
 

補論 労使紛争への対応と日本（親会社）の労働組合の役割 

    ～金属労協／ＪＣＭの事例から～ 

 

はじめに 

グローバル化の進展に伴い、企業による海外事業展開が加速・拡大し、企業活動が社会に与える

影響が大きくなる中、2011年の国連での「ビジネスと人権に関する指導原則」の承認を契機に、特

に人権に関する多国籍企業（ＭＮＣ：Multi National Corporation）の社会的責任が増している。 

 

グローバル化と多国籍企業のビジネスとの関係については、企業活動による負の側面を意識し、

各国際機関がルールを策定してきた。多国籍企業による環境破壊や人権侵害などの問題が頻発した

1970年代には、ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）が「多国籍企業行動指針」（1976年）において政府

が企業に対し期待される責任ある行動を自主的にとるよう勧告し、またＩＬＯ（国際労働機関）は

「多国籍企業および社会政策に関する原則の三者宣言」を採択（1977年）、雇用・訓練、労使関係

などに関する企業行動の基準を定めた。 

1990年代に入ると、企業不祥事や環境問題の深刻化、所得格差の拡大などを背景に、ＣＳＲ

（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）が注目を浴びることとなったが、多国

籍企業の海外進出先における過酷な労働や劣悪な賃金・労働条件で働くケースが続発し、非難が集

中したことから、ＩＬＯは「労働における基本的原則および権利に関するＩＬＯ宣言」を採択（1998

年）、「中核的労働基準」を規定した（後に詳述）。 

この中核的労働基準は、国連が提唱する企業行動規範「グローバル・コンパクト」（2000年）や

ＯＥＣＤの「多国籍企業行動指針」改定（2000年）、社会的責任に関する手引きである「ＩＳＯ（国

際標準化機構）26000」（2010年）などの企業行動の国際ルールを規定する文書に盛り込まれている。 

 

2011年６月、国連人権理事会において「ビジネスと人権に関する指導原則」が承認され、多国籍

企業と人権との関係を「人権を守る国家の義務」「人権を尊重する企業の責任」「救済措置へのアク

セス」の３つに分類した。国連として初めて企業の責任にも焦点を当て、また国別行動計画

（National Action Plan）の策定を奨励したことから世界各国での取り組みが進展することとなっ

た。2015年９月には、国連サミットにおいて、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）が、ＭＤＧｓ（ミ

レニアム開発目標）の後継として採択されたが、17の目標の中の８番目として「すべての人々のた

めの持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワークを推

進する」といった目標が盛り込まれたことも、人権への意識を高める契機となっている。 

ＩＬＯでは、2016年総会において「グローバル・サプライチェーンにおけるディーセント・ワー

ク」が議論され、2017年理事会では「多国籍企業および社会政策に関する原則の三者宣言」を改訂

し、ＳＤＧｓの目標８の達成に向けたサプライチェーンにおける「デュー・ディリジェンス（相当

なる注意）」手続きに関する手引きを追加した。直近では、2018年５月、ＯＥＣＤにおいて「責任

ある企業行動に関するＯＥＣＤデュー・ディリジェンス・ガイダンス」が採択されている。 

日本国内はというと、これらの動きを受け、2017年11月、経団連が「企業行動憲章」を改定し、

サプライチェーンにおける行動や、人権の尊重などの項目を追加した。日本政府は、現在、「ビジ
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ネスと人権に関する指導原則」に沿い国別行動計画策定をめざしているところである。 

これらに共通するのは、持続可能なビジネスのためには、バリューチェーンにおいて中核的労働

基準の遵守に向けた、より透明性の高い、具体的な行動が求められている、という点である。人権

に対する取り組みは既にグローバル・スタンダードであり、海外で事業展開する企業はより積極的

に取り組みを推進する必要がある。 

このような状況下、日系多国籍企業の海外事業拠点における労使紛争が、企業規模や業態を問わ

ず増加しており、 近では、バリューチェーンを構成する多国籍企業での労使紛争が頻発している。 

海外事業体において労使紛争が勃発し、現地労使での交渉ルートが絶たれると、上部団体や国際

産業別労働組合組織（Global Union Federation：ＧＵＦ）、外部支援団体などが解決支援に向けて

介入することとなるが、長期化すれば国・地域をまたいだキャンペーンなどに突入し、ソーシャル

メディアが普及した現在においてはその情報の広がりは止まるところを知らない。労使紛争が長引

けば、組合員、従業員にとって大打撃となるのはもちろん、会社側にとっても現地事業活動への影

響やブランドイメージが傷つくのは避けられない。海外における日系ブランドのプレゼンスが高ま

る中、2019年Ｇ20/Ｌ20の日本開催や2020年東京オリンピック・パラリンピック、2025年日本国際

博覧会（大阪・関西万博）を控え、日本、日系企業、日本ブランドに対する注目がさらに集まる状

況下、海外で事業展開する企業労使は、これをレピュテーションリスクとしてとらえるべきである。 

 

１．中核的労働基準の重要性 

まず認識すべきは、 低限遵守されるべき基準として規定されている「中核的労働基準」である。

通常ＩＬＯ加盟国は批准しない限り特定の条約について義務を負わないが、1998年ＩＬＯ総会で採

択された「労働における基本的原則および権利に関するＩＬＯ宣言」において、この８条約につい

ては未批准の場合でも「誠意をもって、憲章に従って、これらの条約の対象となっている基本的権

利に関する原則を尊重し、促進し、かつ実現する義務を負う」ことが確認されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

この中核的労働基準は、先述の通り、各種企業行動の国際ルールを規定する文書に盛り込まれ、

また、ＴＰＰ11協定においても、「各締約国は、自国の法律・および当該法律および規則にもとづ
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く慣行において、ＩＬＯ宣言に述べられている次の権利を採用し、および維持する」と規定されて

おり、「次の権利」として中核的労働基準が列記されている。 

 

(1) バリューチェーン全体での中核的労働基準の遵守 

重要なことは、ひとつの会社として中核的労働基準を遵守するのはもちろんのこと、海外拠点を

はじめグループ企業や取引先を含めたバリューチェーン全体で遵守することが求められていると

いうことである。 

海外労使紛争が発生し、日本の親会社に連絡をすると「海外拠点の労使関係は現地に任せている。

親会社は関与していないし、関与できない」という返答を受ける場合がある。1990年代以降、様々

な機能の現地化を推進してきた会社も多いかと思うが、バリューチェーン全体での中核的労働基準

の遵守という観点からすれば、国際ルールに関する認識が薄いと言わざるを得ない。国境を越えて

活動する企業は生産、調達、販売などあらゆる面でグローバルな連携を行っており、労使関係を含

む人事労務こそ事業の根幹として位置づけられるべきである。 

労使紛争が、労働組合の組織化の妨害、組合役員の解雇・配置転換などの労働組合潰しや、団体

交渉の拒否など中核的労働基準に抵触しかねない行為である場合、紛争が長期化するばかりでなく、

ＯＥＣＤやＩＬＯなどの国際機関に提訴され、国際的な問題へ発展する可能性が高い。 

 

(2) 中核的労働基準遵守を労使で宣言するＧＦＡ 

(Global Framework Agreement：グローバル枠組み協定) 

ＧＦＡは、ＪＣＭが加盟するインダストリオールなどのＧＵＦが推進しているもので、経営側が

一手に運用・監視するＣＳＲ行動指針とは異なり、労使（本社労使とＧＵＦ）が世界のバリューチ

ェーンにおける中核的労働基準の遵守を約束し、連携してモニタリングを行い、実効性を確保して

いこうとするものである。日本においては、髙島屋、ミズノ、イオンがＧＦＡを締結している。2017

年の「Ｇ20ハンブルク首脳宣言」においても、公正でディーセントな賃金および社会対話が、持続

可能で包摂的なグローバル・サプライチェーンの重要な要素であるとの認識から、「多国籍企業に

対し、適切に国際枠組み協約（International Framework Agreement）を締結するよう奨励する」

と明記されている。 

ＧＦＡは、中核的労働基準遵守を中心にしたコミットメントを社会に宣言する効果があるが、本

社労働組合のグローバルな社会的責任に対する意識を高め、企業にとってはＧＦＡを通じグローバ

ルな労使対話の場を構築でき、ＧＵＦのグローバル・ネットワークによる現地情報を得ることがで

きる、という利点がある。イオングループ労連では、アジアを中心とする海外労組と日本本社労使

の定期協議に加え、海外拠点における労働組合結成や労使交渉・協議などのノウハウの提供をＧＵ

Ｆ（ＵＮＩ）と協力し行っているとのことである。 

 

(3) 中核的労働基準と国内法の関係 

労使紛争の要因の一つに、中核的労働基準、特に、結社の自由や団体交渉権に関わる国内法が未

整備である、ということもある。1998年ＩＬＯ宣言では、ＩＬＯ加盟国は基本８条約を遵守しなく

てはならないが、国内法が整備されていない、あるいは整備されていても曖昧な解釈が可能なケー
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スだと、労使での見解の相違が生じやすく、紛争の種になる。 

紛争発生の際、親会社に確認すると、「現地の経営者は、現地の法律に則り、適切に対処してい

る」という返答が返ってくるケースがある。先述の通り、中核的労働基準については、未批准の場

合においても「尊重し、促進し、かつ実現」することが求められている中で、「国内法に従ってい

ればよい」「裁判に勝てればよい」という姿勢そのものが問題である。中核的労働基準と未整備の

国内法の関係においては、各国際ルールに次のような記載があるが、企業が国際基準＝中核的労働

基準を尊重すべきとするスタンスに変わりはない。 

 

 

●国連グローバル・コンパクト１ 

「企業は、進出した国で適用される法原則に沿って事業運営を確保しなければなりません 

が、その国の国内法が国際基準を満たしていない場合は国際基準の方を遵守し、人権侵害を 

  しないよう努めなくてはなりません。」 

●ＯＥＣＤ多国籍企業行動指針 人権に関する注釈２ 

「国家が、関連する国内法の施行若しくは国際的人権義務を実施しない、又はそのような法 

  律あるいは国家義務に反した行動を取り得るという事実も、企業は人権を尊重するものであ 

  るとの期待を軽減しない。」 

●経団連 企業行動憲章 実行の手引き（第７版） ４－１ 基本的心構え・姿勢（３）３ 

「法またはその施行によって人権が適切に保護されていない状況では、国際的に求められて 

  いる人権を尊重するための措置をとり、このような状況を悪用しない。」 

 

２．労使が対立するポイント 

ＪＣＭでは、過去に海外の労働組合から多くの問い合わせを受け、労使紛争の解決に向けた活動

を産別・企連・単組と連携しながら対応しているが、労使が対立するポイントを、タイミング別に、

労使双方の視点から整理した。 
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(1) 労使間のコミュニケーション不足が主な紛争発生要因 

労使紛争が発生する要因はいくつかあるが、その主なものは、「労使間のコミュニケーション不

足」である。労使関係を現地人スタッフ・専門家任せにせず、日頃から日本人を含めた労使による

公式・非公式なコミュニケーションが確立されている、あるいは現地事業体トップが日頃から職場

を巡回しているような活動があれば、組合員の声をじかに得やすく、労使紛争とはなりづらい。ま

た、団体交渉が膠着
こうちゃく

状態となった場合も、それぞれの国民の文化・気質があるにせよ、相互にコミ

ュニケーションを継続する努力を惜しまず、相手の立場を理解・尊重しながら、議論を尽くすこと

が求められ、必要に応じ現地トップ・日本人コーディネーターなどが交渉の 前線に立つことも必

要である。 
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(2) 弁護士・コンサルタントが介在するケースは特に注意が必要 

労働問題や労働組合対策を専門とする弁護士・コンサルタントが介在するケースには特に注意が

必要である。ＪＣＭが主催するタイ労使ワークショップにおいてＥＣＯＴ（タイ経営者団体連合会）

が指摘するように、概して、弁護士・コンサルタントは、企業に対し法の網をかいくぐるような指

導をするケースが多く、紛争が長期化する一つの要因となっている。現地に出向する日本人は、現

地の事情に精通しているわけではなく、特に労務分野の専門的で微妙な問題は、現地人や専門家に

任せるのが一番と考えてしまいがちである。紛争が長引けば長引くほど、もめればもめるほど弁護

士・コンサルタントの利益になる訳であり、紛争の円満解決、ましてや日本のような徹底的な話し

合いをベースとした解決という手法はとらないのである。 

海外事業体において建設的な労使関係を構築した実績のある日系企業の人事担当トップは「すべ

てのコミュニケーションは、コンサルタントに頼らず、当社の組合員のことを熟知している私自身

が行う」と力強く発言していた。組合員に、トップ自ら真正面から向き合う姿勢こそが労使の信頼

関係を構築する上で重要なのである。 

 

３．労使紛争の対応 

ＪＣＭにおいては、労使紛争時の対応を次の通り整理している。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「現地個別労使での解決を促す」というのが基本スタンスである。個別企業の問題については、

それが賃金・労働諸条件などの団体交渉の決裂といった個別労使に関するものである場合は特に、

他者に頼らず、現地労使間の真摯な協議によって解決するのがベストである。現地労使以外の機関

に頼って紛争を解決しても、それは後々の労使関係に禍根を残すことになりかねない。それでも解

決できない場合、「現地上部団体と連携した国内での解決」を促している。 

それでも解決できない場合は、ＧＵＦ（金属の関係でいえば、インダストリオール）、あるいは

日本へコンタクトをすることとなり、日本に連絡が来た際は、ＪＣＭ・産別より企連・単組を通じ

日本の本社に働きかけ、解決を促進する。ここで、 初に日本に連絡が来るということ自体が重要

であり、ＪＣＭが長年関係を構築してきた海外の組合との信頼関係があるからこそ、ＪＣＭにまず
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相談が寄せられる訳である。 

 

インダストリオールは、アクション・プランの５つの目標の１番目に「労働者の権利擁護」を掲

げ、その中で、インダストリオールは「労働者の権利の熱心な保護者であり、権利を侵害する企業・

政府に圧力を加えるために可能な限りのあらゆる手段を尽くす」「労働者や組合が攻撃されれば、

（関係団体との）戦略的連携において、インダストリオールのグローバルな力を発揮する」として

いる。世界中の様々な労働組合を束ねるＧＵＦとしては当然の書きぶりであるが、労使紛争の対応

はケースによってまちまちであり、日系企業が親会社の場合はまずＪＣＭに相談が来ることが多い。

ただインダストリオールとしては、現地組織も加盟組織であり、現地の切迫した状況によっては即

行動に移るというケースもある。いずれにしても、個別労使間で解決できず、上部団体でも解決で

きず、インダストリオールやＪＣＭに相談が来る時点で、ある意味火がついた状態の案件、という

ことを認識しておく必要がある。 

海外現地組合からの問い合わせがＪＣＭに来ると、まずは、事実確認を産別・企連・単組を通じ、

日本本社に対し行うこととなる。日本本社は、現地法人に報告を求め、現地の実情に関するヒアリ

ングを行う。 

通常、現地組合からの問い合わせと、現地法人からの報告の内容は大きく異なっていることが多

く、その確認作業を何度も行うことで、相互の事実関係を明確化していくこととなる。長期化、複

雑化するケースの場合は、ＪＣＭ、産別、企連、単組が現地に赴き、解決に向けた支援を実施する

こともある。いずれにしろ、初動がポイントで、いかに早く情報を整理し、現地に対しフィードバ

ックするかが求められることとなる。 

同じ事象であっても、光をどちらから当てるかによって違う見え方をする。例えば、現地組合は

「組合役員の解雇だ」と言い、現地会社は「組合役員を狙ったものではなく従業員の就業規則違反

だ」と言う、あるいは現地組合は「会社が団体交渉を拒否した」と言い、現地会社は「別に団体交

渉を拒否してはいない、組合が指定された日程に来なかっただけ」と言う、等々。労使どちら側も

都合の悪いこと、自分の不利になるようなことは報告しない、ということだが、過去の経験から言

えば、組合と会社の言い分の“中間、少し組合寄り”あたりで落ち着くことが多い。この落とし所

を見いだすまでの努力を相互に惜しまない、粘り強くコミュニケーションをする、ということが労

使紛争を長期化させない、拡大させないポイントである。 

事態が長期化する、あるいは中核的労働基準に明らかに抵触するような場合はグローバルキャン

ペーンとなりやすい。時にマスコミが取り上げることもあり、情報が瞬く間に世界中に拡散するこ

ととなる。グローバルキャンペーンとしては、国際会議での非難決議、ＷＥＢを通じた社長宛メー

ル発信、他ＧＵＦ・他国組織との連携、世界各国見本市・企業本社前での抗議活動、ＩＬＯ／ＯＥ

ＣＤへの提訴などがある。 

 

４．過去の労使紛争からの学び 

ＪＣＭとして過去多くの労使紛争に対応してきているが、それらからの学びを、現地労働組合・

経営側、親会社である日本本社の労働組合・経営側それぞれでまとめてみた。 
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(1) 日頃からの密なコミュニケーションが重要・・・ＭＮＣ労組ネットワークの構築 

まずは、何よりも事業体内において日頃から密なコミュニケーションをとることである。日頃か

ら労働組合・組合員と接し、会話をする機会を設けることが重要である。このコミュニケーション

の場を持つこと自体が、“センサー”“アンテナ”機能の役割を果たすこととなる。この考え方はＪ

ＣＭの活動においても同様であり、ＪＣＭは海外組織の役員との関係構築とともに「何かあったら

まず相談してほしい」との呼びかけを行っている。能動的に、プロアクティブに動く、ということ

が、現地の職場での変化に気づく重要なポイントとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＣＭは、「ＭＮＣ労組ネットワークの構築」、つまり日本と海外事業体との組合同士の交流を実

施し、お互いの顔の見える関係を構築することを促進している。元々、日系の海外事業体の組合は、

日本の親会社の組合に対し強いシンパシーを持っており、活動面において連携したいという声も大

きい。同じブランドに属する、同じ作業着を着る組合員、労働者同士が、国をまたいで交流するこ
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とで、各事業体の建設的な労使関係の構築に日本の組合の立場から貢献でき、仮に労使紛争が発生

した場合にはより迅速な情報交換、事実確認が可能となるばかりか、早急に個別の相談を得ること

で紛争の芽を把握することも可能となる。日本の多くの組合は、定期的に海外事業体に駐在・出向

する組合員やそのご家族のもとを訪問し、職場実態や衣食住の環境の把握などに努めているが、そ

の際に海外事業体の組合とも交流をすることは可能である。 

経営側からすれば、日本の組合が海外の組合と勝手に交流して変な話をもらっても困る、という

懸念もあるかと思うが、それ以上のメリットがある。実際に労働組合同士で接した日本の組合役員

の話を聞くと、現地組合の多くの課題意識に触れることができ、顔の見えるコミュニケーションを

通じ、現地経営でもとらえることのできない多くの情報を得ることができるのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 労使紛争発生時の迅速な対応、日本（親会社）の労使の関与がキー 

そして、何か問題が起こった際には、迅速に対応することであり、その対応は現地経営のみなら

ず日本本社の労使としても関与すべきである。ストライキなどの団体行動は、中核的労働基準とし

ても規定されている通り、労働者の基本的な権利であり、このような行動を組合がとることは何ら

問題ない。ポイントは、例えばストライキが発生した時に、どのような経緯で、なぜそのような行

動が発生したのか、事実関係を迅速に把握することである。 

日本の親会社から現地法人の指示によって速やかに解決すればよいが、そのようなケースはほと

んどない。現実には、組合側に多少なりとも弱みや落ち度がある場合、組合と真っ向対立で現地経

営も引くに引けない場合、裁判所で現地法人勝訴の判断が出ている場合などは現地経営の姿勢が硬

化しているので、迅速な解決は困難である。 

その場合は、ＪＣＭや産別・単組の役員が現地に赴き、現地関係者と個別に協議をし、解決をは

かるケースもある。解決に向け現地において動く際には、産別・単組の協力が欠かせない。 後の

後は、やはり同じブランドに属する関係者による解決となるのである。 

紛争の内容にもよるが、多くの日本の労組が第二次大戦後経験したように、いったん崩壊した労

使関係を再構築するのには大変な時間と労力を要する。まずは労使間の不信を取り除くことから始

め、一段一段、ひとつひとつ、時間をかけて信頼関係を積み重ねていくこととなる。 

 

 

 

 
89



 

おわりに 

今、企業に求められているのは、いかにディーセントな職場、雇用を現地に生み出すか、労働組

合を含むステークホルダーといかに良い関係を構築するかであり、それが企業の持続可能性にもつ

ながることとなる。もっといえば、海外で事業を展開させていただく、販売させていただく、とい

う、進出先のステークホルダー全体に対する謙虚な姿勢があるかどうかである。安い労働力を求め

海外進出した企業も多くあるが、今は単なる利益追求型のビジネスは成り立ちにくい時代だといえ

る。 

日本ブランドは世界各国、特にアジアにおいてはブランドイメージも高く、非常に大きなプレゼ

ンスを持っている。その分、進出先の国々が日本に対して抱く期待は大きい。過去、他に先駆けて

いち早く現地展開を進めてきた日本が、その期待にこたえるべく、果たすべき役割は大きく、それ

は日本政府、企業のみならず労働組合も同様であると考える。グローバルに活動を展開する日系企

業親会社の労働組合として、使用者と共に、 新動向を注視すると同時に、海外拠点の職場につい

てセンサー・アンテナを張るべきである。労働組合の一つの機能として「経営のカウンターパート

機能」があるが、日本国内にとどまらない「『グローバル』なカウンターパート機能」が今求めら

れている。日本の労使関係を知る日本本社の労働組合だからこそ、海外においてできる活動がある。 

日本からすれば、議論することすら避けたい個別企業の労使紛争だが、海外においては表の場で

議論する、報告する、情報共有するのは普通の出来事である。我々労働組合は、このような目をそ

むけたくなるような内容であっても、いやそのような内容であるからこそ耳を傾けることが必要な

のではないだろうか。企業内で職場活動をする際にもいろいろな意見を言ってくれる組合員こそが

重要であると考えるが、これは海外の組合と接する場面においても同様である。大きな転換期を迎

え各社生き残りをかけた変革を実施しているが、その求められている変革とは、事業戦略や働き方

のみならず、海外事業を展開する日本の企業文化自体の変革なのかもしれない。 
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