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韓国訪問記① 
―労働委員会・労働事情調査に参加して― 

 
２００３年９月 

高知県地方労働委員会労働者側委員（高知県医労連書記長） 
田口  朝光 

 
 

韓国の労働委員会制度、労働事情を調査するために９月２７日から３０日の間、全国の労

働委員会労働者側委員等１３名で韓国を訪問した。 
訪問前、「なぜいま韓国なのか」という類の質問を何人もから受けた。その背景には、「韓

国は周回遅れの日本」という認識があるものと思われる。あえて言えば、だからこそ私たち

が忘れかけているものを思い起こさせてくれるという側面を持っていた。しかし、それも私

たちの思い上がりで、日本より先を行く多くの面を見せてくれた。 
 
今回の訪問では、二つの労働団体（韓国労総、民主労総）、中央労働委員会、ソウル労働委

員会で話を聞いた。また、在大韓民国日本大使館の渡辺書記官には韓国の労働事情などにつ

いてご教授いただいた。 
印象に残ったことを思うままに記したい。 

 
 
（１） なぜ韓国労働者はあそこまで過激にたたかうのか 
 
 まず、最初の疑問は、なぜ韓国の労働者は過激なのかということである（韓国の労働者か

らすれば、なぜ日本の労働者は怒らないのかということになるのだろう。これは、逆に私た

ちの運動の位相を明らかにすることでもある）。民族性にそれを求めても面白くないと思って

いたが、訪問を通じてその社会的背景がおぼろげながら分かったような気がする。 
 
１．労働組合、労働団体の状況 
 
 まず、労働団体の状況について、から紹介する。 
 【韓国労働組合総連盟(韓国労総)】 

   3,374労組、941万人加盟(2002年末現在) 1946年結成 
 【全国民主労働組合総連盟(民主労総)】 

    899労組、594万人加盟(2002年末現在) 1995年結成(1999年 11月合法化) 
＊在韓国日本大使館経済部がまとめた資料による 

○韓国の旧労働法には「複数労組禁止」規定があり、「既存の労働組合と組織対象を同じ
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くする場合」には、労働組合として認められなかった。それが、1997 年の労組・労調

法により禁止規定が削除され、民主労総は 1999 年 11 月に労働部より正式に認可され

た。その後、民主労総の勢力が次第に拡大傾向。労働運動は新たな局面に入り、両労

組の競争・共闘が今後の課題となっている。 

2003 年 6 月にはソウル都市鉄道公社労組、仁川地下鉄公社労組、大邸地下鉄公社労

組などが韓国労総から民主労総への上部団体の変更を決議している。 

韓国労総もゼネストなどを行うが、一般的に“過激”な運動を展開しているのは民

主労総。 

○民主労総傘下に公共部門労組連帯がある。公共運輸社会サービス労組連盟、全教組、

保健医療労組、公務員労組、大学教員労組などが参加。組合員数は３７万人余で民主

労総の６割を占める。また、現代グループ労組協議会、大宇グループ労組協議会など

の大企業労組も擁する。 

○両労組とも国際自由労連(lCFTU)に加盟。韓国労総は、03 年 2 月の全国代議委員大会で

「2006 年度末までに民主労総との組織統合を実現するために共同協議機構を設ける」

という決議を挙げ、3月 10 日の創立 57周年記念式典で、民主労総に対して労働界の統

合を正式に提案した。民主労総は、時期尚早としている。 

  ＊「民主化宣言」以前の 1970 年代のことではあるが、「韓国労総は民主化を求める労働者たちの闘いと

それを支援するキリスト者の活動を抑圧する側に回っていた」という指摘もあるが（論文「荻原進氏の『韓

国労使関係の歴史的展開と現状の基本問題』批判-渡辺勉」）、「民主化宣言」以降、韓国労総の活動スタイ

ルも変化してきたものと推測される。 

○韓国ではストなどで労働者が、濃紺のベスト風の統一したものを着ているのをよく見

る。韓国労総本部で柳常任副委員長に話を聞いた際もその服装であった。日本のゼッ

ケンとベストが合体した感じだ。労総の場合赤もあるようだ。民主労総は、薄いもえ

ぎ色であった。 

○剃髪して抗議の意思を表すという闘争戦術も取っている。韓国労総でもらった英語の

パンフレットには、組合員が集団で剃髪している写真が載っている。バリカンを操る

のは紺のベストに赤い鉢巻をした組合員だ。それを聞いた調査団員からは、効果を疑

問視する声、オレはもう「やっている」という声．．．。 

○争議行為に対して拘束・拘留等の弾圧を受けながら、一方では両労働団体はそれぞれ

事務所を政府から無償貸与されているという。また、労組専従者の賃金は、出身企業

から出ている。争議の解決の祭にストライキ時の賃金保障が条件に入る場合が大半だ。

政府はこの廃止をねらっている。「経費援助」については、日本と違いむしろヨーロッ

パ的と映るが、これにも歴史的な背景がある。 

ノム・ヒョン大統領は、「労組の特権は解消されなければならない」と発言し、これ

らのものを「1960 年代から 80 年代まで、政府が労働者の自立権を認めない代わりに提

供してきた反対給付」との認識を示している。 

  ○労組専従者の数については、次のようになっている。 

 日本は専従役員 1人当りの組合員数は 497 人である（1995 年：第 9 回労働組合費調
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査）。企業による賃金負担のある韓国では、規模が小さい組合でも専従者がいることが

特徴である。活発な組合活動の背景には、専従者の数の多さもあるように思われる。 

  

 組合数 組合員 専従者 1 労組当り 
専従者 

1 専従者当
り組合員 

100 人以下 2,128 114,878 2,387 1.1 67.9 
101～300 人 1,624 274,035 2,632 1.6 117.8 
301～1,000 人 602 311,143 1,936 3.2 175.5 
1,001～3,000 人 167 272,911 1,115 6.7 262.2 
3,001～10,000 人 44 234,373 684 15.6 348.8 
10,000 人以上 12 261,013 640 53.4 523.1 

計 4,577 1,468,353 9,394 2.1 183.4 

＊「韓国の労働法改革と労使関係」日本労働研究機構 P59 

 

○組合費については、資料によると以下の通りである。 
 基本給 通常賃金 賃金総額 計 
0.5％未満 1.9 0.4 0.3 2.6 

0.5～1.0％未満 6.4 1.9 1.3 9.6 
1.0～1.5％未満 19.2 8.0 3.9 31.1 
1.5～2.0％未満 11.3 2.9 1.7 15.9 

2.0％ 15.1 9.6 5.7 30.4 
計 53.9 22.8 12.9 89.6 

    ＊「韓国の労働法改革と労使関係」日本労働研究機構 P60   ＊数値は％ 

ここに示されているのは定率制を採用している組合の数値である。定額制を採用し

ている組合は少数となっている。旧労働法では組合費の基準の上限を賃金の 2％と定め

ており、また、政府や企業からの経費援助の存在を考えると思っていたより高いとい

う印象である。 

 

 

２．政治的な背景 

  

“過激さ”の背景には、軍事独裁から民主化へいたる一連の歴史が関係している。1987 の

「民主化宣言」でそれまで抑圧されてきたエネルギーが爆発的に噴出しているという側面と、

「民主化」が不徹底で労働３権の保障が不十分であるため、労使関係が政府介入を経て労政

関係に発展するという側面があるようだ。 

これに、経済発展の中で国際的な資本競争に突入し、民営化、リストラ、資本の海外進出

の進行が、労使対立と労政対立を先鋭にしてきている。 

 

年代 指導者 備考 

1948.8～60.4 李 承晩 48 年 8 月大韓民国成立（9 月北朝鮮成立）。外国からの独立運動を指
揮。反日・反共。52 年大統領直選制へ。50 年 6 月朝鮮戦争勃発。 
60.4.19 学生革命→李承晩退陣 
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1960.8～61.5 張 勉 国務総理 

1961.5～79.10 朴 正熙 5.16 軍事クーデター→軍政。高度経済成長で工業化・都市化進行。
79年 10月プサン、マサンで民主化運動（金泳三）。朴氏の暗殺（10.26）。 
○労働政策：一般公務員は労働基本権剥奪。 

1979.12～80.8 崔 圭夏 80 年 5 月光州事件。 

1980.9～88.2 全とかん 87 年 6 月「民主化宣言」。87 年、88 年と争議激増。 

1988.2～93.2 蘆 泰愚  

1993.2～98.2 金 泳三 20 年ぶりの文民政権。90 年代には入り構造的景気停滞（財閥体制の
制度疲労の現れとの指摘も。オナー所有、拡大路線一本槍等）。 
96 年 OECD 加盟→国際労働基準を意識。 
97 年 11 月通貨危機。韓宝、三美グループ、真露グループ、亜起自動
車などで財閥破綻の連鎖現象。12 月ＩＭＦ緊急支援合意。 
○労働政策：「従来の対立的労使関係が国家経済の発展を妨げてい
る。」とし労使関係改革委員会を設置。しかし、労組の側の反発を受
け、97 年 3 月の再改正で上部団体に限り複数労組の即時容認、労組
専従者の給与支給続行が決定された。 

1998.2～03.2 金 大中 「市場経済メカニズムに従い、世界での競争に勝ち抜いていかなけれ
ばならない」（第一声）。「（経済危機は）朝鮮戦争以来の国難」「労働
市場の流動性を高めることは避けられない」。IMF 体制の下①政府組
織、②金融、③財閥、④労働の四部門の構造改革に着手。 
⇒97 年末にあった銀行 33 行が、15 行に。30 大財閥中１6が整理。98
年には失業者 150 万人、失業率 8.6％に達した。 
○労働政策：98 年労働法改正→集団的労使関係における労働基本権
の保障、個別的労使関係における労働市場の柔軟化が焦点に。98 年
整理解雇制導入。派遣法導入。労使政委員会（当初は大統領の諮問機
関。後に法制化）の設置。 

2003 年～ 蘆 武鉉 ○労働政策：社会的パートナーシップを土台にした社会統合的労使関
係の構築をめざす 

 

○1980 年代まで輸出主導型工業化政策優先。労働関係法や行政指導による上からの労使

協調主義の押し付けが行われた。1980 年労使協議会法制定。労使協議会制度を一定規

模以上で強制。企業別組合とのセットで「権威主義的労働統制の企業内部化」を徹底。 

    軍政の下での工業化、近代化。労働運動は上から規制されていたもののその代償と

して事務所貸与、専従賃金の企業支払などの「アメ」の政策が取られていた。 

○1987 年の「民主化宣言」が、経済、社会、労働など社会全般の民主化を促すきっかけ

となった。特に、労働分野では同年 11 月に労組法、労調法、勤基法が改正され、それ

まで徹底した労組弾圧政策が取られていたが、労働組合の組織、運動が相当認められ

るようになった。 

    しかし、一方で後で見るように労働３権の保障は不完全に終わり、長年のうちに染

み込んだ上からの統制・支配体質は温存された。 → 「民主化宣言」で解放された

エネルギーが、労働基本権の完全保障を求め、温存された旧体質と激しくぶつかり合

う。87 年、88 年の争議激増。 

○96 年の OECD 加盟。国内産業保護政策からの脱却、国際的な資本競争。98 年からの IMF
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体制での諸「改革」、「構造調整」、公的部門の民営化がすすめられる。98 年初頭に「労

使政委員会」が発足し、両労働団体は雇用の流動化政策に協力的な対応をするが、組

織内からの反発を受ける。特に、民主労総は後に記すように執行部の総辞職にいたる。 

このような経過の中で両労働団体は、98 年 7 月 4 万人が参加する「連帯抗議集会」

を開催、その後ゼネストを提起するが、世論の支持を得られなかった。現代自動車労

組の 1ヶ月にわたるストライキが、むしろ例外であった。「無交渉、無紛争、無賃上げ・

賃下げ」が一般的傾向となった（「韓国の労働法改革と労使関係」P37）。 

    しかし、短期間で経済危機を脱し、公益部門での争議多発などを反映し、99年以降

争議は増加傾向となっている。 

  ○構造調整に伴う争議が頻発しているが、労働側は「政治決着」に持ち込むケースが多

い。３権の遅れから政治介入（警察権力の投入、拘束等）が行われる結果とも言える

が、「労使」対立の側面より「労政」対立の側面が目立つ。 

年間争議件数の推移
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在韓国日本大使館経済部資料より  
 

 

３．遅れた労働法制 

 

1997 年 3 月の労組法改正で、権威主義的労働政策の象徴とされてきた「三禁」（①複数労

組の禁止、②政治活動の禁止、③第三者の介入禁止）が、解除された。従来の権威主義的な

労働政策を転換し、労使関係への過度の国家的介入を排除し、「団結の自由」と「労使自治」

を認める方向に労働行政が向かっていることは確かである。しかし、次に見るように尚も不

十分さを残していることもこれまた確かであろう。 

＊「第三者の介入禁止」は、韓国社会に大きな影響力をもつキリスト教の牧師や学生の労使関係へ

の介入を禁止するものであった。産別指導部の関与は、1986 年改正で第三者介入には当らないとさ

れていた。 

 

１）公務員の団結権が認められていない 
・60万公務員が団結権を認められていない。内 30万の教育公務員は、2000年から団結権が
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認められた（実際には 1989年に全国教職員労組が発足している）。 
・2004年１月から５級以下の公務員に団結権、団体交渉権（法律、規則、予算で決められた
ものを除く報酬、労働条件）が認められる。ストライキ、政治活動は禁止。労組専従者へ

の政府からの賃金支給は禁止。専従期間の上限は 5 年間。（韓国労総・英語パンフ。2003
年夏号） 
実態としては、2002年 3月 16日 大韓公連が発足（韓国労総系）。3月 23日韓国公務
労組発足（民主労総系）。 

 
２）不十分な民間労働者の３権保障 
①現行法上の正当な争議の目的は、労働条件の決定に関する事項に限られているため、通貨危

機後急増している「構造調整・民営化・整理解雇などの経営・人事権にかかわる案件、専従

者数の調整、産別交渉への移行、連帯闘争への支援参加など」を目的とする争議は不法行為

と見なされる。 
②正当な争議の手続きをめぐっては、組合員投票・調停・仲裁などの手続きを踏まない争議行

為は不法と見なされる。 
  ストライキは労働委員会に調停申請をしてから 10日後でないと出来ない。必須公益事業の
場合には 15日。特に、必須公益事業所の場合、職権仲裁や行政指導の決定が下される時点で
争議行為は不法となる。 
③不法争議に対する責任追及措置の一環として組合員に対する損害賠償請求・財産仮差押が乱

用されている。 
 

○現行の必須公益事業所指定範囲や職権仲裁制度などをめぐっては、労働界は「争議行為を不法

行為に仕向ける手段と化している」としてその見直しをかねてから強く求めている。通貨危機

後、構造調整（争議行為の対象にならない）に反対する争議行為や、労働委員会の調停期間中

の争議行為、必須公益事業所での職権仲裁に違反する争議行為など、不法行為とみなされるス

トライキが多発し、民主労総の集計によると、拘束された労働者数は金大中政権の誕生から

2002年末現在まで延 892人に上り（金泳三政権の 5 年間に拘束された労働者数は 632 人）、争
議行為の責任者（労組 50 ヵ所）に対する損害賠償請求額と財産仮差押請求額はそれぞれ 849
億ウオンと 1373億ウオンに達している。 
そのうえ、このような不法スト行為に対する法的措置が新たな労組弾圧の手段として広く用

いられるようになったとみて、労働界は労働３権の保障範囲を広げる方向で労働組合および労

働関係調整法を見直すよう求めている。 
  ○斗山重工業で 2003年１月、組合員が抗議の焼身自殺をする事件が発生したが、これも不法スト

に対する損害賠償請求など韓国の労働事情を知らなければ、理解できない。日本でも国労のス

ト権ストへの巨額の損害賠償請求が行われたが、韓国の場合損害賠償は、労組だけでなく個人、

保証人にまで及び、給与、財産の仮差押まで行われ、実際に生活に困るケースまで出てくる。

焼身自殺は、それへの抗議だったのだ。 
  ○調査団は、地元の観光会社が手配したマイクロバスで終日移動をしたが、若いガイドは中々の
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勉強家で、「デモは大概明洞聖堂まできます。警察に逮捕されそうになるとここに逃げ込みます」

と話してくれた。帰国後インターネットで調べると、明洞聖堂は「民主化の聖地」とあった。

教会のほかにストライキ中の労働者が、大学構内に立てこもるケースも多いようだ。 
    ちなみに韓国の 1999年宗教人口比率は 53.6％。内訳は仏教 49.0％、プロテスタント 34.7％、

カトリック 13.0％となっている。（在韓国日本大使館経済部資料） 
    （続く） 


