器や通
信インフラの需要の低迷、薄型テレビ
の生産が落ち込んでおり、生産額全体
で、対前年同期比二・〇％減だった」
としたが、「二〇一三年はじめから生産
は回復傾向にある」とした。情報サー
ビス産業については、「ほぼ前年並みの
水準（前年同期比一％増）で推移」し
ており、「今後、マイナンバー制導入に
よる需要増が期待される」と回答した。
電機連合では、統一闘争を構成する

大手組合を中闘組合と呼んでいるが、
産別労組
中闘組合企業の二〇一三年度中間期決
算時点の通期業績見通しでは、二〇一
産別労組の調査結果からみていくと、 二年度実績からは約四％の増収だが、
今回、回答があったのは、電機連合、
利益面をみると各利益で大幅に改善す
ものづくり産別労組のＪＡＭ、基幹労
る見通しであり、この伸び率は売上高
連、生保労連、運輸労連、ゴム連合、
の伸び率を大きく超えるものとなって
紙パ連合、セラミックス連合。二〇一
いるという。その背景として、「ここ数
四春闘を取り巻く情勢については、日
年の事業構造改革や、円安の影響があ
本経済が回復基調にあり、需要が回復
ると考えられる。中間決算時点では、
してきているとの認識でほぼ一致した
上方修正を行った企業もあり、国内景
が、各産業における企業の業績につい
気回復や海外市場・為替の動向といっ
ては、一部の産別からは依然として厳
た不透明な要素は依然としてあるもの
しいとのコメントが寄せられた。
の、二〇一三年度後半の電機産業はお
おむね回復が見込まれる」と説明した。
電機も一三年初めから生産が回復
鉄鋼、造船重機、非鉄の三部門に大
きく分かれる基幹労連は、鉄鋼関係で
は、「建材分野の需要増加が見込まれる
とともに、設備投資の回復や景況感の
好転等に伴い、製造業向けも需要の増
加が期待され、各社にてフル生産の計
画であり、通期においても大幅な収益
改善が見通されている」とし、総合重
工関係については「新造船などの受注
減少に対し、航空・宇宙やプラントな
ど各々の得意分野を活かすことで、連
結ベースで売上高七兆四二〇〇億円
（ 前 年 度 比 八・ 八 ％ 増 ）、 経 常 利 益 三
〇三〇億円（同三・四％増）と増収増
益を見通しており、厳しい環境下でも

ビジネス・レーバー・モニター産別・単組調査
ＪＩＬＰＴ調査・解析部は、二〇一
四年一月一四日～三〇日までの期間で、
産別労組と企業別組合を調査対象とす
る「ビジネス・レーバー・モニター調
査」を実施し、二〇一四年春季労使交
渉に向けた要求スタンスなどを尋ねた。
このほど、とりまとめた調査結果によ
ると、回答があった八つの産別労組の
うち七組織が賃金カーブ維持分（定期
昇給相当分）のほかに、賃上げ分の要
求を掲げる方針（予定も含む）である
と回答した。設定された賃上げ分の水
準は、率の場合はおおむね一％以上、
額の場合は三〇〇〇～四〇〇〇円台と
なっている。一方、企業別労組の回答
結果をみると、回答があった一四組織
のうち、賃上げ分を要求する方針（予
定も含む）と答えたのは一二組織。賃
上げ分を要求する理由のトップとして
あげられたのは、「物価上昇」と「上部
団体の方針」だった。
調査は電子メールで調査票を送付す
る方式。当機構から調査モニターを委
嘱している二六の産別労組および三五
の企業別労組にメールを送付し、産別
労組では八組織、企業別労組では一四
組織から有効回答を得た。なお、今回
回答した企業別労組はすべて産別労組
に加盟しており、規模でいえば大手労
組に属する。

収益拡大をめざしている」と回答した。
非鉄大手の状況については「為替の円
安傾向や国内景気が回復基調にあるこ
となどから、連結ベースで六社すべて
で増収となり、売上高は四兆三〇二七
億円（前年度比八・六％増）となって
いるが、経常利益は三社が減益を予想
するなど、二八三八億円（同一・一％
増）と前年度比微増にとどまっている」
としている。

駆け込み需要のセラミックス

セラミックス連合は、セラミックス
産業を取り巻く状況について、「全体的
には昨年比、横ばいといった感じであ
る」としつつ、「消費税増税前の駆け込
み需要などあり、業種でいえば建材は
堅調に推移している」と回答した。セ
ラ ミ ッ ク ス 関 連 で は ま た、 Ｉ Ｃ パ ッ
ケージ、および、自動車排ガス用の触
媒単体が堅調に推移しているという。
ゴム連合は、ゴム産業の動向につい
て、「二〇一二年夏以降エコカー補助金
の終了と新興国経済の失速、中国の反
日活動の影響により、自動車やＯＡ機
器関連事業の減産や企業の設備投資の
縮小などを受け減産傾向にあったが、
二〇一三年春以降は自動車生産の上方
修正や建設機械の増産、公共投資の促
進などの需要に対する増産傾向が表れ
ている。超円高から円安傾向を受けて、
輸出製品の収益改善が顕著」とする一
方、輸入製品の販売業種については
「仕
入れ価格の上昇から収益力が低下して
いる」と回答した。

金属関連中小は構造的課題も残る

中小労組を多く抱えるＪＡＭは、「中
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小サプライヤー企業においても受注量
増により企業業績の回復がみられる」
としたものの、「業種などによってバラ
ツキがある」とコメントするとともに、
「円安による素材価格や、エネルギー
コストが高くなってきており、特に鋳
鍛造などの業種で生産コスト増が経営
を圧迫している。特定の元請け企業と
の取引が中心の下請け企業では生産コ
スト増を出荷価格に転嫁できない企業
がある。また消費増税分についても価
格転嫁が困難とする企業もある」と個
別企業における厳しい経営実態を説明
した。
運輸労連は、「物流量は増加傾向にあ
る」としたが、「燃油費の高止まり、環
境コストの増加、ドライバー不足、運
賃・料金収受の低下が改善されていな
いなど、厳しい状況が続いている」と
した。
紙パ連合は、「紙関係の需要も回復し
つつある」と回答。ただ、「典型的な内
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需産業であるために、円安による原燃
料高騰や電力料金の値上げなどで、各
社の企業業績は厳しい状況になってい
る」とエネルギー料金の値上げによる
経営圧迫を説明するとともに「紙の需
要については電子化の進展や少子化に
より、今後も需要増は期待できない状
況にある」と先行きについても厳しい
見方を示した。
生保労連は、「業界情勢は、業績や資
産運用環境等から全体として厳しい状
況にある。各社の経営状況も区々であ
り、依然厳しい会社もある」と全体と
して厳しさを表す回答内容となった。

生保は賃上げの統一要求見送り
二〇一四春闘に向けた要求スタンス
と具体的な賃上げ要求基準をみていく
と、八組織のうち、生保労連を除く七
組織が、こうした産業情勢を踏まえて
賃上げ要求を掲げる方針を示した。内
勤職員について賃上げ要求を見送った
生保労連は、「月例賃金について、『実質
賃金の維持・向上』を基本に、その重
要なメルクマールとなる消費者物価に
ついては、短期的な変動だけでなく中
期的トレンドで捉えることの妥当性を
確認した」としたものの「各社の経営
状況が区々であり、各組合の賃金制度
等をめぐる課題が個別化していること
をも勘案し、統一して『賃金水準改善
要求』（ベースアップ）に取り組む状況
にないことを確認した」とした。しか
し、その代わり交渉の場では、消費者
物価が上昇に転じつつある状況を踏ま
え、「賃金改善に向けた労使の共通認識
を形成すべく、積極的な協議を行う」
こととした。

では、賃上げ要求を行う産別の考え
方と具体的な要求額などをそれぞれみ
ていくと、電機連合は、「実質生活の維
持・向上に向けた労使による主体的取
り組みはもちろんのこと、デフレ脱却
や電機産業の持続的成長をめざすと
いった、社会や産業に対する社会的役
割を従来以上に意識した取り組みを行
う」とし、「物価上昇による生活への影
響などを勘案するとともに、『人への投
資』による電機産業の持続的成長とデ
フレ脱却を確実なものとする観点から
賃金体系維持を図ったうえで、賃金水
準の改善を求める」などの考え方で、
統一要求基準として、開発・設計職基
幹労働者賃金（基本賃金、三〇歳相当）
において、「賃金体系の維持を図ったう
えで賃金水準の改善を行う」とし、「水
準改善額（引上額）を四〇〇〇円以上
とする」と回答した。

運輸労連は水準低下分も要求
ＪＡＭは、「全ての加盟単組は月例賃
金の引き上げ（ベア）にこだわり要求
を組み立てる。その際は賃金構造維持
分に消費者物価上昇率と生活改善分を
加算する」とともに、「これまでに（過
去）賃金水準が低下した単組は複数年
かけて賃金水準を復元するための原資
とした一五〇〇円以上を要求する」な
どとして、要求基準は、「賃金構造維持
分に過年度消費者物価上昇率（一％と
想定）と生活改善分として平均所定内
賃金（三〇万円）の〇・五％の四五〇
〇円をベア分として要求する」と回答
した。
運輸労連は、「所定内労働時間賃金に、
定期昇給（相当）分の一・五％と、過

年度物価上昇分・格差是正分・賃金水
準復元分などの一・七％を乗じ、七八
〇〇円を中心とする」とし、低下した
賃金水準の復元分も盛り込んだ内容と
なっている。
二年サイクルで賃金交渉しており、
今回が交渉の年に当たる基幹労連は、
「デフレ経済からの脱却を確実なもの
とするために、正規・非正規に関わら
ず働く者すべての所得と生活水準の低
下に歯止めをかけ、経済成長と所得向
上を同時に実現していかなければなら
ない」「そのために、賃金改善によって
働く者すべての実質生活を守るととも
に、成長成果を適正に配分することに
よって消費マインドを改善し、個人消
費の拡大によって国内経済の活性化を
促す取り組みを積極的にすすめてい
く」との考え方のもと、賃金改善要求
基準を「二〇一四年度三五〇〇円、二
〇一五年度三五〇〇円を基準」とした。
セラミックス連合は、「連合方針・政
労使合意内容を受け、賃上げ要求に取
り組む」とし、全組合が一％基準の賃
上げに取り組むとともに、格差是正の
取り組みとして、個別賃金（三五歳一
七年勤続）で二四万円未満の組合は、
一〇〇〇円基準で格差改善原資の要求
も行う。

紙パは物価を加味し一〇〇〇円以上

紙パ連合は、人口減少や電子化・Ｉ
Ｔ化に伴う構造的要因により需要が縮
小していること、グローバルベースで
の競争激化、原燃料価格の高騰による
さらなる価格修正など、紙パルプ・紙
加工産業は引き続き厳しい状況にある
ものの、「物価上昇の局面にあることで、
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2
賃金カーブの歪みの是正

2

「賃上げ分も
要求する」と回
答した一二組織
に対して、その

消費税率アッ
プは主要理由
にならず

回答した（図表１）。
具体的な賃上げ要求内容について、
いくつかの回答内容をみると、「
（定期
昇給分を含めて）七八〇〇円（二・二
六％）」（内訳は定期昇給五三〇〇円、
賃金増額と賃金
改善で二四〇〇
円など）（道路貨
物）、「組合員一
人平均で一万一
三〇〇円を要求。
うち賃金制度維
持分は七三〇〇
円とする」（自動
車）、「過年度物
価 上 昇 分 一・
〇％分、生活改
善分として〇・
五％分を目安に
要求を組み立て
る方向」（一般機
械）、「組合員一
人平均の賃金引
き上げ原資とし
て三一八〇円を
要求（組合員平
均 基 礎 給 の
一％）
」（繊維）
などとなってい
る。
1

他産業や他社との賃金格差の改善

法人税減税（復興特別法人税廃止の見通し）

0

給与減税（所得拡大促進税制）

0

政府や経済界からの賃上げ要請

0

最低賃金の上昇

0

人事処遇制度を改定するから（ するところだから）

0

その他

0

分など）を要求する予定かどうかを尋
ねた。結果は、回答した一四組織のう
ち、二組織（ゴムと建設）が「賃金カー
ブ維持分のみ要求する」とし、残りの
一二組織が「賃上げ分も要求する」と

10
物価の上昇

日本全体の景気動向

消費税率の引き上げ予定

同業他社・他組合の動向

優秀な人材の確保

職場の繁忙

み、「六五歳までの定年延長を基本とし
た雇用延長制度の確立・改善とともに、
公的給付組み入れ額相当分の底上げに
ついて労使協議を求める」としている。

10
上部団体の方針

単位：回答数）
（複数回答

企業別労組

6
組合員のやる気を向上させるため

企業別労組で回答を寄せた一四組織
の所属業種は、道路貨物、鉄鋼、電機
＝二組織、自動車、電力、一般機械＝
二組織、造船重機、非鉄、ゴム、建設、
繊維、陶業である。
企業別労組にはまず、今次交渉で賃
金カーブ維持分（賃金構造維持分、定
昇相当分など）の確保のほかに、賃上
げ分（ベア分、賃金改善分、格差是正

5
企業収益の改善・向上

実質生活の維持・向上をはかっていく
ためにも月例賃金にこだわった取り組
みを進めていかなければならない。ま
た、各企業ともこの厳しい状況を乗り
切るためには、企業基盤を支える『人
への投資』が必須であり、組合員の働
く意欲や活力の高揚をはかることが求
められる」として、賃上げ要求する。
要求基準は、平均賃上げ要求方式で
取り組む場合は、「生活改善分として消
費者物価上昇分を加味し一〇〇〇円以
上とする」とし、賃金カーブ維持分の
把握が可能な組合は、「賃金カーブ維持
分を確保し、生活改善分一〇〇〇円以
上」とする。一方、賃金カーブ維持分
の 算 定 が 困 難 な 組 合 は、
「五〇〇〇円
（格差是正分含）＋ 生活改善分一〇
〇〇円以上の六〇〇〇円以上」とする。

12
賃上げ分（ベア分、賃金改善分、格差是
正分など）も要求する

n=12

賃上げを要求する理由（賃上げ分を要求すると回答した組合のみ回答）

図表２

0
何も要求しない

2
賃金カーブ維持分（賃金構造維持分、定
昇相当分など）のみ要求する

産業間格差の是正も賃上げ理由に
賃上げ要求を掲げた組織に、その理
由を尋ねると、過年度物価上昇による
実質生活への影響とデフレ脱却などが
共通して多くの組織からあがった。ま
た、「産業間格差の拡大防止を図り、ゴ
ム産業の社会的位置付けを維持する」
（ゴム連合）
、
「セラミックス連合の個
別賃金水準は他産業と比較しても低い
水準にあるため、連合方針に追従しな
ければ格差が広がる」（セラミックス連
合）といった、産業間格差の是正の観
点も賃上げ理由にあげる組織もあった。
賃金以外の重点項目もあげてもらっ
た と こ ろ、 企 業 内 最 賃 協 定 の 締 結 や
ワーク・ライフ・バランス、非正規労
働者の処遇改善などが主にあげられて
いる。
また、運輸労連は定年延長に取り組

図表１ 賃金カーブ維持分（賃金構造維持分、定昇相当分な
ど）の確保のほかに、賃上げ分（ベア分、賃金改善分、格差是
（ｎ＝14 単位：回答数）
正分など）を要求する予定ですか。
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2

5
昨年実績と同じ

業績連動型

〇万円」（道路貨物）、「基準内賃金の六・
八カ月」（自動車）、「年間一人平均一八
五万円」（非鉄）などという回答状況と
なっている。
年間一時金の要求内容の昨年実績と
の比較では、図表３のとおり、「昨年実
績より多い」が四組織、「昨年実績と同
じ」が二組織、「昨年実績より少ない」
が一組織、「業績連動型」が六組織、「そ
の他」が一組織となっており、企業業
績の回復に伴って要求を増額した組織
が多い。

7
どちらともいえない

するとともに、政労使会議を立ち上げ、
それぞれの取り組みに関する文書を確
認した。政府の賃上げ期待・要請が春
闘方針の策定に影響を与えたかを尋ね
たところ、図表４のとおり、「影響を与
えた」との回答は二組織にとどまった
が、「どちらともいえない」が七組織に
のぼり、判断することが微妙な回答結
果となっている。
自らの組合ならではと言える重点項
目をあげてもらったところ、ある組織
（自動車）からは、「期間従業員に対す
る社内での正社員登用、および正社員
化につながる能力開発支援のあり方な
どについての議論を会社に求める」と
の回答があった。
（調査・解析部 荒川創太）

参考＝今回の調査の主な質問項目
【産別労組】
①二〇一四春闘を取り巻く情勢
②二〇一四春闘方針の基本スタン
ス
③方針で賃上げ分の要求を掲げて
いるか、その内容
④賃上げ分を要求する理由
⑤賃金以外の重点項目
【企業別労組】
①二〇一四春季労使交渉で賃上げ
要求をする予定か
②賃上げ要求する場合の具体的な
内容
③賃上げ分を要求する理由
④一時金の要求方針
⑤年間一時金の要求の昨年実績と
の対比
⑥政府の賃上げ期待・要請の影響
⑦自組合ならではの重点要求項目

Business Labor Trend 2014.3

政府からの影響、
「どちらともい
えない」

影響を与えなかった

5

今回の春闘では、交渉開始を前に、
政府が民間企業の賃上げに期待を表明

図表４ 2014春闘方針を策定するにあたって、政府による賃
上げ期待・要請は影響を与えましたか （n=14 単位：回答数）

理由として当てはまる項目を複数回答
で選んでもらった。結果は図表２のと
おり、
一〇組織が「物価の上昇」と「上
部団体の方針」
をあげ、
もっとも多かっ
た。次いで多かったのは「日本全体の
景気動向」（七組織）で、さらに「組合
員のやる気を向上させるため」
（六組
織）
、「企業収益の改善・向上」（五組織）
と続いた。
「消費税率の引き上げ予定」は四組
織にとどまり、今春闘でも、基本的に
過年度物価上昇を賃上げの根拠とする
組合側の姿勢は基本的に変わっていな
いと言える。
一時金の要求方針では、業績連動方
式 が 六 組 織 あ り、 額 要 求 で 水 準 が 固
まっているところでは、「年間一括一四

2
影響を与えた

1
その他

1
昨年実績より少ない

4
昨年実績より多い

単位：回答数）
（n=13

65

一時金の要求内容の昨年実績との比較
図表３

