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諸外国における労働組合・従業員代表制等の現状を
把握し、日本の集団的労使関係の問題点を考える

諸外国における労働組合や従業員代表制等について比較し、各
国の労使関係制度の全体像を整理する。

各国の集団的労使関係の概要を提示し、計8カ国について各々の
国の集団的労使関係制度および実態の特徴を見ていく。

 各国の集団的労使関係の問題点を把握し、それを踏まえた上で
日本の集団的労使関係の問題点を考える。

各国の現状に関しては、基本的に「様々な雇用形態にある者を
含む労働者全体の意見集約のための集団的労使関係法制に関す
る研究会報告書」 JILPT、平成25年7月を参照している。
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表1 各国の労働組合組織率の動向
2

単位：％

年度 アメリカ イギリス ドイツ フランス オランダ スウェーデン フィンランド ノルウェー 韓国 日本

2000年 12.9 29.8 24.6 8.0 22.6 79.0 74.6 54.1 11.4 21.5 

2005年 12.0 28.6 21.5 8.0 21.0 75.7 70.4 54.7 9.9 18.7 

2010年 11.9 26.6 18.9 8.0 19.3 68.2 68.3 53.6 9.7 18.3 

2012年 10.8 26.1 18.3 8.1 18.8 67.5 67.3 53.1 10.1 17.9 

2013年 10.8 25.6 18.0 8.1 18.2 67.7 66.3 51.8 10.2 17.7 

2014年 10.7 25.0 17.7 8.0 18.1 67.3 66.7 52.5 10.2 17.5 

2015年 10.6 24.7 17.6 7.9 17.7 67.0 66.5 52.5 10.1 17.4 

2016年 10.3 23.5 17.0 － 17.3 － 64.6 － － 17.3 

出典：ILOSTAT(https://ilostat.ilo.org/data/) 2019年8月現在
注：1. 原則、雇用者が対象。国によってデータ収集手法、定義、計算手法が異なるため、時系列・各国間の厳密な比較はできない。
2. 2005年の欄は2006年の数値。
3. 2000年の欄は2001年, 2005年の欄は2004年の数値。
4. 2005年の欄は2004年, 2010年の欄は2009年, 2012年の欄は2011年の数値。
5. 2010年の欄は2011年の数値。



各国共通にみられる労働組合組織率の低下

 時系列的に見て、各国とも労働組合組織率の低下が顕著である。その
中でも北欧諸国は依然として高い。スウェーデンなどは製造業に限定
すれば80％近い組織率があると言われている。

 技術革新や産業構造の変化（製造業からサービス業への変化）、正社
員の減少（特に日本）、労働組合に馴染まない就業形態（フリーラン
スなど）の増加などが原因としてあげられている。

 このような、労働組合組織率の趨勢的な低下の中で、欧米の研究者や
政策担当者の関心は、組合ではない従業員代表制度（のちに見るドイ
ツの事業所委員などの従業員の利益を代表し、彼らの声を発言する
様々な組織、制度）の効果に移っており、さらに、それらが組合と補
完的（組合化を志向するものか、あるいは組合と協力的）か、組合回
避のために経営のイニシアチブで組織されたものかどうかが焦点に
なっている。

3



経済学の視点から労働者が集団的に
発言する意味について考える

 労働者の利益を集団的に代表、発言する組織は企業経営に対してどのような影響をも
たらすのか。

 そもそもこの問いは、Freeman and Medoff (1984)によってVoice(発言)仮説として、
労働組合に対して向けられたものであった。この中で、組合の役割として、賃金を上
げることと、集団的に労働者の不満や意見を表明する集団的発言機構としての役割の
二つを提起した。

 第1に、労働条件や人事制度に関する従業員の選好や要望に経営者が耳を傾けること
は、たとえそれらが実現されなくても、従業員の満足度を向上させて、彼らの労働の
モチベーションを向上させることにつながる。また、離職率を低く抑えることは、人
材育成のコストの無駄を省き、採用や離職にかかるコストを削減することで生産性を
向上させる。

 第2に、組合を通して発言することで匿名性が担保されるので、個々人が使用者側に
報復されることがない。

 組合の効果に関しては、Freeman and Medoff (1984) 以来、40年近く膨大な研究が
なされてきたが、生産性効果を確認する研究は多い。
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Voice（発言）仮説の事業所委員会への適応

 Freeman and Lazear (1996)はvoice仮説を発展させ、それをドイツの事業所委
員会に適応した。

 その議論の中では、「労働者の発言は直接的に生産性の向上や経営の意思決定を
上げることにつながる」とされている。企業組織の中では、経営者は全ての情報
を知り得ないため、現場の情報で彼らが知り得ないが企業の生産性向上に有益な
情報が存在することも予想される。これらの情報も、労使コミュニケーションを
良好にすることで、経営者にもたらされ、生産性向上のために利用されることが
可能となる。

 経営から従業員に、事業所委員会を通して経営に関する情報がもたらされれば
（情報の非対称性が減少すれば）、労使間の紛争は減少し、逆に労使の協力関係
が強まる。

 労使の共同決定は、恣意的な解雇を防ぎ、従業員の人的資本の蓄積を促進する。
情報の共有と合わせて、経営者の機会主義（裏切り）を抑止できる。

5



アメリカ 1

 アメリカ：排他的交渉代表組合が存在する場合の他主体(少数組合、労働者
個人)による交渉の排除、被用者参加制度等の厳格な制限。

 アメリカの労働組合は、産業別に組織されているが、団体交渉は事業所レベルで行われるこ
とが一般的である。団体交渉について、「排他的交渉代表制度」を採用しており、また、後
述のとおり被用者参加制度(従業員代表制)が厳しく違法視されており、その帰結として、団
体交渉は交渉代表たる労働組合を通じて一本化されるとともに、集団的労使関係は労働組合
を通じた一元的なものとなっている。

 排他的交渉代表制度とは、ある適切な交渉単位(an appropriate bargaining unit)において、
過半数の被用者の支持を得た交渉代表(労働組合)が、労働条件に関する団体交渉について、
当該交渉単位内の全ての被用者を排他的に代表する制度である。適切な交渉単位は、「職
種」または「職種の分類」をベースとして、「利害の共通性」に照らして決定される(具体的
には、賃金その他労働条件一般、被用者の技能、訓練、資格の程度、被用者の接触の程度、
勤務場所等を総合考慮して決定される)。

 当該制度の特徴としては、排他的交渉代表および使用者が、相互に団体交渉義務を負うこと、
排他的交渉代表が存在する場合、当該交渉代表以外の者との交渉および協議は不当労働行為
となるといったことが挙げられる。そこで、適切な利害を反映させる仕組みとして、公正代
表義務(判例上認められた法理で、代表する全ての者の利益のために、彼らに対する敵意のあ
る差別なしに与えられた権限を適切に行使する義務)や選挙等による代表選出手続を設けてい
る。
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 当該排他的交渉代表は、法律に基づくNLRB(全国労働関係局)による選挙または実態として行
われている授権カードチェック(組合へ交渉を委任する旨の被用者の署名付き授権カード)を通
じた任意承認により決定される。このようにして、選出された排他的交渉代表と使用者との間
で労働協約が締結された場合、当該協約は交渉単位内の労働契約を拘束し、また当該協約より
も有利な労働契約を締結することはできない。

 従業員のモチベーションを向上させたり、業績向上への協力等を促すための企業内での従業員
代表制（後述）は、法的に禁止されている。世界恐慌(1929年10月）下で労働条件等の切り下
げが頻発する中で、使用者に対する従業員の信頼が失われ、企業から独立した労働運動が指向
される中で、労働組合以外の従業員代表制が使用者の反組合的な意図に基づく形で導入される
ことになり、それらは「会社組合(御用組合)」として否定的に捉えられるようになった。そこ
で、1935年のNLRA(全国労働関係法)により会社組合を禁止し、「真に独立した代表」、すな
わち民主的な形での意思決定手続により選ばれた代表こそが尊重されるべきであるとされた。

 労働組合の組織率が低下する中においても、実態としては、自己管理チーム、QCサークル等
の生産品質などについての従業員の参加制度や安全衛生委員会、労働生活の質プログラム、被
用者集会、労使協力委員会等、被雇用者のボイス(意見)を使用者に伝達する組織は様々に存在
する。しかしながら、これらの従業員代表制は、会社組合の禁止という法律の下では、法的に
不当労働行為によって禁止された組織と解釈される可能性が高いと解されている。労働者の企
業内での発言、経営への意思決定に参加を保証する制度全般が許されないとなると、返って法
律が労働者の権利を侵害していることになるので、法律の改正を求める声がある。（後述）
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労働者は何を求めているのか？
アメリカの例 1

 Hertel-Fernandez, Kimball, and Kochan (2020）は、アメリカ
の労働者4000人を対象に、自らの利益を代表するような制度とし
て何を求めているのかを調査。

彼らの研究論文によると、選挙で組合に投票するとした非組合労働
者の割合は、1979年と1995年では約3分の1だったのが、2017年
には、ほぼ半数と大幅に増加した。

この組合への支持の増加は、労働者の不満が高まっていることの証
拠であり、近年の労働者のいくつかのありそうもない場所でのスト
ライキや抗議行動がそれを示している。
例えば：公立学校の教師と従業員らや、Instacart, Google, 
Amazonなどの企業の請負業者の労働者などである。
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労働者は何を求めているのか？
アメリカの例 2

調査では、労働者4,000人に対して次のような質問を行なっている。

労働者が求めている従業員代表制の具体的な形態とは何か。

具体的に、労働者はどのように労働代表の特徴を重視するのか。

会費を払って何を支援するのか。

例えば：メンバーシップのルール、会費、団体交渉の範囲、従業員

代表の法的権利の範囲 、経営陣への参画、福利厚生、ストライキの

使用など。
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Hertel-Fernandez, Kimball, and Kochan (2020）
の調査の結果

 伝統的な主要なアメリカの組合が取り組む団体交渉の機能は、労働者らから高く評価されて
いるが、一方で、その他の特典やサービス、例えば、健康保険の提供、退職金、失業手当て
などの福利厚生、および労働移動をスムースにする教育訓練などのサービスの提供などが全
ての回答者から高く評価されている。そして、労働者は彼らの仕事のルーチンに関する意見
を経営に反映させる、または経営上の意思決定に関与できる法的権利を付与された従業員代
表組織を支持している。

 つまり、伝統的な団体交渉に加えて、転職のサポートや経営の意思決定への関与、組織的ガ
バナンスに様々なオプションで影響を与えることを可能にするような、新しいボイス（発
言）と従業員代表のオプションを可能にする労働法を施行することを求めているが、米国の
法律および慣行の下では実現は難しい。

 より広く見れば、彼らの調査の結果は、現在の団体交渉の限界に取り組む労働法の改革と、
従業員代表と団体交渉の新しい形を求める労働法の施行を求めるより多くの法・政策学者ら
（e.g., Sachs 2010; Finkin 2011; Kochan 2011, 2020; Andrias 2016; Madland 2013;
Block and Sachs 2020)の見解と整合している。

 結論的には、アメリカの労働者は従来の産業別労働組合による団体交渉を評価しながらも、
ヨーロッパ諸国で見られるような事業所委員会による従業員の経営参加と発言、あるいはゲ
ント・システム（労働組合が管理運営する失業保険）のような制度を求めているが、これら
は現行の法制度や労働慣行の下では無理なので、変更を求めていると解釈できる。
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イギリス

 イギリス：集団的レッセフェール、ボランタリズム。

 イギリスの労働組合の組織状況は、産業別、職業別および企業別労働組合が混在した複雑なも
のとなっている。団体交渉の多くは企業別または工場・事業所別に行われ、また原則として、
使用者に承認された労働組合のみが団体交渉を行う一元的な労使関係である。イギリスの労使
関係は、伝統的に「集団的レッセフェール」、「ボランタリズム」と呼ばれるように、国家の
介入を最小限にとどめて当事者に任せるというアプローチをとっている。このため、労働者に
は集団的に代表される権利が法的にはなく、代表制度を構築するか否かは、当事者の任意と
なっている。また、労働組合を団体交渉の相手方として承認することについても、使用者の任
意であるが、中央仲裁委員会(CAC)によって、組織率または被用者からの支持を根拠にした
強制調停を行う法定組合承認制度がある。承認組合と使用者との間で締結された労働協約は、
そのままでは法的拘束力を持たない。ただし、労働協約は、各個別雇用契約に規定された労働
協約の条件を編入する旨の「橋渡し条項」を通じて、個別雇用契約に取り込まれることで法的
拘束力を持つ。

 労働組合以外の従業員代表制については、EU一般労使協議指令の要請によって様々な場面で
使用者からの情報提供・協議に関する手続が設けられており、例えば、安全衛生、集団剰員整
理・企業譲渡等の特定の場面における規則や一般的事項を対象とした規則がある。被用者代表
は、これらの規則（ICE規則と呼ばれる）に基づき、被用者のイニシアティブにより選出され
るが、当該代表は常設的な機関ではなく、またICE規則は、労使交渉や共同決定について定め
た規則ではない。
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スウェーデン

 スウェーデン：労働組合による一元的労使関係、高い組織率に基づく労働組合の協
約自治と最小限の国家介入。

 スウェーデンでは、労働組合は職種別(産業横断的)に組織されている。組合の組織率は低下傾向にあるものの、
67%(2015年時点)となっており、先進国の中で高水準であり（北欧諸国は概して組合組織率が高い）、これは日
常的に職場において組合員がサポートする体制が存在することと関係している。また、労働組合のみが従業員代
表として活動する一元的な労使関係となっている。労働組合の代表性については、労働組合運動の伝統、高い組
織率を背景とする労働者からの支持・信頼に基づいており、労働条件の決定を協約自治に委ね、国家の介入を最
小限に抑える伝統がある。スウェーデンでは全ての労働組合が使用者と協約を締結するために団体交渉を行う権
利(一般団交権)を有する。さらに、使用者と労働協約を締結した労働組合は、伝統的に使用者の専権事項とされ
てきた事業経営や労務分配に関与する権利(事前団交権や拒否権等)を付与され、当該事業場における労働者の代
表としての地位を獲得する。

 労働協約は、協約自治の下、労働条件の決定について、最低賃金の設定を行うなど極めて重要な役割を担ってい
る。協約の効力について、協約当事者とその構成員を法的に拘束するだけでなく、労使慣行や判例法理により、
非組合員や少数組合員にも協約の労働条件が適用される。また、労働法規のほとんどについて労働協約(産別協
約または産別労組の承認を受けた企業別協約)による法定基準の解除が可能となっている。

 使用者は、事業や労働条件について重大な変更を行おうとする際には、事前に協約締結組合に対して団体交渉を
申し入れる義務(事前団交義務)を負う。事前団交は基本的に企業・事業場レベルの労使間で行われるが、組合は
様々な面で産別労働組合のサポートを受けることができる。なお、協約非締結組合にも、当該組合員に関係する
事項であり、かつ、事業全体に影響が及ぶ事項でない場合(個別的な労働条件変更に限られる)には事前団交権が
認められるが、事業全体に影響が及ぶ事項については、使用者は協約締結組合のみと事前団交すれば足りる。つ
まり、協約締結組合に加入していない労働者や、いかなる組合とも協約を締結していない使用者に雇用される労
働者は、当該企業や事業場における事業全体に関わる事項について代表される手段がないことになり、EU一般
労使協議指令が加盟国に対して求める「労働者が適切なレベルにおいて情報提供および協議の権利を行使する手
段の創設」について対応していない可能性があると指摘されている。
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ドイツ

 ドイツ：産別組合と事業所委員会の二元的労使関係、協約単一性原則の放棄。

 ドイツの労使関係制度は、産別レベルの労働組合と企業内の事業所委員会（ワーク・カウンシル）が密接に協働
する二元的労使関係制度となっている。労働協約は、ドイツ労働総同盟(DGB)系の産別組合が当該部門の使用
者が加盟する使用者団体と締結する(横断的)産別協約と、かかる産別組合が個々の使用者と締結する企業協約の
両方があるが、前者の産別協約が通例である。判例法理によって、当該事業所に複数の協約が妥当し得る場合に
は(例えば、産別協約と企業協約、一般的拘束力を付与された建設業協約と手工業協約)、より当該事業所に近接
する協約のみが適用されるという協約単一性の原則(一企業一協約の原則)が確立していた。これは、使用者が団
体交渉に応ずべき組合が1つに絞られることで、企業の団体交渉に係る負担が軽減されることを意味していた。
産別協約によって設定される労働条件は、当該部門における労働条件の最低基準としての機能を有するが、かか
る産別協約は、労働契約における援用という手法によって、非組合員以外にも広く及んでおり、協約のカバー率
は60%強と、組織率の低下 (約20%)と比べ、相対的に高い水準にあるといえる。

 従業員のイニシアティブによって企業内に設置される事業所委員会には争議権はなく、協力的な企業内労使関係
の構築に寄与することが期待されている。事業所委員会が設置されれば、労働条件の設定(時間外労働の可否、
賃金の支払い方法および業績給の算定方法等)、一定の個別的な人事措置及び大規模な合理化措置において、事
業所委員会は強大な共同決定権を有することになり、事業所委員会と使用者が締結した事業所協定は事業所の全
従業員を拘束するが、労働条件設定における共同決定権の範囲は、原則として、労働協約によって通常規制され
る事項には及ばないとされ、法律上は、組合と事業所委員会の権限は明確に区分されている。法定基準の解除効
についても、協約にしか認められていない(協約がさらに事業所協定に委ねることはある)。

 以上の伝統的ドイツの労使関係モデルは、近年、使用者団体を離脱する中小企業の増加、事業所委員会の存在し
ない事業所で雇用される労働者の増加、事業所委員会以外のよりインフォーマルな労使協議機関の存在、協約単
一性の原則の放棄(ドイツ連邦労働裁判所 2010年7月7日判決)等によって大きく変容を遂げているが、法制度の
骨格は維持され、大きな変更は予定されていない。
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事業所委員会とは

 争議権は持たないが、事業所または企業内において、従業員を雇用形態を問わず集団的
労使関係の中に組織して発言機会を保障する制度のこと。

 従業員代表制度の代表例としてよく上がるのが、ドイツの事業所委員会。Van den
Berg et al. (2016)によると、他に事業所委員会が設置されている国、フランス、ベル
ギー、オランダなどでは、労使関係に関する制度上の組合の有意性によって、事業所委
員会の効果に関する研究はほとんど行われていない。

 事業所組織法によれば、従業員5人以上の事業所では事業所委員会が設置されるものと
されている。

 費用の一切は会社負担であり、事業所委員の任期は4年である。特別な金銭的手当を受
けることはないが、活動に必要な場合は、使用者は委員の労働義務を完全または部分的
に免除しなければならない。

 なお、専従については分割すること(部分専従)の形式を取ることもできる。使用者と事
業所委員には、信頼に基づく協力が義務付けられており、従業員代表はストライキして
はならない。ただし、労働協約を締結するために労働組合がストライキを組織化した場
合、組合員である事業所委員がストライキに参加することは可能である（2条74条）。

 事業所委員会は権利として、事業所の社会的事項(大規模な合理化措置等)では共同決定
権を持ち、人事事項では参加権を持ち、経済的問題では情報請求権を持つ。

 人事事項は、採用、格付け・格付け変更、配置転換、解雇、人事計画、人材評価、職業
教育など、その権利は多岐に及んでいる。
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表2  事業所委員会設置率（従業員比）1993年~2015年
15

出典: IAB-Betriebspanel

単位:%年度 旧西ドイツ地域 旧東ドイツ地域

1993年 51 

1996年 51 43 

1998年 50 40 

2000年 50 41 

2001年 50 41 

2002年 50 42 

2003年 48 40 

2004年 47 40 

2005年 47 40 

2006年 46 39 

2007年 46 39 

2008年 45 37 

2009年 45 38 

2010年 45 37 

2011年 44 36 

2012年 43 36 

2013年 43 35 

2014年 43 33 

2015年 42 33 



表3 事業所規模別にみた事業所委員会設置(従業員比) 2015年16

出典: IAB-Betriebspanel 2015 

事業所規模 旧西ドイツ地域 旧東ドイツ地域

（従業員数） 設置率(%) 設置率(%)

5〜50 9 9

51〜100 35 56

101〜199 58 52

200〜500 74 69

500以上 89 87

単位:%



ドイツの事業所委員会の効果 1

 最近の研究では、ドイツの事業所委員会は事業所の生産性の向上に貢献してい
るとしている (Frick and Moeller 2003; Mueller 2012)。

 また事業所委員会は事業所内で給与レベルを上げつつ(Addison Schnabel
and Wagner 2001) 、生産性効果 もたらしている (Huebler 2003;
Mohrenweiser and Zwick 2009; Mueler 2011)。

 事業所委員会は環境投資や製品イノベーションをもたらしやすくしている
(Askidsen Jirjahn and Smith 2006)。また、斬新な製品イノベーションの可
能性をもたらしている(Jirjahn and Kraft 2011)。

 事業所委員会は事業所の社員に関する方針を実質的に形成する。教育訓練
((Gerlach and Jirjahn 2001; Huebler 2003; Zwick 2005; Stegmaier
2012)や見習い訓練(Kriechel et al. 2014)と正の関係がある。

 事業所委員会が存在する場合、教育訓練のパフォーマンス増進効果がより高い
(Smith 2006; Zwick 2004, 2008) 。
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ドイツの事業所委員会の効果 2

 事業所委員会は離職率を減らし(Frick and Moeller 2003; Grund, Martin and Schmitt 
2016; Pfeifer 2011)、内部労働市場をうまく機能させて(Heywood, Jirjahn and 
Tsertsvadze 2010; Zwick 2011) 、労働不足を防ぐ機能を果たしている (Backes-
Gellner and Tuor 2010) 。

 また事業所委員会は、ファミリーフレンドリーな慣習 (Heywood and Jirjahn 2009)、
フレックスタイムの導入(Dilger 2002; Ellguth and Promberger 2004)や、出来高払い
や利益分配といった成果主義に基づく賃金システム(Heywood, Huebler and Jirjahn
1998; Heywood and Jirjahn 2002)を採用する可能性を大きくしている。

 事業所委員会は人的資源管理慣行の使用に影響を及ぼすだけでなく、それらの慣行に対
するマネージャーらの態度に影響を及ぼす。事業所委員会のある事業所では、マネー
ジャーらは人的資源管理施策に関する意思決定により積極的に参加しようとする
(Jirjahn 2016) 。彼らは、解雇の脅しによって、従業員のモチベーションを上げようと
は思わない(Jirjahn 2016)。

 多くの経済学的研究がドイツの事業所委員会の機能を検証してきた。従業員に事業所委
員会を運営する権利を与え、委員会に強い共同決定権を与えることは、好ましい結果を
もたらすと、ドイツの経験が示している。しかし、ドイツの経験はまた、事業所委員会
がプラスの効果をもたらすためには、産業別組合との連携と経営者のサポートが重要な
役割を果たしていることを示している。（後述）
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労働組合の優位性
 憲法レベルでも団結体たる労働組合こそが労働者利益代表の中心に位置付けられているドイツに

おいては、労働組合が事業所委員会よりも優位に位置付けられており、事業所組織法上もこれを
担保するための様々な制度が整備されている。

 まず第一に、事業所委員会が選出される段階において、いわゆる代表的労働組合には、選挙手続
を主導する権限が付与されている。代表的組合は事業所委員会選挙において選挙候補者を提案す
る権限が認められているとともに（14条3項）、従来から事業所委員会が存在していた事業所にお
ける選挙手続においては、自組合員を選挙管理委員会に参加させることができる権限（16条1項6
文）や、選挙管理委員会が期限までに任命されない場合にその任命を求めて労働裁判所に申し立
てを行う権限（同条2項1文）が認められている。また、事業所委員会が新設される場合の選挙手
続においても、選挙管理委員会の任命のための職場集会の招集や、選挙管理委員会候補の提案、
および選挙管理委員会が任命されなかった場合における労働裁判所への申立てにつき、代表的組
合の権限が認められている（17条3項および4項）。更に、選挙管理委員会によって選挙が適切に
行われない場合に労働裁判所へ申立てを行うことや、選挙に際し選挙規定に対する重大な違反が
あった場合に労働裁判所に対し選挙取消の訴えを提起することも、代表的組合の権限となってい
る（18条1項および2項）。

 また第二に、事業所委員会が活動を行う場面においても、労働組合による様々な支援や監督が予
定されている。このうち支援に属するものとして挙げられるのが、会議体への出席権である。す
なわち、代表的組合には、事業所委員会委員の4分の1以上の請求があれば、助言者として事業所
委員会の会議へ出席することができ（31条）、また事業所委員会が活動報告を行う職場集会にも、
助言者として出席する権限が認められている（46条1項1文）。
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注：スライド19,20,22の内容は、「ドイツにおける集団的労使関係システムの現代的展開 -その法
的構造と規範設定の実態に関する調査研究 」『労働政策研究報告書』 No.197、山本陽大(2017)に
依拠している。



事業所委員会と労働組合との関係

 ドイツにおいては、労働者の自発的加入意思に基づく団結体である労
働組合と、事業所内民主的選挙手続に基づいて強制的に当該事業所に
おける全労働者を代表する事業所委員会とでは、法的にはその性格を
完全に峻別されているわけであるが、しかしその実態に目を向けると、
伝統的なドイツ二元的労使関係の下では、両者は非常に協調的関係に
あるといえる。すなわち、従来から事業所委員会の委員はその大多数
が産別組合の組合員でもあり、また比較的大規模な事業所においては
産別組合の職場委員が配置され、事業所委員会の決定を各職場の労働
者に伝達し、また逆に職場の声を吸い上げ事業所委員会に伝達する役
割を担っている。かくして、事業所委員会は従来、その実態としては
産別組合の企業内組合支部的役割を果たしてきたのであった。現在で
もドイツにおける事業所委員会で委員を務めている労働者の約75%が、
産別組合の組合員でもあるとされる。
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ドイツの事業所委員会
労働組合との協力的関係がもたらす効果

 団体交渉の存在（組合）は、事業所委員会と雇用主によって交渉される企業内の労
働慣行の有効性も高める。組合は、事業所委員会の所得再分配活動を支持すること
には殆ど関心を示さない一方で、事業所委員会の経営との間に信頼形成を行う役割
を強化するために、組織運営や経営側との協議・交渉の仕方のトレーニングや法的
専門知識を提供する傾向にある。こうして組合は事業所委員会が労働者の権利をよ
り大きく守れるように、委員会が雇用主により強い関与を行っていくことを助けて
いる。

 組合の提供するトレーニングは、事業所委員会がより効果的に情報の非対称性を減
少させ、より広範囲の意思決定により効果的に関与し、委員会自身の価値あるアイ
デアを提案することを可能にしている。

 組合の法的事柄における組合の専門知識は、事業所委員会が法的紛争で勝つ機会を
増やしている。それによって雇用主が従業員にした約束を破ることを防ぐ能力を強
化している。

 団体交渉（組合）との協力は、労働者の経営に対する信頼と従業員の労働努力を促
進して、事業所のパフォーマンスを増大させることにより効果的であることを示し
ている。
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事業所委員会が抱える問題点

 最近の事業所委員会が抱える問題点としては

①事業所委員会の新設が困難となりつつあること

②既存の事業所委員会が失われる例が出てきていること

 ①それまで事業所委員会が存在していなかった事業所において、新たに事業所委員会を
設置する場合には、事業所組織法に基づいて（代表的）労働組合には選挙管理委員会の
任命のために職場集会を招集するなど、選挙手続を主導する権利が付与されている。し
かし、ドイツにおいては組合組織率が年々低下しており、それに伴って、事業所委員会
選挙手続の主導権にとっての要件となる事業所内での代表性を獲得（すなわち、当該事
業所における1名以上の組合員の組織化）できる場面が年々減少していることが、ドイ
ツにおいて事業所委員会の新設が困難となりつつある1つの大きな要因。

 また、事業所委員会を新設しようとすると、生産拠点の海外移転や、労働者に対する
買収行為などによってこれを妨げようとする使用者の行為も散見される。特に、後者の
パターンについては、従業員規模が100〜300人程度の中規模企業に多く見られる。

 ②企業倒産が主たる原因ではあるが、後継者不足も原因の一つとされる。すなわち、こ
れまで長期にわたり事業所委員会の議長を務めていた労働者が退職して年金生活に入っ
てしまい、後継者が見つからなかったため、そのまま事業所委員会自体が消滅してしま
うというパターンが最近では多く見られるようである。
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フランス 1

 フランス：労働者の支持率要件による労働組合の正統性のチェック、代表性を
認められた労働組合による労働協約。

 フランスの労使関係システムの特徴は、労働組合と従業員代表(企業委員会、従業員代表委員)によ
る二元的労使関係にある。労働組合については、伝統的に産別労組が主流であり、「代表性」が認
められた労働組合のみが団体交渉を行うことができる。全国レベルで「代表性」が承認された5つ
の総同盟(CGT/CFDT/CFTC/CGT-FO/CFE-CGC)が存在し、産業レベルや企業・事業所レベルの労
働組合はこのいずれかに加盟することにより代表性が認められていた(代表性の擬制)。そして、代
表性の擬制が認められた組合は、企業内組合活動の拠点として組合支部を設置し、当該組合員の代
表である組合代表委員を通じて活動する(具体的には、企業内で使用者と労働協約を締結する)。し
かし、5つの労働組合とその労働協約の正統性に疑問が呈されたために、2008年の労働法典改正に
より、労働組合が代表性を取得するには従業員代表選挙による一定割合の支持等の要件を満たすこ
とが必要とされ、代表性の擬制についても廃止された。

 団体交渉については、企業レベルで行われることもあるが、全国・産別レベルでの交渉が主流と
なっている。団体交渉の特徴として、使用者は団体交渉の会合を設ける場合には、代表性を持つ組
合全てを招集する必要があることが挙げられる。

 労働協約は、代表性を有し、かつ、従業員代表選挙において30%以上の支持を得た労働組合が1つ
でも署名すれば有効に成立し、複数の労働協約が競合する場合や労働協約と個別労働契約が競合す
る場合、原則として労働者に最も有利な合意が適用されることになる。また、労働協約は、協約に
拘束される使用者が締結している全ての労働契約に適用される。このため、フランスの労働組合組
織率は、約8%に過ぎず、ヨーロッパの中で最も低い国の一つであるが、労働協約の適用率は高い。
以上より、労働組合組織率が低下している中でも、労使交渉の重要性が認識され、それを社会的に
支える法制度と連帯意識が形成されているといえる。
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フランス 2

 従業員代表は、企業規模によって、労使から構成される企業委員会または労働者の
みから構成される従業員代表委員の2種類に分類される。また、その役割・権限か
ら使用者の諮問機関として位置付けることができる(諮問については、使用者が意見
を聴くのみで共同決定権ではない)。具体的には、企業委員会は、その主たる役割は
労働条件等について使用者から情報提供を受けること、従業員の苦情を使用者に伝
達すること、福利厚生制度の管理運営等が挙げられる。従業員代表は、労働組合の
サポートを受けることによって団交権が付与され、労働組合から委任された事項に
ついて労働協約を締結することができるとされていた。したがって、その正統性は、
労働組合の存在に依拠している。原則として、フランスでは労働組合に優先的立場
を保障しており、制度的にも実体的にも、労働組合または組合代表委員のいない中
小企業での労働条件規制の弾力化を妨げるが故に、労働組合が法定基準を解除する
ことができないという問題を解消する一つの手段として、従業員代表が関与してき
ているというのが現在の動向である。

 なお、このように労働組合組織率が低調の中で企業レベルでの柔軟な労使交渉の重
要性が認識されたことにより、団体交渉の分権化が進み、このことを背景に、従業
員代表による団体交渉を可能とする法改正が 1996年以降行われている。しかし、
法定基準の解除は、労働組合の労働協約により可能となるのが大前提であり、従業
員代表のみでこれを行うことはできない。労働組合のコントロールの下、従業員代
表に労働協約を締結する機能を持たせることで法定基準を解除することが可能であ
るが、実際上、このような運用はほとんどなされていない。
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オランダ
 オランダ：産別組合と事業所委員会の二元的労使関係。

 オランダの労使関係は、ドイツと同様、労働組合と事業所委員会による二元的労使関係制度
となっている。労働組合の組織状況については、一部の大企業を除き、産別組合が主流と
なっている。労働組合の組織率は22%と低調だが、協約の拡張適用により、協約にカバーさ
れる労働者は8割を超える。団体交渉の特徴は、主要3労組(下部組織は存在している)が共同
交渉を行っていることや、使用者に団交義務がなく、組合は争議行為という事実上の力関係
で圧力をかけて課題を解決することなどが挙げられる。

 労働条件の設定については、産別組合が労働協約を締結することで、当該産業の最低条件の
設定等を行い、事業所委員会の事業所協定により、協約に規定のない事項や枠組の設定に止
まる事項について、その具体的な内容を共同決定していくスキームとなっている。労働協約
は、協約当事者の一方の申請により、社会労働大臣の承認に基づく一般拘束力宣言がなされ
れば拡張適用されるが、この制度の浸透により、上記のとおり協約のカバー率は高い。法定
基準の解除は、原則として労働協約により行うが、協約が事業所委員会に委ねる場合がある。
事業所委員会には、事業所の労働者の全部または一部に関わる労働条件について共同決定権
が与えられている。ただし、ドイツと異なり、共同決定の対象について、義務的事項を規定
しておらず、任意的に一定の制度を作る場合は 共同決定を行うというものであること、また、
共同決定の対象について、個々の労働者に直接影響を与える人事的事項などの個別事案が排
除され集団的な労働条件に限定されることから、共同決定権については抑制的である。他方
で、共同決定の対象以外の事項についても、使用者は、事業所に重大な結果をもたらす経営
上の決定について、当該決定の前に労使協議を行い、事業所委員会にアドバイスを進言する
機会を与えなければならず、協議の結果を労働者にフィードバックする必要がある。以上の
点から、事業所委員会は、共同決定のための組織というよりは、労使協議を中心とした諮問
機関として位置付けられる。
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韓国 1

 韓国：複数の制度の並列(労働組合、労使協議会制、勤労者代表)、同一事業所内の
複数組合設立の容認。

 韓国の労使関係は、労働組合および労使協議会による二元的なものとなっている(ただし、日
本の過半数代表にあたる勤労者代表があるため、実際には韓国の職場における労使関係は、
労働組合を含め労働者を代表する3つのチャネルが併存する状態になっている)。

 労働組合の形態としては、従来は日本と同様、企業別労働組合が主流であったが、近年、産
別労組への移行がみられる。この移行は1990年代後半の経済危機により、企業別労働組合の
脆弱性に対する懸念が生じたことや、労働組合の社会的影響力を高め、政府に対し政策要求
をするためには産別労組を組織する方が望ましいとの考え方の下に生じたと考えられている。

 また、従来、同一事業または事業所において複数の労働組合が存在することは法律で禁止さ
れていたが、法改正により、2011年から、同一事業・事業所内の複数組合の設立が容認され
ることとなった。ただし、団体交渉については、経過措置を経て2012年からは全ての事業・
事業場で、複数の組合が存する場合、交渉代表組合を設定し交渉窓口を一本化することが求
められている。そして、交渉代表組合に対して公正代表義務が定められ、交渉代表である労
働組合が、交渉を要求した労働組合または組合員のために使用者と交渉することとなった。
ただし、韓国における公正代表義務は、アメリカにおける公正代表義務とは異なっており、
交渉代表組合と使用者の両方に課される。また、団体交渉窓口一本化の手続に参加しなかっ
た労働組合、当該組合員および組合に未加入の労働者との関係での、交渉代表労働組合の公
正代表義務は規定されていない。
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韓国 2

 労働組合以外の従業員代表は、勤労者参与及び協力増進に関する法律(勤参法)に基づき設置
される常設の機関である労使協議会と勤労基準法(勤基法)に基づく非常設的な勤労者代表の
二つがあり、各々労働条件設定における役割・権限が異なっている。

 労使協議会は、団体交渉の強行的側面を和らげ、従業員の経営への参加を促すために導入さ
れた。労使協議会の役割としては、賃金、労働時間の運用、苦情処理等、ならびに、教育訓
練および能力開発計画の樹立、経営、人事計画等を協議することである。さらに、使用者は、
労働者の教育訓練および能力開発基本計画の樹立、福祉施設の設置と管理、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、そして協
議事項中、労使協議会が議決することとした事項については、協議に加え、労使協議会の議
決を求めなければならないとされている。議決自体が義務づけられているわけではないが、
これらの事項が議決された場合、労使双方は、これを誠実に履行しなければならず、履行し
ない場合は罰金が科せられる。

 なお、使用者には、経営計画全般および実績に関する事項、四半期別生産計画と実績に関す
る事項、人員計画に関する事項、企業の経済的・財政的状況(勤参法第22条第1号ないし第4
号)を従業員に報告、説明する義務があり、これを行わない場合にも罰金が科せられることに
なる。

 一方、勤労者代表は、変形労働時間制、フレックスタイム制、労働時間の延長、休憩時間の
変更等の法定基準を解除する権限を持つ。また、整理解雇についての協議権を持ち、使用者
は、整理解雇を避けるための方法および解雇の基準について、勤労者代表に対し、解雇の50
日前までに通報し、誠実に協議しなければならないとされている。
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日本 1

日本：企業別労働組合、複数組合主義、過半数代表制。

日本の民間部門における労働組合の93.4%は企業別労働組合である。
産別組合、合同労組等も労働組合法上の法適合組合として存在するも
のの、日本の労使関係システムは企業別労働組合を中核に形成されて
今日に至っているといってよい。

企業別労働組合は、争議権を背景とした対抗団体としての側面のみな
らず、会社共同体における企業と共通の利益を増進する協力的パート
ナーとしての側面がある。なお、我が国では、企業内には複数の組合
が併存することは珍しくない。我が国の労働法制は、いかなる組合に
も平等に団結権、団体交渉権、争議権を付与する複数組合主義を採用
している。すなわち、複数の組合が併存する場合、使用者は、一つの
組合を厚遇し、他の組合を冷遇することは許されないという、最高裁
で定立された「中立保持義務」を負っている。この点は、アメリカの
排他的交渉代表制度とは大きく異なる。
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日本 2

 諸外国のような従業員代表制は存在しないものの、事業場における集団的な
労働条件設定において一定の役割を果たすのが、労使委員会と過半数代表で
ある。

 労使委員会は、企画業務型裁量労働制に関する決議や、労働時間等に関する
法定基準を解除する労使協定に代替する決議を行う。

 過半数代表の役割・機能として重要なものは、三六協定等の労使協定におけ
る法定基準の解除である。この三六協定等の法定規定は、事実上、諸外国の
従業員代表制が持つ共同決定権のような作用を有する。しかし、法定基準の
解除以外にも、ある政策目的の達成のために、過半数代表制が用いられる例
が増加しているとともに、過半数代表に求められる役割も多様化している。
労働組合の機能範囲が量的、質的に縮小している今日において、過半数労働
組合が全従業員の代表として活動することの正統性はどのように基礎付けら
れるのか、あるいは過半数労働組合が存在しない場合、過半数代表者が法定
基準の解除を適切に行うための仕組みとしてどのようなものが考えられるか
など、過半数代表制に係る問題は山積している。
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国別にみた集団的労使関係の制度類型

各国別に労働者を代表する主体について、労働組合に限定しているか否かという観点から分析すると、
以下のように整理できる。

 シングル・チャネル：労働組合が単位内（企業・事業所等）の労働者を代表する類型。アメリカ、
スウェーデンが該当する。（アメリカは、使用者が排他的交渉代表たる労働組合以外の労働者団体
と交渉することを違法としている）。

 シングル・チャネル・プラス：労働組合が単位内（企業・事業所等）の労働者を基本的に代表者と
するが、特定の場面に限って、労働組合及び常設的従業員代表機関以外のチャネルを通じて労働者
を代表する類型。例えば、イギリス、日本が該当する。

 デュアル・チャネル：労働組合と常設的従業員代表機関が単位内（企業・事業所等）の労働者を代
表する類型。例えば、ドイツ、オランダ、フランス、韓国が該当する。

 なお、すでにみたように、ドイツやフランスなどのデュアル・チャネルの国では、各主体が全く独
立した存在というわけではなく、労働組合と従業員代表の権限行使うまくをサポートしている。

 組合の組織率が低く、事業所委員会等が法制化されていないアメリカやイギリスといったアングロ
サクソン諸国より、それらが法制化されている大陸ヨーロッパ、あるいは組合組織率が依然として
70％近い北欧のほうが、労働者の権利は保証されているといえる。これは、欧米の労使関係研究者
の論文等で指摘されている。日本はアングロサクソン系に近いが、アメリカ、イギリスのように労
使関係が敵対的ではないところが異なる？
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日本の労使関係の問題点

 日本では、現在のところヨーロッパ諸国のように自発的結社としての企業別労働組合と
は別に公的な従業員代表組織の設置が義務付けられていない。もしそのような制度、組
織があれば、労働組合に加入しない労働者も定期的に従業員代表の選挙に参加し、それ
を通じて企業レベルの労使協議に関わることができる。

 日本では主に団体交渉を担う労働組合と企業内問題を取り扱う従業員代表の両者の機能
を企業別組合が持っている（先述のように、ヨーロッパ、とくにドイツなどでは基本的
に別々の主体が担っている）

 最大の問題は、労働者が自発的に企業別組合を結成しない限り、企業内に従業員代表機
能を有する組織は存在しなくなってしまう。会社主導で従業員会などを作らせたとして
も、それはヨーロッパ諸国の従業員代表組織（ドイツの事業所委員会）のように法律で
保護されているものではない。

 その結果、組合組織率が低下している中で、日本の労働者の大部分は、労働組合を通じ
て賃金や労働条件を交渉するメカニズムを有していないだけでなく、従業員代表組織を
通じて企業内の意思決定に関する仕組みからも排除されていることになる。

 その一例が、解雇への関与である。一般的に日本は解雇規制が強い国であるかのように
思われているが、中小零細企業では、恣意的、一方的な解雇が多くみられる。解雇規制
が強い弱いの境界線は、多くの場合、企業別組合が組織されている大企業とそうでない
中小零細企業の間に引かれている。企業別組合がなく、従業員代表組織もないという隙
間を埋めるているのが、合同労組・ユニオンということになる。
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日本の労使関係の問題点

 ドイツの場合、産業別の労働組合は企業内の揉め事にいちいち口を出さない
（と言うか出せない）。その代わり、法律に基づいて設置されている事業所
委員会が従業員の解雇について意見を求められ、義務違反の解雇は無効とな
る上、理由に疑問のある解雇には事業所委員会が異議申し立てをすることが
できる。その場合、解雇された労働者が訴えを提起すると、訴訟が終わるま
で雇用が継続し、また裁判では事業所委員会が異議申し立てをしたことが解
雇の不当性の証拠とされる。

 日本の企業別組合にとって、組合員の解雇は最優先事項であり、余程のこと
がない限り組合のある大企業は正社員を解雇できない（組合との信頼関係が
壊れることを経営が恐れるため。人員削減の手段も早期、希望退職がメイ
ン）。

 しかし企業別組合がないということは、ドイツの事業所委員会のように経営
の一方的で恣意的な解雇を抑止する役割を果たす存在がないということなの
で、使用者にとっては解雇のやり放題という状況になる。

 日本の労働者は、団体交渉も経営参加もある大企業の正社員の少数派と、団
体交渉も経営参加もないそれ以外の多数派からなっているといえる。した
がって、従業員代表制に関して検討する意義は大きいと言える。
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従業員代表の制度の導入の議論 1

 連合案 労働者代表法案要綱骨子案 2001年10月連合大会で確認。2006年６月
連合中央執行委員会で法案要綱骨子案の補強を行う。

 1. <労働者代表委員会等の設置>

 事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者代表委員会を
設置しなければならない。事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場
合は、過半数労働組合を事業場の労働者代表委員会とみなす。

 2. <労働組合の優先>

 労働者代表委員会等は、労働組合の結成、労働組合の団体交渉、労使協議、労働
協約の締結、その他の組合活動を妨げてはならない。

 3. <労働者代表委員会等の選挙>

 労働者代表委員会委員は、当該事業場の労働者による、直接無記名投票により選
出する。当該事業場における労働者代表委員会の選挙を適正に行うことを目的と
する選挙管理委員会の委員を選出する。
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 4. <労働者代表委員会等の権限等>

 労働者代表委員会等は、労働諸法規等に労働者代表との協定締結・意見聴取
等を定められたものについてのみ、任務、権限を有し、それ以外の事項につ
いて使用者と協議もしくは交渉してはならない。労働者代表委員会等が使用
者と法定以外の協定等を締結した場合には、その協定等は無効とする。労働
者代表委員会等は、協定締結・意見聴取等に先立って、総会を開催し当該事
業場の労働者の意向を確認する。

 5. <労働者代表委員会等の会議の傍聴>

 当該事業場にある労働組合の代表者またはその者が推薦した者は、労働者代
表委員会等の会議を傍聴することができる。その場合には、労働者代表委員
会等は、当該労働組合に対し事前に会議の開催を適時通知しなければならな
い。

 6. <労働協約の優先>

 労働者代表委員会等と使用者が締結した協定等が、労働組合と使用者又はそ
の団体との間の労働協約と抵触するときは、その労働協約が優先する。
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従業員代表の制度の導入の議論 3

 7. <不利益取扱の禁止>

 使用者は、労働者か労働者代表委員であること、もしくは労働者代表委員になろうとし
たこと、又は労働者代表委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱い
をしてはならない。

 8. <支配介入の禁止>

 使用者は、労働者代表委員や労働者代表委員会等の運営を支配し、もしくはこれに介入
することをしてはならない。

 9. <便宜供与等>

 使用者は、労働者代表委員会等の請求により、労働者代表委員に対し、労働者代表委員
会等の活動に必要な範囲で就労義務を免除し、この期間中の賃金を支払わなければなら
ない。使用者は労働者代表委員に対して、毎年5日以上の有給の研修休暇を与えなけれ
ばならない。使用者は、労働者代表委員会等の請求により、必要に応じて労働者代表委
員会等の事務所、会議のための施設、および活動のための用具等の貸与をしなければな
らな い。

 10. <調整機関の設置>

 労働者代表委員会等の選挙に係る紛争、および使用者と労働者代表委員会等の紛争は、
都道府県労働委員会か取゙り扱う。
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従業員代表制をめぐる論点 1

 論点『日本労働研究雑誌 No.703』「労働者代表制をめぐる論点と現場からの報告」小畑明
著より

 (1) 過半数労働組合のないところにだけ労働者代表委員会を設置すること。

 過半数労働組合は、労働者の過半数を組織しているが、あくまでも組合員の利益を第一義と
する組織である。一方、労働者代表制は、正規・非正規・管理職を含めたすべての労働者を
代表する組織であり、機能と役割が異なる。したがって、過半数労働組合がある場合でも、
労働者代表制を設置すべきという意見と、連合案のように、企業別の過半数労働組合は労働
者代表制としての機能も有しているため、過半数労働組合がある場合は、当該過半数労働組
合を労働者代表委員会とみなすべきという意見がある。

 (2) 過半数労働組合に非組合員の意見をどのように反映させるのか。

 過半数労働組合を労働者代表委員会とみなす場合、組合員以外の従業員の意見をどのように
反映させるのかが重要となる。これはいわゆる「公正代表義務」といわれる問題であり、過
半数を組織していても多様な従業員の意見を反映した組織でなければ、労働者代表としての
正当性が担保されないのではないかという見解もある。

 (3) 労働者代表委員会の持つ機能は、法定基準の解除のみでよいか。

 労働者代表制が、少数組合を含む労働組合の権限を侵害しないために、労働者代表委員会に
は36協定や賃金控除協定など、法定基準を解除する機能のみを与え、賃金交渉など労働条件
を設定する機能は与えないとしている。しかし、中小企業の労使関係の実態を踏まえたとき、
限定を加えた上で労働条件設定機能を持たせても良いのではないかという意見もあることか
ら検討が必要である。
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従業員代表制をめぐる論点 2

 (4)労働者代表委員会に対し，財務諸表の開示義務を使用者に負わせるべきか。

 連合(案)では，財務諸表の開示までは求めておらず、協定締結・意見聴取等のために必要と思わ
れる資料・情報の請求権としている。それでよいのかという問題である。また，財務諸表の開示
については、労働者代表委員会のみならず労働組合に対しても使用者に開示義務を負わせなけれ
ば、労働者代表委員会が労働組合の機能を弱体化させるという懸念にも留意すべきである。

 (5)少数組合の代表を労働者代表委員会にどのように参加させるべきか。

 少数組合と労働者代表委員会は並存するので、少数組合をどのように処遇するかが重要になる。
連合(案)は労働者代表委員の候補者名簿の提出について推薦署名を不要とすること，労働者代表
委員会の会議に傍聴権を与えることとしている。これに対し，少数といえども労働組合は，自主
的に結成し意見を民主的に汲み上げ議論し，交渉結果を組合員にフィードバックする組織である
ことから、少数組合の代表者に労働者代表委員会の委員枠を与えるべきという考え方もある。

 (6)労働者代表委員会に対する便宜供与をどのように考えるか。

 労働者代表制を機能させる上で、「時間内活動の賃金補償」「有給の研修休暇」「事務所の貸
与」などの便宜供与は、有効な手段であるといえる。一方で、そうした便宜供与が、労働組合に
対しては労働組合法で禁止されていることから、労働者代表委員会に対する便宜供与が、労働組
合を弱体化させる契機となるという指摘もあり、便宜供与の内容については検討が必要である。
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労働組合ではない従業員組織（従業員会など）
はどのような効果を持つのか。

 従業員代表制の導入の是非を論ずるには、組合ではないが労働者の意見を
集団的に発言するような組織が、使用者や労働者にどのような影響を与え
るかを検討することが重要である。先にみたドイツの事業所委員会のよう
に企業経営や従業員にプラスの効果をもたらすのかどうか。

 日本の企業には従業員の意見を集団的に発言する組織として労働組合以外
に、従業員組織と呼ばれるものがあって、これらの中には従業員の親睦を
図ること以外に、労働条件に関しての交渉や経営情報の共有などを行って
いる組織が存在する。

 この従業員組織が、使用者や労働者に与える影響は、労働組合のもたらす
影響と異なるのだろうか。データを使って分析した。
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表4  労働組合と従業員組織の有無の決定要因
39

Table 3 Determinants of unions and employee associations

(1) (2) (3) (4)

Variables Union
Employee

 association
Union

Employee

 association

Subsidiary firm 0.612*** 0.101 0.359** 0.0223

(0.125) (0.124) (0.141) (0.132)

Affiliated firm 0.400*** 0.204 0.219 0.113

(0.155) (0.141) (0.182) (0.151)

A firm of the corporate group 0.413** 0.440*** 0.421** 0.462***

(0.183) (0.164) (0.211) (0.172)

A core firm of the corporate group 0.333** 0.155 0.341* 0.123

(0.149) (0.145) (0.177) (0.155)

Firm size 0.461*** 0.139*** 0.432*** 0.107***

(0.0395) (0.0296) (0.0444) (0.0311)

Firm age 0.00551*** 0.00126 0.00664*** 0.000844

(0.00135) (0.00136) (0.00151) (0.00143)

Tenure 0.0374*** 0.0201*** 0.0337*** 0.0183***

(0.00573) (0.00509) (0.00693) (0.00535)

Wage 0.321** 0.0496 0.395** 0.0534

(0.154) (0.152) (0.171) (0.159)

Lifetime employment -0.102** 0.0530 -0.0668 0.0349

(0.0480) (0.0385) (0.0545) (0.0407)

Seniority wage -0.0571 -0.0613 -0.0550 -0.0413

(0.0516) (0.0469) (0.0582) (0.0495)

Manager's attitude -0.0955* -0.0874* -0.0445 -0.0803

(0.0495) (0.0462) (0.0581) (0.0511)

Firm performance 0.275*** -0.0497 0.243*** -0.0896

(0.0697) (0.0629) (0.0814) (0.0679)

State of competition -0.0615 -0.107** -0.146** -0.145**

(0.0568) (0.0537) (0.0663) (0.0583)

Family firm -0.431*** -0.208** -0.386*** -0.209**

(0.102) (0.0971) (0.117) (0.104)

Unreasonable demand -0.0314 0.0429

(0.0867) (0.0622)

External intervention 0.502*** 0.0383

(0.0721) (0.0548)

Grasp employee needs in the absence of a union 0.691*** 0.133**

(0.0666) (0.0540)

Industry dummy yes yes yes yes

Wald test of rho=0

Log pseudolikelihood 

Observations 1,899 1,899 1,726 1,726

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

27.93*** 21.09***

-1241.14 -1007.97



表5   労働組合と従業員組織の離職率に対する効果
40

Table 4 The effect of unions and emploee associations on voluntary turnover

(1) (2) (3) (4)

Turnover Turnover Turnover Turnover

Union -0.925* -1.105** -0.863* -1.023*

(0.474) (0.533) (0.471) (0.528)

Employee association -0.947** -1.178** -0.855** -1.060**

(0.398) (0.498) (0.397) (0.495)

Unior x Employee association 0.698 0.616

(0.801) (0.795)

HRM practices -0.243* -0.240*

(0.141) (0.141)

Subsidiary firm -1.329*** -1.313** -1.172** -1.160**

(0.509) (0.509) (0.515) (0.515)

Affiliated firm -0.665 -0.668 -0.615 -0.618

(0.634) (0.633) (0.632) (0.632)

A firm of the corporate group -1.126 -1.140 -1.055 -1.067

(0.826) (0.827) (0.829) (0.830)

A core firm of the corporate group -0.0320 -0.0411 0.0432 0.0344

(0.696) (0.696) (0.700) (0.700)

Firm size -0.623*** -0.614*** -0.531** -0.524**

(0.201) (0.202) (0.208) (0.208)

Firm age -0.0299*** -0.0298*** -0.0291*** -0.0290***

(0.00560) (0.00560) (0.00557) (0.00556)

Wage -1.413** -1.415** -1.374** -1.376**

(0.602) (0.603) (0.604) (0.605)

Lifetime employment 0.571*** 0.567*** 0.560*** 0.555***

(0.213) (0.213) (0.214) (0.214)

Seniority wage 0.465* 0.468* 0.453* 0.456*

(0.243) (0.243) (0.242) (0.242)

Manager's attitude 0.339 0.331 0.321 0.315

(0.226) (0.227) (0.227) (0.227)

Firm performance 1.444*** 1.452*** 1.400*** 1.408***

(0.355) (0.356) (0.359) (0.360)

State of competition -0.0745 -0.0727 -0.0952 -0.0933

(0.263) (0.263) (0.263) (0.263)

Unreasonable demand -0.262 -0.265 -0.245 -0.248

(0.262) (0.262) (0.263) (0.263)

External intervention 0.648** 0.647** 0.636** 0.636**

(0.254) (0.254) (0.253) (0.253)

Grasp employee needs in the absence of a union 0.147 0.153 0.131 0.136

(0.289) (0.289) (0.289) (0.289)

Family firm 0.843** 0.838** 0.736* 0.733*

(0.424) (0.424) (0.429) (0.430)

Industry dummy yes yes yes yes

Observations 1,774 1,774 1,774 1,774

R-squared 0.116 0.116 0.118 0.118

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Variables



労働組合と従業員組織の違い

 労働組合はオーナー経営者の企業で存在する確率が低くなっている。つまり、
オーナー経営者に嫌われている。従業員組織に関しても同様の傾向が見られるが、
労働組合ほどにはオーナー経営者に嫌われていない。

 オーナー経営者に嫌われているということは、オーナー経営者が組合を嫌うがゆ
えに、オーナー経営者の主導で従業員組織を作らせたという可能性は低い。

 組合の場合には、古い企業で存在する傾向にあるが、従業員組織は企業の古い、
新しいは関係がない。組合の社会的な影響力は、組織率の低下に伴って長期的に
低下しており、このことが組合の有無に影響を与えているが、従業員組織の有無
には影響を与えていない。従業員組織は組合の影響を受けて設立されたものでは
ない可能性が高い。

 オーナー経営者は組合があると外部からの介入があると考える、つまり、組合の
方をより嫌う理由は、外部からの経営への介入を嫌がるからである。従業員組織
に関しては、外部からの介入がないので、組合よりは肯定的に捉えている。

 離職率を減らす効果は、組合と従業員組織で同程度のもの。離職を同程度に減ら
しているといるということは、同程度に満足度を高めている可能性が高く、企業
業績にも同程度のプラスの影響を与えている可能性が考えられる。
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インプリケーション

従業員代表制などによって労働者の発言機会を保障する制度の
導入は、経営に対してメリットをもたらす可能性があるという
ことである。企業内に集団的に発言する制度を導入することは、
集団的な発言機構を嫌い、企業業績の低下につながる離職率の
上昇を気にしない（従業員の声に耳を傾けない）という経営者
やオーナー経営者の行動を変えて、職場環境の改善と企業業績
の向上をもたらす可能性がある。

もっとも、従業員の意見に対する経営者の考え方が制度の導入
で簡単に変わらない、あるいは、より従業員側と敵対的な関係
になる可能性も否定できないが、組合を結成するよりは、その
可能性は低いと思われる。
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検討すべき点 1

 従業員代表制度などの制度化における最も重要な点：日本の労働者が集団的な発言
機構の制度化を望んでいるのか否かはっきりしていないということである。担い手
としてその制度を運営していけるかどうかが問題である。先に見たアメリカの調査
のようなものがない。したがって、日本の労働者は自らの利益実現のために何を望
んでいるのか全く分からない。最近は組合の必要性に関する調査も見かけなくなっ
た（と言うのは報告者の勘違いであろうか）

 従業員代表制度の導入を考えるにあたっては、経営者にもメリットを与えるもので
ないと機能しない。ただでさえ中小企業に多いオーナー経営者は労働者に集団的に
発言されるのを嫌がっているからである。

 労働組合は、従業員代表制の制度化によって、「従業員代表制があれば、組合は組
織する必要がない」と考える労働者が増えて組合の組織化のインセンティブが低下
することを恐れている。一方で、組合の組織化はごく一部を除いて進んでいない。
従業員代表制度をうまく機能させようとすれば、経営と渡り合うためにそれなりの
法律やその他の専門知識が必要であり、ドイツの例にみられるように組合のサポー
トが必要となるのではないだろうか。したがって、競合しつつも支えあい、組合の
指揮率向上に結び付けていくような方向性も考えられるのではないだろうか。
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検討すべき点 2

従業員組織の運営を可能にする担い手をどう育てるのかと言う議論
をしなければ、制度だけ導入してもうまくいかない可能性がある。

これもドイツの例と重なるが、従業員代表制が組合の適切なサポー
トなしに機能できないとすれば、やはり根本的な問題となるのは、
組合の組織率低下をどうにかすることということになる。

日本において労働者が積極的に望んでいないにも関わらず、担い手
もいないのに権利だけ与えても、その権利を十分に使いこなせず持
て余してしまい「宝の持ち腐れ」になってしまう可能性もある。こ
うした風土の中では、従業員とのコミュニケーションを制度化する
ことで生まれるかもしれないメリットを経営者によく理解しもらい、
その制度化に一役買ってもらうことこそが制度化への一番の近道か
もしれない。
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最後に

様々な問題点、課題が考えられるが、それなりのコストを
支払って労使関係の安定をもたらす制度を形成、運用する
ことは、企業そして社会の生産性の向上をもたらす可能性
が高い。賃金が増えない、生産性が上がらないと言われて
いる現在の日本経済で、中小企業の労働者の声を経営に届
けるシステムの構築は、中小企業の賃上げ、生産性の向上
をもたらすために極めて重要であると考えられる。
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ご清聴ありがとうございました
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