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１．はじめに 
 1998 年 9 月、ドイツで社会民主党

（ＳＰＤ）のゲルハルト・シュレーダ

ーが首相に就任し、EU加盟 15カ国
のうち社民党が政権に参加している

国は、スペイン、アイルランドを除く

13カ国となりました。 
 一方、欧州統合は、1991 年のマー
ストリヒト条約、96 年のアムステル
ダム条約を経て政治統合の深度を増

しています。 
 欧州レベルでの労働時間規制の強

化、同一価値労働同一賃金の実施が伝

えられる反面、市場原理に基づく医療

福祉の改革の動きも伝えられるなど、

従来の枠組みでは理解し辛い面が、出

てきています。社民党政権といいなが

ら、新自由主義（保守主義）の政策と

どこが違うのか、という疑問です。 
 その政権の只中にあって労働組合

はそれをどう評価し、どのような役割

を果たしているのか。 
ここでは、「報告書」を読むに当っ

て最低限度必要な政治状況、労使関係

についての基礎的な説明をすること

にします（第３部の各国別の基礎資料

も参照下さい）。 
 
２．労働組合と政治参加      
 
２．１ 「福祉国家」の変容と欧州左翼

の現代的特徴 
「ヨーロッパの新しい左翼はかっ

てないほど連帯し、結束性があり、同

質性を強めている。」「現在の中道左

派政権は市場経済を支持している。し

かし、どの政権も市場の失敗を見て知

っている」「いまではどの社会民主主

義政党も、公的支出の拡大に限界があ

ること、国有化の時代は終わったこと

を認めている。民営化が受け入れられ、

望ましいとさえされている。」（「ヨー

ロッパ中道左派の新たな政治戦略」、

ドナルド・サスーン、ロンドン大学教

授）。ここに、今のヨーロッパ左翼の

現状が端的に表されています。 

第２次世界大戦後、ヨーロッパでは

「福祉国家」が、実現されました（北
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欧諸国においてはそれ以前から）。こ

れは、理論的にはケインズの「有効需

要理論」に基づくもので、「高福祉高

負担」という言葉で表されます。簡単

に言えば、豊富な国家財政（高負担と

時には国債発行による）を使い、福祉

施策や公共事業で需要を刺激し、「完

全雇用」を達成しようという政策です。 

しかし、1973 年の石油ショックを

契機に、急速な失業の増大とインフレ

の同時進行（スタグフレーション）が

発生し、その限界が指摘され、「福祉

国家」見直しの動きが出てきます。 

それが、端的に示されたのがイギリ

スで 1979 年に保守党のサッチャー政

権が誕生します。その政策は新自由主

義と呼ばれ、市場主義、小さな政府論

に基づき、国営企業の民営化、福祉切

捨てなどが行われました。 

この政策も 90 年代半ばになるとや

がて行き詰まりを見せ、その国民犠牲

の弊害が大きく意識され始め、次々と

社民党を含む左翼政権が誕生して行

きます。 

しかし、その政権に復帰した左翼の

政策は 70 年代までの「福祉国家」論

でも「高福祉高負担」でもなかったこ

とは、先に指摘した通りです。 

 

２．２ イギリス労働党の「第３の道」 

イギリスのニュー・レイバーの「第

３の道」をヨーロッパ左翼の 1つの典

型例として見てみましょう。 

イギリスのブレア首相は、「第３の

道－新しい世紀の新しい政治」の中で、

「『第３の道』が標榜するものは、社

会民主主義の近代化であり、社会的公

正を始め中道左派が掲げる目的への

熱意ある取り組みであり、その一方で

そうした目的を達成するために柔軟

で創意的で前途ある手段をとること

である。」と、社会民主主義の改革と

いう表現を使いながら、社会民主主義

が掲げる価値観の堅持と手段として

のプラグマティズムを強調していま

す。そして、その価値観として、具体

的に「価値の平等」、「機会の均等」、

「責任」、「コミュニティ」を挙げてい

ます。 

更に「社会目的を達成するためには

市場原理が重要であり、企業家精神の

発揚が社会的公正の促進を可能とし、

新しい技術が脅威ではなく機会を提

供できる。」と市場原理を積極的に承

認し、産業界とのパートナーシップを

強調します。 

しかし、一方では「私たちが支持す

るのは市場経済であって、市場社会で

はない。」（この部分は、ドイツのシュ

レーダー首相との「共同声明」。99 年

6 月）、「ダイナミックな市場は社会

に奉仕するのであって、その逆ではな

い。可能な限りの競争、必要な限りの

規制、というのがわれわれのやり方で
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ある。」と、市場の社会的な規制の必

要性も同時に主張します。 

また、「第３の道」が主張している

のは、福祉の否定ではなく、「福祉の

改革」であるとも言います。「福祉は

今世紀が生んだ最高傑作の一つ」とた

たえて見せる一方で、「われわれ左翼

は、公的資源を費やす際に効率の問題

にほとんど考慮を払わない、と見られ

ていた」として、公的資源の効率的使

用を強調します。 

「大きな政府が良い政府」である時

代は過ぎ、問われているのは政府がど

れほど多くのことを行うかではなく、

政府が何を行うか、どれほどうまく行

うかであり、テコ作用としての機能で

ある、として民間部門とのパートナー

シップを強調します。 

これと同じような思想が、労働組合

会議TUCの政策の中にも流れていま
す（本「報告書」第３部資料『福祉か

ら労働へ』を参照）。 

 

２．３ 政治システムと労働組合 
 労働組合の政治との関わりも当然、

３ヶ国それぞれの特徴を持っていま

す。それは、その国の政治システム、

政党配置と労働組合組織のあり様を

反映したものです。 

 

①イギリス 

まず、イギリスですが、労働党と労

働組合会議TUCとのガッチリとした
ブロックが組まれ、労働党政権を労働

組合が支えていることが特徴です。 

 勿論両者の関係が絶えず良好であ

ったと言うわけではなく、1979 年の

キャラハン労働党政権末期には、所得

政策による賃金抑制と第２次オイル

ショックによるインフレとが重なり、

公共部門のストライキが続出し、いわ

ゆる「不満の冬」に突入。これが、労

働党政権の崩壊を招き、サッチャー政

権以降 18 年間におよぶ保守党政権を

許す契機になったことは有名です。 

 1997 年 5 月にトニー・ブレアひき

いる労働党政権が誕生しますが、これ

は 80 年代の労働党の選挙での後退、

TUCの組織の激減を通じて、90 年代
初頭からの路線、政策の見直しが、ほ

ぼ両者平行して行われてきた厳しい

時期を背景に持っています。 

 労働組合と政党との関係では、

TUC はイギリスで唯一のナショナル
センターであり、労働党結成に中心的

な役割を果たしました（労働党はもと

もと TUC の国会対策部でした）。
TUC こそ加盟していないものの傘下
の主要な５つの産別組織が加盟をし

ています。労働党は、単一組織ではな

く労組、団体、個人、議員集団などか

ら構成される連合体組織で、イギリス

共産党も加盟申請をしてきた経過が

あります。 
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 TUC の影響力が強く、労組員の約
50％が労働党員ともいわれています

が、ブレアはその影響力を抑えるため

に、95 年にそれまでの「ブロック投

票制」を廃止し、「１人１票制」を導

入しました。しかし、労働組合との関

係は良好です（第２部の大高報告参

照）。 

 イギリスには、大陸ヨーロッパのよ

うに労働組合を政治社会構造の中に

取込むような制度はありませんが、労

働党-TUCブロックこそ、それに代わ
るものです。 

 労働党・TUC 連絡調整委員会な
どを通じて公式、非公式に政策のす

り合わせが、行われているようです。 

 

②フランス 

フランスでは、97年 5月の総選挙
で社会党が勝利し、ジョスパン政権が

成立、RPR 共和国連合のシラク大統
領（95 年～、任期７年）との左右同
居政権（コアビタション）となってい

ます。 
この政権は社会党を中心にフラン

ス共産党、緑の党、市民運動、急進党

が参加した５党連立の「左翼政権」

（多元的与党）です。 

 フランス社会党は、1971年6月、「左

翼の新たな結集」をスローガンに結成

され、翌年の共産党との「左翼共同綱

領」締結によって最初の飛躍を果たし

ました。 

 81年に政権をダッシュしたミッテ

ラン政権は、早くも83年には、初期の

社会主義的な再建プログラム（国有

化・財政支出による内需の拡大、労働

立法など）を放棄し、緊縮財政と市場

競争による経済「近代化」に転じまし

た。 

 ジョスパン政権も共和国連合の前

政権から民営化路線を引き継いでい

ます。 

 政・労の関係の歴史の違いに加え、

５党連立政権であるということもあ

り、フランスにおいてはイギリスのよ

うな政党と労組との直接的な関係は

見られません。 

 フランス民主労働同盟CFDTは、左
翼政権を支えて行く姿勢を取ってい

ますが、労働総同盟CGTはどちらか
というと「現政権は経営者より」と厳

しい見方をしています。 

 しかし、フランスの労働組合は社会

制度の中に組込まれ、大きな権限と特

権が与えられており、それを通じて政

府の政策に大きな影響力を行使して

います。 

 「代表的な労働組合」を認定し、様々

な保護（特権）を与える制度があり、

CGT、CFDTなど５組合が認められて
います。職員代表、「企業委員会」、

「プリュドム」（労働裁判所。個別労

働紛争を処理。裁判の第一審と同じ権
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限を持つ）、「社会経済委員会」（国、

地方の経済・社会政策を検討する機関。

政府などへ意見を提出）などへ代表を

送り込み、企業内外の政策決定に影響

力を行使します。職場代表選挙の得票

率に応じて、組合専従として働く役員

の賃金は雇用者が負担しています。ま

た、各種委員の教育、研修名目で公的

機関から補助金が出され、ナショナル

センターの予算の４分の３は、このよ

うな企業、国等からの補助金であると

いわれています。 

 

③ベルギー 

1999年 6月の選挙で、与党のキリ
スト教人民党と社会党が後退し、その

結果、1958 年以来与党であったキリ
スト教政党が政権を離れ、ベルギー憲

政史上初めて自由主義政党と社会党

にエコロジー政党が加わった連合政

権が成立しました。 
キリスト教人民党、社会党、自由主

義政党が、３大政党となっていますが、

フランス語圏、オランダ語圏でそれぞ

れ別の組織を作り、活動しています。 
この３大政党にキリスト教労働組

合連合、ベルギー労働者総同盟、自由

主義系の労働組合連盟が、それぞれ対

応し政治ブロックを形成しています。

労働組合も言語圏ごとに分かれてい

ます。 
国際労連ＷＣＬで次に訪問するナ

ショナルセンターの名前をACVと聞
いたはずが、実際訪問して渡された資

料には CSCとあったのは、前者オラ
ンダ語圏、後者がフランス語圏の組織

であったためでした。 
 CSC の幹部は、現在の政権を「政
策的には右と左を足して２で割ると

いうものではなく、どちらかというと

右より」と評した上で、訪問した日の

前日の日曜日に「２万人の集会を開催

し、社会保障を守れと政府に圧力をか

けた」と話してくれました。 

キリスト教人民党が政権を離れて

いることもあり、CSC は政権に深入
りすることもなく、組織率トップの力

を背景に示威行動も駆使しながら、政

府に圧力をかけているという自信が

伺われます。 
 

２．４ 欧州大陸におけるパートナー

シップ 
 欧州労連 ETUC は、「欧州社会プ
ログラム」の中で社会的パートナーに

よる社会的対話 Social Dialogue の

推進を掲げています。その内容は、各

級の労使団体が各レベルで課題ごと

に積極的な対話を推進し、そこで得ら

れるコンセンサスを労使で実施した

り、公的な施策に反映させようという

構想です。具体的には、EC（当時）
レベル、産業セクター・レベル、多国

籍企業レベル、地域連合レベルの４つ
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で推進することが考えられています。

大陸ヨーロッパ諸国で既に広く行わ

れている社会的対話を EU レベルの
制度として拡張しようとする意図が

含まれています。 

フランスについて見ると、国レベル

の労使協議では、使用者の全国組織と

主要な労働組合中央組織との間で合

意され、結ばれた労働協約が、政府に

より追認され、立法またはデクレに取

り込まれることによって、政府の施策

に結実して行く仕組みになっていま

す。「週３５時間労働」法制などが、

その良い例です。 
 CGT 傘下の保健行動労連のナディ
ーヌ書記長は、「労使同数委員会（各

ナショナルセンター代表、経営者代

表）で労働基準法、雇用条件について

の労働協約について協議する。労働協

約が交渉対象となる。 
医療分野では、現在のところ４つの

労働協約が結ばれている。さらに、施

設毎に協約が結ばれる。ただし、医療

というのは社会保障にかかわる、つま

り国家予算にかかわることなので、労

使の合意にプラスして政府との合意

が必要。政府が認めないと、実施でき

ない。政府が、拒否権を発動できる。」

と、政府の政治的な介入が目立って来

ていると、この分野でも状況は甘くな

いと危惧の念を表明しました。 
一方、イギリスにおいては、同じパ

ートナーシップでも企業内の労使の

パートナーシップに留まっていると

言えます（従って、後の労使関係の項

で触れます）。 
しかし、ここで注目すべきことは欧

州労使協議会制度 European Works 
Councilが、1994年 9月に EU指令
として定められ、適用除外となってい

たイギリスも 2000年１月 15日に国
内法を整備し、全面的に適用されるよ

うになったことです。 
これは、欧州大陸諸国で実施されて

いる法定の労使協議制度を、欧州多国

籍企業に対して広域的に適用させる

ことによって、複数国にまたがる労働

条件の整備の場を設けることを目的

としています。 
EU統合の深化とともに、EU指令
に基づく労働条件の統一だけではな

く、その協議制度も社会的対話の一環

として統一されつつあるといえます。 

 

３．労働条件決定システム 
 

３．１産別協定力の低下と企業内活

動へのシフト 

 ヨーロッパの労働組合組織は、職業

別、産業別に組織され、その最小単位

（イギリスの Branch、フランスで言

えば syndicats）は地域ごとに企業の
外に組織されており、経営者団体と産

業別の労働協約を締結し、それをもっ
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て各企業の労働条件を規制して行く、

ということで知られていました（経営

者にとっては、経営の現場に労働組合

をいれたくないという意識が強く、労

働組合側からすれば、取り込まれると

いう危惧を持っており、その妥協点と

いう側面も持っていました）。 
 これが、経済の高度成長を経て

1960 年代になると様相が変わってき
ます。高度成長は、各企業の収益力に

大きな格差をもたらし、各企業におけ

る上積み交渉の比重が高まってきま

した。産業別協定はもはや単なる一般

原則の宣言的な意味しか持たず、上積

み交渉においても最低基準の提示に

すぎなくなり、交渉においては「フロ

アーFloor」ではなく、「安全網

safety-net」に過ぎなくなってきまし

た。当然、職場における組織の構築、

企業内協定の締結が課題となってき

ます。 

 ここでも大陸ヨーロッパとイギリ

スでは事情が異なります。 

 フランス、ベルギーには法定の従業

員代表制が整備されており、それが代

替的な役割（企業側からすれば、擬似

労働組合組織を作ることによる労働

組合組織からの企業防衛の意味）を果

たしてきました。それには２種類あり、

従業員代表者と企業（工場）委員会（労

使同数委員による労使合同委員会）で

す。 

フランスの例で言えば、前者が従業

員規模１１人以上、後者が同じく５０

人以上とされています。実態としては、

被選出者の大半は労働組合役員を兼

ねています。 

しかし、実際の活動はともあれ、そ

れらには協議・諮問機関、苦情処理と

いう法的な制約があるため、労働組合

独自の組織の確立も追求されます。

1968年の 5月事件を契機にグルネル
協定が結ばれ、企業内組合権が保障さ

れました。1968年 12月 27日制定の
「企業内での組合活動に関する法律」

は、フランス労働法上はじめて企業内

における労働組合の存在及び活動を

承認した（これ以降企業単位のサンデ

ィカが主流となり、今日では日本の組

織形態と大差ないのが実態のようで

す）。 
 一方、このような法定の従業員代表

制を持たないイギリスでは、同じく

1960 年代からショップ・スチュワー

ドの活動が活発になっていきます。そ

れは、法律の助成を受けない、労使の

自主的な活動として発展して行きま

す（第１次世界大戦中、ホイットレー

の勧告が出され、①産業・全国レベル

の労使協議機関、②工場・企業ごとの

工場委員会の設置が打ち出されまし

たが、第２次世界大戦後国有企業に広

まった以外は、民間企業ではショッ

プ・スチュワードが主流であり、広が
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りませんでした）。 

 労組役員が兼ねる場合もあったし、

労働組合が承認する（信任状を交付す

る）ケースがほとんどだったとは言え、

労働組合に完全に従属するものでは

なく、それとは相対的に独立したもの

でした。 

また、ドノバン報告（1968 年）が

指摘する通り、様々な異なるグループ

を背景に持っており、小規模の非公認

ストが激増し、職場の労使関係は不安

定さを極めます。 

そこで、ショップ・スチュワードの

集中化とフォーマル化がめざされま

す。70 年代、80 年代を通じてこれが

進行します。 

これと平行して、労働組合の企業内

活動の整備がめざされます。 
1971 年労使関係法は、交渉単位制
を導入。企業もしくは工場・事業所レ

ベルにおける有効な交渉組織の確立

とよりフォーマルな労働協約の発展

を図ろうとしました。 
1975 年雇用保護法によって、団体
交渉のための労働組合の承認制度が

設けられました。この承認制度は、そ

の基本的性格としては、1971 年法に
おける交渉単位制度を受継ぐものと

いえます。 
 そして、80 年代の紆余曲折を経て

組合承認問題に決着をつけたのが、

1999 年雇用関係法とそれを受けて、

2000 年６月６日に施行された労働組
合の承認を法的に義務づける規則で

した。これにより組合は、自らを賃金

や労働条件の正式の交渉相手として

使用者に承認させる法的手段を得る

ことになりました。 

 ショップ・シュチュワードは、労働

組合組織に収斂していっていると言

えます。 

 

３．２民間部門における無協定の広

がりと公務における労働条件決定

システム 

 フランスにおける交渉は、伝統的な

産業ワイドの交渉から、①それより下

位の企業レベルの交渉、②それより上

位の全国職際交渉、③1950 年法が適

用を除外した公共部門における交渉、

へと発展して行きます。 

②については、既に概括した通りで

すが、これが労働組合の社会的な影響

力の 1 つの源泉になっていると見る

ことができます。 

 ①については、企業内に足場を築い

た労働組合が主体となりますが、これ

がかえって足かせとなります。なぜな

ら、組織率が 10％そこそこなのに加

えて、９つものナショナルセンターに

分立しているからです。 

 特に、民間部門の組織率は低く、産

別協定の庇護がなくなる中で、経営者

の思うままに労働条件は決められ、
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「無法地帯」と化しているのが現状の

ようです。その言葉は、社会保健行動

労連のナディーヌ書記長が、民間福祉

施設の現状を指して言ったものです

が、３割程度ある公務部門と民間部門

の賃金格差を埋める有効な手段は見

出せていないと語っていました（日本

においても同じような課題を抱えて

おり、労働協約の拡張適用、最低賃金

制、EU指令の同一価値労働同一賃金
の原則がどのような役割を果たし、ま

た、果たしていないのか、フランスの

制度を詳細に研究してみる必要があ

ります）。 

 そのような中で、なんとか労働組合

の規制力が働いているのが公務部門

です。 

 例えば、給与改定（中央レベル）に

ついては、年２～３回程度、CGT、
CFDT など７つの組合の代表と公務
員担当国務大臣または政務次官との

間で交渉が持たれます。交渉は、政府

案を協議する形で進められ、最終的に

は政府が作成した議定書に同意する

組合が署名をして終結します。 

 部門ごとの政府交渉も持たれます。

前出のナディーヌ書記長は、「2000
年 1 月に８つの団体が共同で公務の
医療部門で政府交渉を実現しました。

雇用、職業訓練についての要求です。

政労のプロトコル議定書が成立しま

したが、CGT と SEU は調印しませ

んでした。前進面はあるが、不充分と

判断したからです。調印したところと

しないところで関係が難しくなって

いますし、実際はその協約が適用され

ています。 
 2002 年 1 月から公務部門に週 35
時間制が適用されますが、時短ととも

に雇用増につながるかが重要です。雇

用増につながるよう８団体で共同し

てあたりたい。」と語っています。 

  

イギリスにおいても産別交渉から

職場交渉へ重点が動く中で、36％の組

織率、約半数の職場に労働組合員が存

在しない状況が、無協約職場を広げて

いる点では、フランスと同様です。 

 違う点は、イギリスには、フランス

のように全国職際交渉により締結さ

れた協約の立法化の道筋がないこと

です。しかし、それを政労使の政策協

調で補い、社会的な影響力を行使して

いることは、先に指摘した通りです。 

 また、公務の労働条件決定システム

も若干異なります。 

イギリスにおける公務員(CiVi1 

Servant)の定義では、国に勤務する者

のうち、大臣、政務次官、軍人、裁判

官及び国営企業に従事する職員等は

公務員には含まれません。 

一般の公務員についてまず見ると、

1980年までは、1974年のペイ・リサ

ーチ協定に基づき、公務員給与調査部
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による公務内外の給与実態調査の報

告書をもとにして、労使交渉により給

与の決定が行われていました。 

1980年秋に政府は、1981年度の給

与決定についてはペイ・リサーチに基

づかないで行うことを組合側に通告

し、公務員給与調査部からの労使への

報告を差し止めました。 

1981 年度以降の給与改定について

は、政府は公務員給与の引き上げに対

するキャッシュ・リミット(総額限度

内で給与の引き上げを決定する。引き

上げ率をさらに高くしたい場合には

人員削減等で応ずることとなる。)を

設定し、組合は独自の要求を提出し、

これらをもとに団体交渉により、また

は仲裁裁定により決定されました。そ

の後、業績給制度の導入等が行われて

います。 

つぎに NHS 職員についてみます。
看護婦の賃金は 1983年以降「賃金再

検討委員会」で決定されています。こ

の機関は、毎年、英国看護協会(RCN)

を含めた労組と経営の双方から賃金

決定に関する証拠の提出を受けます。

そしてそれに基づいて労使から独立

した昇給勧告をおこないます。それを

受け、政府が勧告の全部または、一部

を実施するという仕組みです。日本の

人事院会制度と大きく違うところは、

賃金再検討委員会の中で労使が大い

に自己の主張を闘わすことができ、団

体交渉的な機能を持っていることで

す。また、公務員もスト権を持ち、勧

告後はその行使に制限を受けないと

いうことです（第１部の桶谷報告参照。

公務部門にはホイットリー委員会が、

広範に設置されているようですが、そ

れが労働条件決定にどのような作用

を持っているのか、資料不足で触れる

ことができません）。 

 

３．３ イギリスにおけるパートナーシ

ップ 
労働組合承認法の新たな規則が実

施され、職場における団体交渉を含む

組合活動の権利が強化をされました。

しかし、その一方で従来の労使関係の

枠組みを乗り越えるような、労使のパ

ートナーシップの考えが定着しつつ

あります。ここでそれについて概括し

ます。 
1997 年 12 月に、ブレア首相から
の政策協調推進の呼びかけに応えて、

産業総連合ＣＢＩと TUC が共同で、
「経営者と従業員との協調的関係は、

相互信頼と相互尊重の精神があって

初めて築きうる」との原則を確認し、

「職場におけるパートナーシップ」

partnership at workの推進に政府が
積極的に関与することへの歓迎の声

明を発表しました。 
 パートナーシップというと労使協

調的な労使関係が、まず想像されます。
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確かに、雇用安定・人的資源開発と企

業の競争力強化を一体で推進しなけ

ればならないという点での労使の共

通認識の高まりが背景にあります。 
しかし、もう１つの側面として、市

場社会で周辺に押しやられた人びと、

ニーズを主張する自由、自己決定の自

由を僅かしか持つことができないで

きた人びとへの機会保障を重視する

新たな社会構想という側面を持って

います。 
  

TUC におけるパートナーシップの
歴史的な流れを概括すると、つぎのよ

うになります。 
発端は、1988 年の全国大会で欧州
政策への協調を決めたことです。欧州

労連の進める社会的パートナーによ

る社会的対話が、視野に入っています。 

そして 1993 年に TUC が発表した
『労働組合の将来』（The Future of 
Trade Unions）に、「社会的パートナ
ーシップ」という概念が登場します

（しかし、それは大陸ヨーロッパとは

違い、すでに企業内の労使関係にフォ

ーカスされたものですが）。 

その中身は、相互責任、協働、代表

性にまとめることができます。 
すなわち、労働組合も生産性、競争

力、高い品質に責任を負うが、経営者

も人的資源への投資や雇用にかかわ

る基盤整備など「従業員へのコミット

メント」を高める必要がある。経済的

な成功と社会的安定性の確保は両立

可能で、この実現に向けて相互の責任

を協働して果たしていくことが必要

である。労働組合が代表性を認められ

ることは、この協働の推進にとっても、

また職場の安定維持のためにも、重要

である。「社会的パートナーシップ」

は、このような論理構成になっていま

した。 
 1996 年大会に向けて『仕事におけ
るあなたの持分』（Your Stake at 
Work : TUC proposals for a stake 
holding economy）と題する政策文書
が、発表されました。「stake holding」
とは、雇用関係は納得性、安定性、将

来性といった機会保障を伴うもので

なければならず、これを従業員一人ひ

とりの「持分」として正当に組み込ん

だ企業システムないし経済制度を生

み出して行こうという理念です。 

翌 1997年 2月に刊行された『進歩
へのパートナー』（ Partners for 
Progress）でも、『仕事におけるあな
たの持分』と同様に、投資・雇用開発、

教育訓練、労使関係の改革を進める上

での労働組合と経営者との社会的パ

ートナーシップの重要性が主張され

ています。 
 そして、1997 年の合意に至るわけ
です。 

「職場におけるパートナーシップ」

- 11 - 



は、労使協調のイデオロギーを優先し

た単なる対立回避型労使関係という

より、組合員の雇用安定と仕事への持

分の正当な実現をイギリス産業の競

争力強化と両立させながら進めると

いう、新たな運動次元に踏み込むこと

を意味しています。 
労働組合が経営責任に深く踏み込

み、経営が労働組合および従業員を経

営のパートナーとして認知するとい

う次元に進んだ点で、団体交渉を中心

に労使双方の集団的利害を闘わせる

従来型の労使関係制度とは明らかに

異なった段階に、TUC は進もうとし
ているように思われます。 
 
４．さいごに 
 今回調査に参加して、ヨーロッパは

動いているという予感を持ちました。

左翼政権、労働組合の変化は、単に考

え方が変わったというレベルの話し

ではなく、深部での経済、社会構造の

変化に対応するものなのだと実感し

ます。 
 しかも、労働組合が、政党を媒介し、

また、従来の社会機構を通じて、更に

EUという新たな場を使い、その変化
に積極的にかかわるダイナミズムを

発揮しています。 
 条件のまったく違うこの日本。しか

し、グローバル化の波は同じように押

し寄せてきている日本で、今後どのよ

うな方向性を見出して行くのか、あま

りにも重い課題をつきつけられたよ

うな気がします。 
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性労働情報センター）、蓼沼謙一編「企
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