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た
の
か
」

はじめに
　平成の30年間は、雇用労働者にとって幸せ
な時代ではなかった。所得は伸び悩み、正社
員雇用は減少し、将来に対する希望が持ちに
くい時代であった。この小論では、雇用労働
者がどのような状態に置かれてきたのかを概
観した上で、なぜそのような難しい状態にな
ってしまったのかを検討し、労働組合は何を
する必要があったのかを考えてみたい。そし
て、労働組合はこれから何をすべきかという
点について提言したい。

１． 平成は雇用労働者にとって厳しい時代だ
った

　（独）労働政策研究･研修機構（JILPT）は、
ホームページで「早わかり グラフで見る長
期労働統計」を提供している。ここで用いる
データは、主としてJILPTのホームページに
載っているものである。

（1）所得は増えない
　1989年（平成元年）の常用労働者１人平均
月間現金給与額は35万7000円であった。この
金額は、1997年（平成９年）まで順調に増加
し、42万1000円になった。しかし、そこから
減少が始まった。対前年で若干上昇した年も
あったが、2009年（平成21年）に35万5000円
に低下した。その後は、低位安定と言える状
態で推移し、2017年（平成29年）に36万3000
円になっている。平成の30年間は、賃金上昇
が８年間続いたあとで、22年間にわたって低
下傾向にあったと言える。

（2）不安定雇用の増大
　雇用形態で見ると、平成の30年間は正社員

の割合が減少し、有期雇用の人たちが増加し
た時期であった。1989年の雇用労働者に占め
る正社員の割合は、男女計で80.9％、男性
91.3％、女性64.0％だったが、2017年には、そ
れぞれ62.8％、78.2％、44.5％になった。正社
員の雇用が約20ポイント減少したのが平成時
代であった。

（3）戦後最高の失業率
　完全失業率も、平成の時代にそれまでには
なかった高さを経験した。1989年の完全失業
率は2.3％で、90年、91年と2.1％に低下したが、
その後は上昇し、2002年（平成14年）に5.4％
と失業統計を取り始めてから最高の水準に達
した。それから2007年にかけて低下して3.9％
になったが、2009年と10年には再び５％を超
える水準（5.1％）に上昇した。そして、2017
年には2.8％になっている。

（4）共働き世帯が主流になる
　共働き世帯の数が専業主婦世帯の数を上
回るようになったのも平成の時代である。
1992年（平成４年）に初めて、共働き世帯数

（914万世帯）が専業主婦世帯（908万世帯）
を上回った。その後、1995年と96年は専業主
婦世帯の方が多くなったが、それは一時的で、
1997年（平成９年）以降、共働き世帯が一貫
して専業主婦世帯を上回ってきた。2017年の
世帯数は、前者が1188万、後者が641万であっ
た。

（5）「いざなぎ景気」を超えたと言うけれど…
　読者もご存じのように、平成はバブル景気
とともに始まり、バブル崩壊による長期の不

労働組合は本来の役割を
見失っていないか？
藤村　博之

（法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科　教授）

―  4  ―



DIO 2019, 2

況、1997年の金融危機、2000年のITバブル
の崩壊、2008年のいわゆるリーマンショック
など、経済面では暗いニュースが多い時代だ
った。実質GDPの状況を見ると、対前年でマ
イナスになったのは、1993年、1998年、2001年、
2008年、2009年の５回だった。
　他方で、経済統計上は、 2002年１月から
2008年２月までの73 ヵ月間、「好景気」が続
いたことにより、「いざなぎ景気を超えた」
と言われた。そして、2012年12月から現在ま
で「好景気」が続いていることにより、再び

「いざなぎ景気を超えた」と言われている。
しかし、先に指摘したように、個人所得がほ
とんど増えなかったため、働く人たちにはま
ったく実感できない「好景気」になっている。

（6）企業と株主に優しく、労働者に厳しかった
　好景気の果実は、どこに行っているのだろ
うか。財務省の「法人企業統計」によると、
従業員給与の合計は1997年の146兆8545億円
が2016年に152兆6926億円と20年間で約４％
増加した。他方、配当額の合計は、1997年の
４兆2306億円から2016年には20兆802億円に
なった。実に4.7倍の増加であった。また、内
閣府が発表している「国民経済計算」で民間
企業法人所得を見ると、2005年の73.3兆円が
2017年には95.7兆円になった。12年間に30.6％
増加したことになる。
　これらのデータから、平成の時代は、雇用
労働者に厳しく、企業と株主に優しい経営が
行われたと言える。
　では、なぜこのようになったのだろうか。

２．バブル期の大量採用が禍根を残した
　バブルは過ぎてみなければわからないと言
われる。1990年前後の日本経済は、後から考
えると異常だったが、その当時は「景気がと
てもいい」という程度の認識だった。多くの
日本企業はマネーゲームに走り、「儲かるの
がわかっているのに一歩踏み出さない企業は
時代遅れだ」とまで言われた。また、「近い
将来、猛烈な人手不足になる」というマスコ
ミや一部の学者の意見を真に受けて、大量採
用が行われた。
　その頃、労働組合は何をしていたのだろう
か。筆者は、労使の交渉において、労働組合
は経営に対して90度の角度に座るのが望まし
いと言ってきた。別の表現をすれば、経営者
からの提案に是々非々の態度で臨むことが労

働組合には求められてきた。経営側が見えて
いないところを指摘し、より質の高い意思決
定をしてもらうのが労働組合の役割である。
　バブル期に経営側が例年の２～３倍の人員
を採用しようとしたとき、労働組合は異を唱
えなかったのだろうか。景気は、良くなった
り悪くなったりする。好景気がずっと続くこ
とはあり得ない。しかし、当時の経営者は、
永遠に景気拡大が続くかのように錯覚して、
様々な意思決定を行っていた。それに対して、
労働組合は「おかしいぞ！」とは言わなかっ
たのだろうか。
　筆者が尊敬する労働組合の委員長（当時）
は、経営側の採用計画に猛然と異を唱えた。
これは、ご本人から聞いた話である。経営側
が例年の２倍の人員を採用する計画を労使協
議会の場に持ってきた。彼は「こんなにたく
さん採ったら景気が悪くなったときに困るで
はないか。経営者は何を考えているんだ」と
質問した。人事担当の取締役は「日本経済は
新しいステージに入ったのだから、いま採用
しておかないと将来困ることになる。他社も
同様のことをしている」と答えた。当時の経
済紙に書いてあったことをそのまま述べたそ
うである。
　何度かの意見の応酬があり、最後に委員長
は言った。「経営側がそこまで言うのなら採
用すればいい。ただし、将来、景気が悪くな
って人が余る状況になっても、人を減らすと
いう交渉には一切応じないから、そのつもり
でいて欲しい。」経営側は「結構です」と答
えて、通常の２倍の人員を３年にわたって採
用した。数年後、バブルが崩壊し、不況にな
り、余剰人員が発生したが、経営側は口が裂
けても「人を減らしたい」と言うことはでき
なかった。
　バブルの時代に大量採用したことが、その
後の人事管理に大きな影響を与えたと言わざ
るを得ない。当時の労働組合の多くは、90度
の角度に座るのではなく、経営者と同じ側に
座って、同じ方向を見て考えていたのではな
いだろうか。これが後々、禍根を残すことに
なった。経営者は、正社員をできるだけ増や
さず、景気の変動には有期雇用社員で対応す
るという行動をとるようになり、近年問題に
なっている長時間労働の温床になったからで
ある。

―  5  ―



DIO 2019, 2

３． グローバル･スタンダードとはアメリカ
ン･スタンダード

　1996年11月、当時の橋本政権は「金融ビッ
グバン」と称する金融改革を提唱し、1998年
の「金融システム改革法」によって、本格的
に実行に移された。「遅れた日本の金融シス
テムをグローバル･スタンダードに合わせる」
という表現が使われ、株式市場の仕組みが大
きく変わった。
　私たちは、しばしば「グローバル･スタン
ダード」という言葉を聞かされる。「グロー
バル･スタンダードに合わない」と言われる
と、すぐにでも変えなければならないという
強迫観念にとらわれる。そもそも「グローバ
ル･スタンダード」とは何だろうか。
　イギリスの友人に「君がふだん読んでいる
英語の文章の中にglobal standardという表現
は出てくるか」と尋ねたことがある。彼は「ほ
とんど見たことがない」と答えてくれた。「グ
ローバル･スタンダード」は和製英語だと言
っても過言ではないようである。日本で使わ
れているグローバル･スタンダードという言
葉を裏返してみると、たいていの場合、アメ
リカン･スタンダードである。金融ビッグバ
ンは、日本の金融の仕組みをアメリカのよう
にすることを意味していた。
　政府が「金融ビッグバンだ」と言い出した
とき、労働組合はどう反応しただろうか。競
争力の基盤に「ものづくり」を置いている日
本にとって、金融システムをアメリカ型にす
ることが本当に必要なのかという問題を提起
し、政府や経営者に対して議論を挑んだだろ
うか。四半期決算は、金融の分野では意味が
あるのだろうが、数年から10年の単位で製品
開発をしているものづくりの分野にはかえっ
て邪魔になるのではないだろうか。私たちは

「グローバル･スタンダード」という言葉に惑
わされて、違和感を持ちながらも「金融ビッ
グバン」を受け入れてしまった。
　1997年から98年にかけて、日本経済は金融
危機に見舞われた。山一証券の自主廃業、北
海道拓殖銀行や日本長期信用銀行、日本債
券信用銀行の相次ぐ破綻など、つぶれるはず
のない金融機関が次々に倒れていった。日本
全体が自信を失っていたとき、「アメリカを
見習え！」という大合唱が起こった。アメリ
カ経済は1980年代に低迷したが、90年代にな
って復活し、高い実績をあげていた。アメリ
カと同じような制度を入れれば、日本経済も

立ち直れるのではないかと考えた人たちが、
日本の株式市場にアメリカの仕組みを取り入
れた。それが先に述べた「株主に優しい経営」
につながっていくのである。
 
４．国によって大切にするものが異なる
　国には歴史があり、文化がある。経済の制
度も人々が持っている行動規範との整合性を
求められる。国が違えば制度が違うのは当然
であり、無理矢理合わせようとすると齟齬が
生じる。日本は、長期の視点を大切にしてき
た国である。顧客と長期の関係を築き、実績
をあげてきた。他方、アメリカは、どちらか
というと短期の視点で行動することを良しと
しているようである。両国の差が如実に表れ
たのが、災害時の小売業者の行動であった。
　2005年８月、大型のハリケーン、カトリー
ナがアメリカの南東部を襲い、多くの人が被
災し、死者･行方不明者の数は2,000人を超え
た。水や食料が不足し、被災者が困っていた
とき、通常は１ドルで売られている水を100
ドルで売り出す小売店があった。アメリカの
人たちは、そのような小売店の行動に違和感
を持つことはなかったそうである。価格は需
要と供給のバランスで決まるのだから、100
ドルでも買うという人がいればそれでいいで
はないかというのが、彼らの考え方であった。
　他方、日本では、被災して手持ちの現金が
ない人たちに「どうぞ、持って行って下さい。
お金はいりませんから」と無料で水や食料を
配るのが当たり前になっている。「お互い様
だから」と小売業者は行動し、消費者はその
恩義を忘れない。もし、アメリカと同じよう
に、100円の水を１万円で売ったらどうなる
だろうか。生活が再建されたとき、誰もその
店で買い物をしなくなるだろう。
　このように、アメリカとは全く異なる行動
規範を持っている日本の制度を、アメリカと
同じようにしたらどうなるだろうか。木に竹
を接ぐという表現があるが、うまく機能しな
いのは予測できたはずである。しかし、一部
の「有識者」の見解を政治家が取り入れ、金
融市場のアメリカ化が断行された。

５． 労働組合の責務は問題の本質をとらえ
ること

　問題が発生したとき、その原因を特定して
対処することが求められる。病気になって熱
が出たとき、発熱の本当の原因を解明するこ
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となく解熱という対症療法をとると、かえっ
て状況を悪化させてしまうことがあると言わ
れる。私たちは、しばしばこの過ちを犯して
きた。バブル崩壊後の不況の中で人件費を引
き下げるために導入された成果主義的な人事
制度、短期の業績を重視する株式市場への
転向、過度なコンプライアンス重視の制度な
ど、日本の本当の良さを毀損してしまうよう
な制度改変が行われてきた。
　アメリカの経営学者ジェフリー･フェファ
ーは、ロバート･サットンとの共著『事実に
基づいた経営』の中で、医学の世界では病気
の本当の原因を明らかにすることなく処方箋
を出すことはあり得ないのに、ビジネスの世
界ではそれが横行していると述べている。具
体的には、「他社でうまくいった制度を御社
でも実施してみませんか」というコンサルタ
ントの提案を十分吟味することなく受け入れ
ていることである。その制度がうまく機能し
た会社と自社では、問題の発生原因や背景が
違うのに、自社でもうまくいくと信じてしま
うというのだ。日本もこの愚を犯してきたし、
今も犯しているのではないだろうか。
　政府や経営者が誤った方向に舵を切ろうと
しているとき、労働組合は、ただ指をくわえ
て見ていてはならない。真っ向から異議を唱
え、過ちを正すことが求められる。その制度
改正は、本当に日本のため、働く人のために
なるのか、問題の真の原因を解決することに
つながるのか、厳しく問うていく姿勢が必要
である。
　ヨーロッパの労働組合リーダーたちの発言
を聞いていると、社会の仕組みをどうつくっ
ていくかという意識を強く持っているのを感
じる。より良い状態を実現するために制度を
変える必要があるのなら、制度を変えればい
いではないか、そのために労働組合は行動す
るのだという気概を持っている。日本の労働
組合リーダーたちは、そのような気概を持っ
て行動しているだろうか。
　日本は、与えられた枠組みの中での最適を
めざすことに長けているが、枠組み自体をつ
くり出すことに影響力を持てていないと言わ
れる。そのいい例がスポーツのルール改変で
ある。スキーのジャンプ競技で日本人が勝ち
始めると、日本人が勝てないような方向にル
ールが変更になる。日本人選手は、変更され
たルールの下で最善の結果を得ようと努力
し、再び勝ち始める。すると、またルールが

変わる。スポーツの世界でも政治力が必要と
される。いかに自国の選手に有利なルールを
実現するかという領域で各国の役員はしのぎ
を削っているのである。

６． おかしいことは「おかしい！」と言い続
ける

　日本社会は、たくさんの問題を抱えている。
それらを解決するために、安易な対症療法に
走ってはならない。問題の本質を見極め、本
当の原因を解明して対処しなければ、角を矯
めて牛を殺すことになりかねない。経営者は、
アメリカ型の株式市場の影響を受けて、短期
志向になりがちである。短期志向は、対症療
法に向かいやすい。それに対して、労働組合
は、中長期の視点で物事をとらえることがで
きる組織である。５年後、10年後の日本を見
据えて判断することが求められている。
　将来のことは誰にもわからない。わからな
いからこそ、様々な視点から議論することが
必要である。経営者は「ダイバシティが大事
だ」と言うが、ダイバシティはとても面倒な
ことがわかっていないように見える。「右向
け右！」と号令をかけたとき、「どうして右
なんですか」「左じゃいけないんですか」と
言い出す人がいるのがダイバシティである。
異なる意見を言う人が出てきたとき、その人
の言い分を聞いて、じっくり議論するのがダ
イバシティである。時間と手間がかかるのが
ダイバシティである。
　労働組合は、昔からダイバシティを大切に
してきた。ダイバシティというカタカナを使
わず、組合内民主主義と表現してきた。とこ
とん議論した上で、意見の違いを乗り越えて
行動してきた。筆者は、平成の30年間で、こ
の基本原則が弱くなってきたのではないかと
危惧している。
　経営者に対して、おかしいと思ったことは
素直に「おかしい！」と言おう。よく考えら
れていない提案が出てきたら、「もっと真剣
に考えてくれ」と言おう。政府が日本企業の
良さを損なうような制度改正をしようとした
ら「ちょっと待ってくれ。それでは日本はダ
メになる」と言おう。疑問を持ったときに声
をあげ続けることが、労働組合の大切な役割
である。平成の次の時代になっても、この重
要性は変わらない。労働組合役員には、気概
と自信を持って行動することを求めたい。
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