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労使関係再興への針路

　労使関係は、個人が将来に展望をもって働き、

企業が発展するための基盤です。VUCA（変動・

不確実・複雑・曖昧）の時代になり、個人が仕

事を失ったり、労働条件が悪化する懸念が高ま

っているため、労使関係は一層重要になってい

ますが、労働組合の組織率は低迷したままです。

　いったい日本において、集団的労使関係を再

興する道筋はどこにあるのか。それが本特集の

最初の問題意識です。労使関係の活路を見出す

ために、本特集では、国内外の労働運動の活動

家と研究者の方々にインタビューや寄稿をお願

いしました。

　そこから浮かび上がったのは、集団的労使関

係は構造変化の只中にあり、再興の兆しが生ま

れているということでした。組合員のための経済

的な労働条件の向上という伝統的な組合活動の

外縁に、大きな発展余地があるのです。

日本の労使関係の根本的な問題

　考察に入る前に、日本の労使関係の現状を確

認しておきます（表１）。労働組合の組織率は、

日本は17.4％のところ、アメリカは10.3％、フラン

スは10.8％なので、労使関係を労働組合の組織

率だけで比較すれば、日本が最低というわけで

はありません。

　しかし、フランスやデンマークは労働協約の

適用率が高く、労働組合の組合員でなくても、

労働協約によって一定の労働条件が保障されま

す。対して、日本やアメリカは労働協約の適用

率が低く、労働協約により労働条件が守られる

労働者は一部です。

　アメリカは、組合の組織率や労働協約の適用

率が低いのは日本と同じですが、「交流のある人

間関係」として労働組合をあげる割合は、日本

よりも高くなっています。つまり、アメリカの労働

組合は、組織化や労働協約とは異なる形で、社

会のなかで存在感を発揮しています。

　また、日本以外の国は、「個人による労働条件

交渉」を行う人が８割を超えており、個人単位

の労使コミュニケーションが活発です。海外で

は個人単位の労使コミュニケーションと集団的

労使関係が重層的に機能しているのに対し、日

本はどちらも脆弱といえるでしょう。

　以上から、日本は個人単位の労使コミュニケ

ーションが弱いので、集団的労使関係の重要性

が諸外国より高いにもかかわらず、労働協約の

適用率が低く、労働組合の存在感も薄いという

状況にあるといえます。日本の労使関係の根本

的な問題は、労働組合の組織率の低さに加え、

それを補完・代替する社会的機能も脆弱なまま

になっていることです。
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出所：労働組合組織率と労働協約適用率はOECD.stat ”Trade Union Density”2016年, OECD.stat ”Collective Bargaining” 2018年の値、労働組合と交流がある割合、個人による入社時

（転職時）の労働条件交渉は、リクルートワークス研究所「5カ国リレーション調査」2020年の値

労働組合の組織率

労働協約の適用率　

交流のある人間関係として
労働組合をあげる割合

個人による入社時の
労働条件交渉（転職者）

日本

17.4％

16.9％

2.7％

52％

アメリカ

10.3％

11.7％

4.8％

83％

デンマーク

67.4％

82.0％

17.0％

86％

フランス

10.8％

98.0％

11.1％

89％

ドイツ

17.0％

54.0％

23.6％

26.0％

イギリス

表１　労使関係の国際比較

労働協約の拡張適用による広がり

　このように労使関係が脆弱な日本において、

労働協約の地域的拡張適用が行われたことは、

実に画期的です。３労組３社で結ばれた年間所

定休日に関する労働協約が、県内の大型家電量

販店で働く無期雇用フルタイム労働者すべてに

適用されるという、地域的拡張適用そのものが

32年ぶりですし、厚生労働大臣による地域的拡

張適用の決定は初めてです。

　労働協約の地域的拡張適用を、他の地域、

他の産業、他の労働条件に広げることができれ

ば、集団的労使関係の包摂範囲は大きく拡大し

ます。組合に加入していない労働者にも、待遇

確保のセーフティネットを広げられる意義は大き

なものがあります。UAゼンセンの松井氏は寄稿

で、ドイツの2014年の労働協約拡張適用に関す

る要件緩和の法改正を紹介したうえで、日本で

も「後に続く取り組みに強く期待したい」と呼び

かけています。

労働組合の内・外のつながり

　鼎談では、労働組合のつながりに関して２つ

の論点が話題になりました。１つめは、組合内部

のつながり、メンバーシップのあり方です。法政

大学の松浦教授は、働き方が多様化するなかで、

今の労働組合は職場で起きている新しい課題へ

の対応が後手になっていると指摘します。メンバ

ーシップ型の労働組合は、職場の人間関係や働

き方の柔軟化の問題により力を入れていくべきで

しょう。

　一方、東京大学の水町教授は、企業別労働

組合が、組合員による組合のための組合運動に

なっていることが、社会の共感や支持を得られな

い原因になっているので、組合は外とのつながり

をもっと大切にするべきだと主張します。松浦氏

も、組合には開放性が重要だと語っています。

　UAゼンセンの労働協約の拡張適用は、まさ

に組合運動を外に広げる取り組みです。本特集

では取り上げませんでしたが、UAゼンセンはカ

スタマーハラスメント防止の運動も行っており、

「カスハラ」という言葉を世に広め、政策対応も

促しました。

　産別労組には、企業横断的な職業訓練や職

業紹介の整備だけでなく、企業の壁を越えて労

働者に共通する働き方の問題を可視化し、解決

することが期待されるようになっています。

デジタルのインパクト

　労働運動をデジタルの力により大規模に展開

しているのが、イギリスの労働条件改善プラット

フォームOrganiseです。労働者は誰でもプラッ
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トフォーム上でキャンペーンを始め、嘆願書をつ

くり、企業に改善を申し入れることができます。

さらにOrganiseはマスコミや政治家、企業の取

引先を巻き込む運動も展開しています。

　Organiseはパンデミックが起きた2020年、会

員数を一気に100万人以上増やしました。しかし、

運 営スタッフはわずか15人しかいません。

Organiseがこれほどの影響力をもつに至ったの

は、オンライン・プラットフォームは、地理的な

制約がなく、全国の労働者の受け皿になったか

らです。匿名参加にもかかわらず、会員数が多

いために精度の高い情報収集に成功しています。

　Organiseではキャンペーンを成功させるため

に、何を問題視し、いかに企業に働きかけるのか

という戦略立案をキャンペーン・コーチが支援し

ています。CEOのWhalley氏は、現時点でも会

員数に比べて運営スタッフの人数は非常に少な

いにもかかわらず、将来的にはキャンペーン・コ

ーチの役割の一部を自動化し、規模を拡大した

いと構想を語っています。

伝統的な労働組合との違い

　労働者の安全性の向上や賃金の支払い、ハラ

スメントの防止など、Organiseの取り組みは、

労働組合の守備範囲と重なっています。しかし、

「Organiseは労働組合ではない」と、Whalley氏

は述べます。

　労働組合との最も大きな違いは、Organiseは

労働者が運動を行うためのプラットフォームであ

って、直接、企業と団体交渉する主体ではない

という点です。そのため、Organiseを利用してい

る労働組合もあります。加えて、伝統的な労働

組合に比べ、次のような特徴があります。

　まず、特定のイシューの解決に焦点を当てる、

イシュー・ドリブンな連帯であることです。その際、

キャンペーン・コーチという専門家が伴走し、戦

略面で支えています。例えば、労働者の不満が

安い賃金や待遇の悪さだったとしても、あえて「労

働者の安全性」をキャンペーンの前面に出すこ

とで、労働者や社会の共感を広く集め、企業が

対応せざるをえない状況をつくりだしています。

　また、プラットフォームという基盤があること

で、「会員は、１度キャンペーンに参加して終わり」

ではなく、プラットフォームに残り、他のキャン

ペーンに参加する機会も得ています。つまり、労

働者とのつながりに持続性があります。プラット

フォーム上に調査機能も備えているため、定量

的な情報収集が可能な点もプラットフォームの

優位性です。

　まとめると、Organiseはイシュー・ドリブンで

連帯をつくり、プラットフォーム上でつながりを

保持し、ITと専門家の支援により、運動を効果

的に展開する。こうして行った運動の成功により、

労働者のさらなる支持を得るという好循環が回

っています。

イシューか？連帯か？

　日本では集団的労使関係といえば、企業別労

働組合と使用者との関係を指すことが一般的で

す。しかし、労働協約の地域的拡張適用やオン

ライン・プラットフォームによる労働条件の改善

は、企業の壁を越えています。また、働く人たち

の連帯が先にあるのではなく、特定のイシューに

よって連帯を広げているのも大きな特徴です。

　今日、働く人の価値観やライフスタイルは多

様化し、企業別労働組合は組合員に共通するテ

ーマを見出すことが難しくなっています。もちろ

ん雇用継続や賃上げは誰もが望みますが、右肩

上がりに経済が成長した時代のように、それらの

要望を叶えることは難しくなっていますⅰ。一方で、

職場のいじめやハラスメントは、当事者にとって

は極めて深刻な問題にもかかわらず、組合員全

員の問題にならないというジレンマがあります。

つまり、働く人の多様化が進むなかで、単組は

実現可能なイシューを掲げることが、構造的に

難しくなっているのです。

解　題
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　間淵（2004）は、1973年から2003年にかけて

の意識調査を分析し、日本人の理想とする人間

関係が希薄化し、労働者の連帯に必要なのは利

害の共有感覚になっていると指摘しましたⅱ。こ

の観点に照らし合わせると、連帯ありきの労働運

動よりも、イシューから始まる労働運動のほうが、

現在の働く人のニーズに合っているのです。

「担い手がいない」問題の解決

　加えて、産別労組やプラットフォームによる労

働運動は、労働運動の効率性を劇的に高めるも

のでもあります。

　現状、単組は深刻なリソース不足に陥ってい

ます。組合役員が「組合活動を続けるなかで経

験したこと」の１位は、「執行部へのなり手がい

ない」66.9％です（表２）。「組合活動を続けるな

かでの感じる悩み・不安」の１位は、「自分の時

間や家庭生活が犠牲になる」45.7％です（表３）。

また、「決められた行事にしか取り組んでいない」

53.5％（表２）、「仕事や職場の変化についていけ

ない」21.0％と（表３）、環境変化に順応できて

いない単組も多くあります。

　単組は組合活動の担い手が不足し、役員の負

担が重くなっているのに対し、わずか15人のスタ

ッフで運営するOrganiseや、産別労組が主導す

る労働運動は生産性が全く異なっています。

　連帯ありきの組織では、連帯を維持するため

にパワーがかかります。とくに利害の共有感覚が

乏しく、仮に利害の共有感覚はあっても、その実

組合の職場会議への参加状況が悪い 59.2％

魅力あるキャリアではなくなっている 58.7％

組合役員と組合員間の考え方の違い 55.8％

決められた行事にしか取り組んでいない 53.5％

執行部へのなり手がいない 66.9％

表２　組合役員が組合活動を続けるなかで経験したこと

出所：労働調査協議会（2015）「第４回 次代のユニオンリーダー調査」
※選択肢14項目のうち上位５つを掲載

仕事が忙しくて組合業務ができない 28.0％

組合が忙しくて仕事に支障をきたす 25.8％

代わりがいないのでやめられない 22.0％

仕事や職場の変化についていけない 21.0％

自分の時間や家庭生活が犠牲になる 45.7％

表３　組合活動を続けるなかで感じる悩み・不安

出所：労働調査協議会（2015）「第４回 次代のユニオンリーダー調査」
※選択肢19項目のうち上位５つを掲載
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現ができない状況が続くと、人と人との関係性に

より、組織の連帯を維持しなければなりません。

直接会い、対話する重要性が高くなるのです。

逆に利害の共有感覚や、問題を解決できたとい

う成功体験の多い組織では、直接会わなくても、

連帯を維持することが可能です。

　労働組合の組織率向上も、連帯ありきの労働

運動の面があります。数が力を生むのは事実で

すが、数を重視することが、働く人のダイバーシ

ティが進み、価値観やライフスタイルが多様化

するなかで、労働運動の成果を上げにくくする構

造があることに留意がいります。

好循環の鍵は「成功体験」

　図1に、イシューありきの労働運動と、伝統的

な連帯ありきの労働運動の違いをまとめました。

ここまで連帯ありきか、イシューありきか、という

観点で考察をしてきましたが、図１をみると、労

働運動の好循環を回す要は、イシューや連帯以

上に、労働者の要望を実現するという「成功体験」

にあると考えられます。連帯から始める労働運動

でも、構成員の一部が賛同・共感できる要望を

掲げて実現できれば、それが成功体験となり、

組合の求心力は高まりますⅲ。

　Whalley氏は、賃金ではなく労働者の安全性

を前面に出したり、企業に猶予を与えたりする戦

略が有効だと述べています。鼎談では、メンバ

ーシップ型の労働組合であれば、職場の人間関

係の健全化に力を入れる必要性が指摘されまし

た。また、円滑な労働移動を広げることが、労

働組合の交渉力につながるとの言及もありまし

た。これらは従来、企業別労働組合の最重点課

題ではありません。しかし、環境変化により重要

性が高まっているのです。

　労働組合は時に、「多くの人に共通する解決

不可能な課題」と「一部の人の課題だが解決可

能」のどちらを追求するのが、労働組合の求心

力を高めるのか考える必要があります。もちろん、

より多くの組合員にとっての課題を解決できるこ

とが最善ですが、それが難しい時に、「多くの人

に共通する解決不可能な課題」と「一部の人の

課題だが解決可能」のどちらを選択するのか。

多数決を重視する組合は、前者に力点を置きが

ちですが、課題を解決できない状況が長く続くと、

運動の負担や失望が組合員に蓄積し、組合の求

解　題

図１　労働者の連帯とイシューの循環

出所：中村天江作成
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心力は損なわれます。あえて、後者に取り組み、

その小さな成果をくりかえし組合員に伝えていく

ことが、組合の存在意義を高めます。

変化を乗り越えるために「外」へ

　「連帯ありきの労働運動」の今日的な難しさと

「イシューありきの労働運動」の発展性は、組織

行動の研究知見によって説明ができます。組織

は、同一の取り組みを長く続けると、それがルー

ティン化し、過去の成功体験にこだわり、同じこ

とを繰り返す「能動的惰性」に陥ります（松尾 

2011） ⅳ。組織を取り巻く環境が変わらなければ、

能動的惰性は運用の効率性や精度を高めるため

有効です。

　しかし、組織を取り巻く環境が変わると、能

動的惰性は一転、変化適応への阻害要因になり

ます。新たな環境のもとでは、過去の延長では

ないところに、成功要因があるからです。環境変

化を乗り越えるには、組織が今までに有している

考え方や行動の枠組みに従って問題解決をはか

る「シングルループ学習」ではなく、既存の枠

組みを捨てて、外部の新しい考え方や行動の枠

組みを取り組む「ダブルループ学習」が必要に

なります（Argyris 1976）ⅴ。

　ここでいう「外部」には２つの意味があります。

１つは文字通り組織の外側という意味で、もう１

つは組織の従来の判断基準や行動様式の外側、

つまり内部改革という意味です。労働協約の拡

張適用やオンライン・プラットフォームはまさに

前者の事例です。一方、企業別労働組合が、

伝統的な賃上げや雇用継続に留まらず、職場の

メンバーシップの質の向上といった今日的な課

題に優先的に取り組むのは後者です。

「つながり」による進化

　いまや、働く人のダイバーシティが進み、働き

方は多様化し、さらにはDXやグリーンエコノミ

ーが広がっています。環境変化に適応できるよう、

労働運動も進化していかなければなりません。

　進化に必要なのは、自労組で蓄積してきた価

値観や手法だけにとらわれず、新たな価値観や

手法を積極的に取り入れることです。伝統を守

るだけでは、労働者の期待やニーズに応えるこ

とができないからです。しかし、組合役員が繁忙

を極めていれば、そのような余裕はありません。

環境変化を乗り越えるには、組合活動の効率化

や生産性向上を避けては通れないのです。

　すでにITツールやデータが、組合活動の生産

性や交渉力向上に大きく寄与する事例が生まれ

ていますⅵ。デジタルは労働運動を支えるスタッ

フの人数さえも、劇的に減らす可能性を秘めて

います。従来の方法論や視界を見直すことで、

労働運動に新たな活路が開きます。

　その際、単組は何に重点的に取り組むのか、

産別は何をするのか。そして、単組が進化して

いくために産別はどんな支援をするのか。単組と

組合員、産別と労働者、単組と産別。それぞれ

のつながりを深めるところから、労働者の連帯は

さらに広がっていきます。
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