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韓国訪問記② 
―労働委員会・労働事情調査に参加して― 

 
 
（２）グローバリゼーション、社会統合政策への労働団体の対応 
 

 1960 年代から 80 年代へかけての「漢江の奇跡」といわれた高度経済成長と 96 年の OECD

加盟、97 年の経済、金融危機、その後の「IMF 体制」による構造調整と急激な経済回復。そ

れに労働団体はどう対応してきたのかが、次の疑問である。 

 

１．難しいグローバリゼーションへの対応 

 

①経済成長と賃金の上昇 

 

 韓国の賃金は日本の 10 分の 1、中国は 30 分の１と聞いたのはもうずいぶん前のことなの

だろうか。中国の賃金の伸び率はまだ緩やかと聞くが、韓国は経済成長に伴い活発な労働運 

動に支えられ、いつしか日本の半分程度となった。 

韓国のGDPの推移
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 それに伴い、海外に出て行く企業も増加してくる。韓国の対外直接投資は 90 年代初めまで

は、対米貿易摩擦を契機に現地生産化が求められたこともあり、北米中心であった。しかし、

80 年代末以降の賃金の大幅上昇やウォン高などを背景に、ASEAN など東アジア向け直接投資

が増加していった。その後、92 年の中国との国交正常化に加えて、中国における改革・開放

政策の加速もあり、93年から対中直接投資が急増していった。 

＊韓国の対中直接投資は、安い労働力をいかし製品を逆輸入するというだけではなく、中

国より上の高品質商品の生産で中国市場をねらう戦略が特徴。 

 
②韓国の労働団体はグローバリゼーションをどう見ているのか 
 
 韓国労総の柳常任副委員長は、この問題について次のように述べた。 

「新自由主義、グローバリゼーションをすべて批判はしないが、製造業は国内部分を特化し、

空洞化している。製造業の 73％が海外に出ている。電気、電子、くつ、自動車等。5 年から

10 年以内に製造業は空洞化する。人件費は継続的に上昇している。日本の賃上げは 1～3％。

それに対して韓国は７～10％。労組の組織率は 12％。グローバリゼーションについて労組と

して対案を出す時期にきている。」「ＬＧ電子は中国に進出。11 工場すべてで拡張している。

タイにはＴＶ、エアコンの工場がある。タイの家電分野では、ソニー、松下はＬＧに追いや

られている。」「私はＬＧ労組出身だが、私が委員長の時代は、労組員は 2.5 万人だった。と

ころが今や労組員は 8 千人。中国にはＬＧの労働者が 2.2 万人いる。韓国と中国の賃金は、

10 倍から 14 倍の開き。」「大企業だけではなく、中小企業も東南アジアへ出ている。国内景

気がまだよいのでいいが、景気が悪くなれば海外へ一気に出て行くだろう。」 

 

 夜の懇親会での韓国労総ソウル特別市地域本部の李休相議長とのやり取りが面白かった。 

 私が、「賃金が上昇し、日本の約半分。それに加え、労組対立が激化して海外に逃げる企業

が増えていると聞く。それは、労組としても困難な状況ではないか」とマッコリ（韓国のど

ぶろく）を酌み交わしながら、やや意地悪な質問をした。通訳は日本大使館の渡辺書記官が

務めてくれた。李議長は酒で赤くなった顔でにこやかにかつ確信を持って「労働組合は企業

の存立の上に成り立っている。利害は一致している。海外に出て行かないような労使関係を

築く必要がある」とのべた。渡辺書記官も、「韓国労総の幹部からこんな話を聞いたのは初め

てだ」とビックリした様子。酒が口を軽くさせたのか。しかし、韓国労総の副委員長の話と

総合すると、対案の方向性がおぼろげながら見えてくるような気もする。 

 もっとも、韓国労総でもらった英語のパンフレットでは、新自由主義に対するたたかいを

呼びかけ、この分野での国際的な連帯の重要性を強調している。しかし、韓国労総の本部で

他の団員から「中国での（賃金・労働条件向上の）たたかい抜きには、この事態は打開でき

ないのではないか」といった質問が出されたのに対して、明確な返事は返ってこなかったよ

うに記憶している。 

労働団体間の競争が激化している状況もあり、「大胆な方針」は提起しずらいのかもしれな

い。 
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 残念なのは、民主労総でこの種の質問をする時間がなかったことだ。海外進出反対一本槍

で「聞くだけ野暮」ということなのか、困難性を感じながらも「反対闘争」による労使対立

の激化を通じ政治決着に持ち込む戦術が効果的と考えているのか、なぞのままである。 

ただ、民主労総のホームページを見ると金大中政権下の５年間は新自由主義とのたたかい

の連続であった、今後５年間は「新自由主義反対」から「新自由主義の克服」に転じなけれ

ばならないとしている。新自由主義の競争原理の考えが、労働者の中にもはびこっており、

団結を強化し、国際的にも反グローバリゼーションの団結を強めなければならないと強調し

ている。 

98 年の IMF 体制下での「構造調整」と労使政委員会での妥協の結果、下部からの突き上
げにあい、その後ゼネストなどを配置するが実効が上がらず、「無交渉、無紛争、無賃上げ・

賃下げ」が一般的傾向として広がった苦い経験が韓国労働運動にはある。その後急激な経済

再建を果たし労使紛争が増加傾向にあるが、「グローバリゼイ－ションに対する対案」は、そ

の過去の繰返しではあることは当然出来ない。難しい政策選択を迫られていると言える。  
＊昼食で立ち寄った飲食店に日本人向けに置いてあった「コリア・ニュース」（８月２９日付け）に

三星経済研究所が 27 日に発表した「製造業の空洞化加速と対応策」という報告書が紹介さえていた。
韓国製造業メーカーの海外投資件数は、94年 1000件を超え、02年には 1800件に達し、国内設備投
資対比で海外投資が 01 年には 10％に近接したとしている。これに対して韓国国内での製造業への投
資は国内、国外企業を問わず減少していると指摘している。韓国の製造業は国内付可価値の 29.6％、
雇用の 26％を占め、日本と比較し比重が高く、国力衰退と大量失業の危険性を孕むとしている。同研
究所は対策として、代替産業の育成、サービス業の高度化、さらに労使関係の安定を土台にした、生

産性改善の範囲内での賃上げ、企業が負担する社会的費用の軽減が必要としている。 
 
 
２．社会統合・「労使政委員会」への対応 

 

 対立的な労使関係の一方で、金大中政権下で「労使政委員会」が設置され、社会統合的試

みがされていることも関心を惹くところである。日本の各種審議会や委員会は、官僚統制、

全労連排除の性格を持っており、「擬似的社会統合機関」に過ぎない。韓国の取り組みは、ア

ジアでは例がなく注目される。 

 結論的に言えば、歴史的経過を背負う過激な労使関係を終息させるための「経済民主主義

的参加機構」という側面と、労働力の柔軟化などグローバリゼーションへの対応のための「新

自由主義的労働統制機構」という側面を併せ持つ。労働団体はその両極の間で難しい舵取り

を迫られている。 

 

①「労使政委員会」の歴史的な位置付け 
 

1987 年の「民主化宣言」以降、労働組合の権利や活動が大幅に認められ勢力が増大したと

はいえ、過去数十年間続いてきた対立的労使関係や権威主義的労働統制政策が根本から変っ
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たわけではなかった。 

労使政委員会はこうした過去の対立的労使関係と権威主義的労働政策を捨て、政府と使用

者側が初めて労働界を「国政運営のパートナー」として受け入れ、労働政策ばかりでなく、

経済・社会政策に至るまで幅広い分野の政策形成過程に労働組合を参与させたという点で、

少なくとも形式上では、従来の韓国労使関係では決してみることのできなかった新しい実験

であるといえる。これは西ヨーロッパのいわゆる「社会的合意主義」（Social Corporatism ） 

と類似した形態であるといえる。 

 
②設置の背景 

 

労使政委員会という労使関係モデルの成立の背景は、IMF 経済危機という外的要因に国内

の諸勢力間の複雑な力関係が作用したことだといえる。 

先ず政府側の要因としては、政権の脆弱性（連合政権、国会内での与小野大現象）が挙げ

られる。通貨危機、企業倒産、大量失業などにより社会的不安が高まり、その状況下で、IMF 

が求める労働市場の柔軟化と財閥改革を政権だけで推進することには限界があった。しかも

経済危機の克服に必要な外資誘致のためには、国内政治と労使関係の安定が不可欠であった。 

労使政委員会の設置は、金大中政権の改革性に求めるよりは、むしろその脆弱性に求める方

がより的確というべきである。 

経営側にとっては、経済危機により発言力が低下したことや財閥批判をかわすねらいがあ

った。 

労働側にとっては、政府と経営による一方的構造調整と大量解雇に対する不安感が強まる

一方、失業者の急増、労組組織率の低下、解雇に対する組合員たちの不安感の高まりなどか

ら政府・資本との全面対決は容易に選択できないという事情があった。労働側は「失うもの

は多く、得るものはさほどない」点を前もって知りながらも、次善の選択として参与を決定

したという点できわめて厳しい選択をしたといえる。 

＊労使政三者協議を最初に提案したのは労働側であり、労民主労総は1997 年12 月3日に「経済危機

克服および雇用安定のための労使政三者機構」の設置を政府に要求した。この要求を受けて金大中大

統領当選者（当時）は、韓国労総と民主労総に対し「IMF 克服のための労使政協議会」の構成を提案

した経過がある。 

 
③経過 
 
1998.1.15 「第１期労使政委員会」設置（１期、２期は大統領の諮問機関） 
   2.6 「経済危機打開の社会的合意」成立（90 項目） 
   3.28 「労使政委員会規則」の制定（大統領令） 
     6.3 「第２期労使政委員会」開始  
1999.3.24 「労使政委員会の設置、運営に関する法律」制定、公布 
   9.1 「第３期労使政委員会」開始 
2000.8.8 第４代委員長就任 
  10.23 労働時間削減の基本方針合意 
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2001.2.9 「職場レベルの複数労組」と「経営者による労組専従者への賃金支払の禁止」
の導入の５年間の再延期で合意 

2002.7.22 非正規労働者の保護、若者の雇用促進、国営の４つの合併会社の民営化で合意 
   8.8 第５代委員長就任 

  労使政委員会の HP から 

 

 

労使政合意案の重要内容（1998.2.6 ） 

主要内容 主要妥結内容 
整理解雇制および勤労者派遣制 ・整理解雇制即時導入，M ＆A 時整理解雇許容 

・勤労者派遣制導入 
雇用安定および失業対策 ・失業対策基金５ 兆ウォン以上造成 

・失業給与拡充 
・勤労時間短縮方案検討 

公務員および教員の労働基本権保障 ・99 年7 月教員労組許容，団結権および団体交渉権付与 
・99 年1 月から公務員職場協議会設置 
・98 年上半期に労組の政治活動保障 

・失業者に対する労組加入資格認定 

財閥改革 ・相互債務保証規制強化 ・従業員持ち株制改善 

・結合財務諸表早期導入 ・少額株主の権利強化 

・大企業総帥への経営責任賦課 
. 
. 
. 
 

 

□□ 

 
④労組の対応 
 

・１９９８年２月９日に開かれた民主労総臨時代議員大会では、２月６日の政労使合意が整

理解雇制、勤労者派遣制の法制化により雇用不安と生存権の侵害をもたらすとして合意決定

が否決された。これに伴い指導部が総辞職し、非常対策委員会が設置された。その後闘争色

の強い執行部を確立、５月27-28日第１次ゼネスト実施。 

  

・「第２期労使政委員会」は、民主労総を欠いたまま発足。民主労総は独自の労政交渉で譲

歩を勝ち取り、６月５日に復帰。 

 

・98.7.10 一方的な構造調整、不当労働行為、失業率の高まりなどへの不満から韓国労総、

民主労総とも政労使委員会への不参加宣言。 

 民主労総は、７月 14‐16 日第２次ゼネストを実施。政府は指導部と労組委員を拘束し全面

対決。しかし、７月２３日に予定された第 3 次ゼネストを前に労政合意。両労総は共同記者

会見し、７月２９日から労使政委員会は正常化。 
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・９９年初め両労組は政府の公約不履行を理由に、労使政委員会への不参加を宣言、離脱し

た。特に、民主労総は、脱退と総力闘争計画を発表。 

 

・９９年６月２５日、構造調整問題が政府与党の大幅な譲歩で労政間の合意が成立したため、

韓国労総は労使政委員会に復帰。 

 

・９９年１１月、民主労総は９５年の設立以来５回目の設立申告で労働団体として正式に認

められた。しかし、段委員長は「合法化された後も、既存の労働運動路線に変わりはない。

労使政委員会での合意事項が殆ど実現されていないため、労使政委員会への参加は考慮して

いない」と「場外闘争」を継続。 

 

・労使政委員会に対する両労総の対応は異なるが、「金大中政権には、労働問題を経済問題か

ら派生した周辺的な問題と見なす限界がある」「労働者を政策決定のパートナーと見ていな

い」との指摘もある。 
 ＊労使政委員会については、論文「韓国労使関係の新たな実験（上）、（下）」（尹辰浩）による。 
 
 
⑤蘆武鉉政権の労働政策と労組の対応 
 
・２００２年１２月１９日の大統領選挙の結果、21 世紀初の戦後生まれの大統領が誕生する

ことになった。盧氏は選挙期間中、いわゆる「開発独裁体制」に続く「三金政治（1970 年代

以降大きな影響力を保っていた 3人の金氏政治家による政治支配体制）」の負の遺産である腐

敗政治（政経癒着）の清算を訴えることで、金大中政権とは一線を画す一方で、外交・安全

保障や経済・労働分野などでは金大中政権の政策を継承するなど、「改革志向の新しい政治」

をより鮮明に打ち出した。 

 特に、特権や既得権をむさぼるような利権政治を排除し、公正な競争ルールの下で市民の

参加と社会統合（地域・階層間の壁打破）を実現することを強調することで、金大中政権の

統治理念である「市場経済と民主主義の両立」を一歩進んで具現化し、グローバル化・情報

化時代に相応しい民主主義（市民社会）の土台を確固たるものに築き上げることをアピール

し、若い世代の共感を得るのに成功したことが当選に大きく貢献したといわれる。 

 

・韓国経総の選挙資料によると、次のように色分けされている。 

盧候補（民主党）は、「社会統合に重点をおいた分配中心の政治路線」「市場経済原理を前

提に政府の介入を必要に応じて容認する」。労働問題では、「社会統合の観点から政府の

積極的な介入」を強調：中道陣営を代表する 

李候補（ハンナラ党）は、「経済成長を強調する市場中心」「政府の介入より市場機能を重

視する」。労働問題では、「政府の介入を最小限に抑え、法と原則に基づいた自律的な労

使関係を確立すること」を重視：保守陣営を代表する 
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権候補（民主労働党、民主労総支持）は、「労働者層を代弁する労働中心」「市場経済原理

に反対し、政府の役割を重視する」。労働問題では、「政策決定や経営への労働者層の参

加」を訴える：革新陣営を代表する 

 

・金大中政権の政策を「通貨危機克服のための危機管理型」とすれば、蘆武鉉政権のそれは

「（構造調整で生じたひずみを解消するための）社会統合型」になるだろう。 

蘆大統領は、「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」を選挙公

約に掲げ、その実現のための方向性として①国際基準に沿った労使関係の構築、②重層構造

の社会的パートナーシップの構築、③自立と責任の労使自治主義の確立、④労働生活の質の

向上、⑤労働行政サービスの力量の拡充、⑥雇用の創出と安定－の６点を挙げている。（韓国

労働研究院副院長 柳吉相） 

 

・労働側は、蘆政権を親労組として歓迎していたが、６月 28 日民主労総系の鉄道労組員 3500

人が延世大学校内でスト篭城していたのに対して、警察権力 5400 人をはじめて投入、強制解

散させた。蘆政権の労働政策の変化に労働側は、対決姿勢を強めている。両労総は、6 月 30

日、ストや大規模集会を行った。 

 

・－盧大統領は「参与政府の経済ビジョンに関する国際会議」で演説し、「労使関係厳正中立」

を強調して、労働政策を巡る「変化」の論議に間接的に答えながら、労使関係の「グローバ

ルスタンダード化」構想を強調した。大統領は「労使政委を中心に推進政策を準備、今後 1

～2年内に先進的な労使関係を定着させ」「労働制度と慣行だけでなく、労働市場の柔軟性と

勤労者の権利、義務まで国際的な基準に合わせる」と話した。 

 

・8 月 29 日付け「コリア・ニュース」は、一面で「労働政策、強行基調に旋回」「盧大統領、

対話・妥協から法・原則へ」「貨物連帯ストが起爆剤」の見出しの記事を掲載している。26

日の閣議で「対話しようという誠意がなかったり、対話自体を拒否する場合には、法と原則

に基づいて厳正に対処するよう」関係閣僚に指示したとされる。鉄道労組や貨物連帯のスト

が念頭にある。また、25 日の経済紙との合同インタビューでは、「対話と妥協による自律的

な労使文化の醸成は、相当期間成功するのが難しいようだ」、「対話と妥協を拒否する、いか

なる労使集団ともこれからは妥協しない。」と語ったとされる。 

 民主労総はホームページで鉄道労組のストの理由を、政府が「4.20 の労政合意」（鉄道改

革は関係者の合意によってすすめられるべき。改革の目的は公共性の向上であるなど）を破

り、6月 27 日に立法、司法委員会で一方的に「鉄道改革法」を通したことにあるとしている。 

 

・韓国労総の柳常任副委員長も私たち調査団に、「盧政権は当初は親労組的であり、歓迎した。

しかし、就任６ヶ月、親企業的政策に転換した。」と語った。 

 民主労総傘下の教員労組などは盧政権支持を撤回している。 
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⑥社会的合意主義の位相 
 
社会的合意主義が成功するためには、強力な産別労組と友好的な政治勢力の存在が必要で

あるといわれる。 

 韓国の労働組合の形態は日本と同じ企業別組合。産別志向を強めているとはいえ道のりは

遠い。しかも、労組の組織率はせいぜい 12％で両労働団体に２分されている。 

 政党配置で言えば、与党「新千年民主党」と「ハンナラ党」が、大勢を占めている。これ

らは階級利益を代表するというより地域政党の色彩を色濃く残している。韓国労総出身で両

政党所属の国会議員も多数いる。 

しかし、そんななか民主労総が中心になり、「民主労働党」を立上げ、2002 年６月の地方

選挙では全国で８％の得票を記録、第３党となった。同年 12月の大統領選挙でも候補者を立

て４％の得票を得ている（ハンナラ党の候補者を当選させないために、民主労働党支持者の

票が蘆候補に流れたとの観測も）。 

また、韓国労総が中心になり「社会民主党」を立上げた。両労働団体の統一、革新的政治

勢力の統一が実現するならば、新たな政治情勢が切り拓かれる。 
 労使政委員会は、「新自由主義的労働統制機構」という側面と「経済民主主義的参加機構」

という両側面を持つ。今は小さくとも革新的政治勢力が頑強な地域・血縁主義を突き崩し、

大きくまとまるならば、労使政委員会も後者の側面を強く持つ「民主的コーポラティズム」

の機関になることも夢ではないように思われる。 
 ＊JILの HPから多くを検索、引用した。 
 
⑦労使協議会制度 
 
 労使協議会制度は本来、上からの権威主義的労働統制の手段の一つであった。しかし、こ

れも社会統合路線の展開に伴って新たな意味が与えられようとしている。JIL の労働基礎情

報「韓国編」から紹介する。 

 

労使協議会の機能を強化するために、1980年に制定された労使協議会法を発展的に解消し、

「労働者参加および協力増進に関する法律」を新たに制定した。 

1．労使協議会の設置義務を従来の常用労働者 50 人以上から 30人以上の事業所に拡大適用

する一方で、労組の弱体化を招く恐れがあると指摘されていた「労組がある事業所に対する

設置義務付け条項」を削除する。また、労働者委員の代表性を高めるために、労働者の過半

数で組織された労組がある場合に限って労組代表者と労組が委嘱し、その他の場合は労働者

の直接･秘密･無記名投票で選出する。 

2．労使協議会の役割を強化するために、教育訓練および能力開発基本計画作成・福祉施設

の設置管理・社内勤労福祉基金の設置・苦情処理委員会で議決されなかった事項・各種労使

共同委員会の設置などの議決事項を新設し、成果配分・労働者の採用配置・雇用調整の原則・

賃金制度の改善・従業員持ち株制度などの協議事項を増やすなど、労使協議会で扱う事項を
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拡大する。 

3．労使協議会の実効性を高めるために、労使協議会で議決されない場合や議決事項の解釈･

履行方法に意見の不一致が生じる場合は仲裁に持ち込むことができる任意仲裁制度を新設し、

報告事項に対して使用者が報告・説明を行わない場合、労働者委員に資料の提出を要求する

権限を新たに付与する。 

 労使協議会の役割をめぐっては協調的労使関係の土壌がその前提条件になるのか、それと

も協調的労使関係を築くための手段になるのか議論が分かれるところである。これまで労使

協議会は労使現場からの自治の産物ではなく、法的に義務づけられるという性格から、上か

らの労使協調主義のシンボルとして受け止められることが多かった。特に、労使間の不信感

が根強く、それゆえ力関係の誇示以外に利害調整のメカニズムを築くことができないでいる

事業所や、労使協調主義を一方的に押し付けるための手段としてしか利用されていない事業

所などでは形骸化してしまうか、逆に労使間の不信感を助長してしまうことが十分考えられ

る。しかしながら、経済危機後、経営参加および経営情報共有に対する労働側の要求が日増

しに高まっており、労使の間で労使協議会の役割を見直す動きにつながることが期待されて

いる。それは詰まるところ、労使協議会の使い道いかんに大きく左右されるといえよう。（以

上 JIL の HP から引用） 

 

 現代自動車の労使交渉が８月５に妥結し、その中で労組の一部経営参加が韓国の大手企業

ではじめて認められた。取締役会への参加は見送ったものの、取締役会開催の事前通知、決

定内容の労組への伝達を盛り込み、海外生産などの決定に際しては「労使共同委員会」の審

議で決定するとしている。 

これに対して韓国経総など経営側は総じて「経営権の侵害」、「労組は経営結果に責任が取

れるのか」等反発している。 

他の反応を以下、「レイバーネット」（03.8.6 編集）から紹介する。 

 

ソンナック民主労総教育宣伝室長は「個別事業場の労使が合意したことを経済団体が問題

視するのは、労使葛藤を加速化するばかりか、政策と制度などの改善に取り組むべき経済団

体が場所を間違えたもの」、「労使合意案で経営参加の問題は、大部分が労働者の雇用と関連

した内容で、雇用と直結した会社の経営事項に対して労使合意を経るという ‘雇用安定協

約’水準の労使合意は相当多くの事業場で既に導入されている」と財界の批判を過敏反応と

した。 

また、チョソンジェ労働研究院博士は、「現代車の妥協案は経営参加とみるより “正規職

に対する完全雇用保障合意”と見るべきだ」とし、「これは現代車が経営状況が悪化した 98

年に大量整理解雇を断行し、労組員等の身分に対する不安感が大きくなったことによる結果」、

「経営情報を共有して会社の重要な経営上の意志決定と関連し、従業員等の同意を得ること

は、現行法(勤労者経営参加及び協力に関する法律)でも推奨されている」と指摘している。 

また、一部の大企業は、現代車労使合意水準の経営参加を既に施行している実情。 LG 電

子は労使協議会を通して役員会議に報告する経営情報や主な意志決定資料をそのまま労組に
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公開しており、大宇造船海洋は労使協議会とは別個に各種の委員会を労使同数で作り経営懸

案に対する意見を高い密度で共有している。ソンウォングン晋州産業大教授(経済学)は、「現

在の財閥企業等の支配構造を見ると、総裁や総裁の表情だけ見る経営陣の専横を防ぎ、透明

性を高められる主体がない」とし、「一定部門労組の経営参加は支配構造改善次元でも望ま

しい」と主張した。 

（続く）  


