
第 15 回 UNI-LCJ 年次総会 フィリップ・ジェニングス UNI 書記長記念講演 
（2014 年 2 月 5 日、お茶の水ホテルジュラク） 

 
組合がアフリカで会合を持つとどのようになるのか、その臨場感を持たせるために、今日

は東京の屋外で講演をしたいと申し出をしたのですが、却下されました。今日は日本の寒

い東京から、アフリカ大陸というものを、皆さまと一緒に見ていきたいと思います。そう

いうわけで、暑いアフリカを頭の中で想像して下さい。今年は UNI にとって非常に大きな

意義のある年です。そして我々UNI が、今年どのようにスタートしたかについて、少しお

話いたします。その次にアフリカのお話をします。そして UNI の今年の世界大会について

も触れたいと思います。 
 
UNI の 1 年というのは、世界経済フォーラムの年次会議に出席することから始まります。

これはダボスでの私です。（安倍首相の写真を指して）この、もう一人は誰でしょうか。皆

様の方がこの方をよく御存じだと思います。今年のダボスのテーマは、世界を新しい形に

作りあげる、というものでした。世界の人々は、世界の経済危機は終わり、これからは経

済回復が見込めると考えているようです。しかしながらダボス会議の 3 日間のうちに、新

興市場の経済危機が起きたわけです。これが何を表したかと言いますと、金融の不安定が

世界に蔓延しうるということが、まだ我々の前に危機として残っているということです。

2014 年という年は、神経が図太くなければ生きてはいけません。金融市場にとっては、非

常に乱高下の大きい年となります。 
 
ダボスで BBC のインタビューを受けました。BBC の記者は私に言いました。「今年のダボ

スは、組合のためのダボスだ」なぜ、この記者は私にそんなことを言ったのでしょうか？

今回の世界経済フォーラムは、世界経済に対する見通しとして、3 つの結論を導き出しまし

た。1 つは、社会的な緊張、そして賃金の格差、そして 3 つ目は失業です。世界経済フォー

ラムは、リスク報告書というものを発行しています。世界のリスクの分野というのは、ど

のようなものか、ということを書いています。それらのリスクへの対応として、まず、北

アフリカにおける社会的緊張に対する対応、賃金格差、そして失業については、特に若年

層の失業についての対応が重要です。 
 
通常、ダボスで議論されるのは、市場についてばかりです。そして金融情勢についてです。

しかし今年の世界経済フォーラムの開会式に、ローマ法王がメッセージを送ってきました。

法王はこのメッセージの中で、世界の不安定について言及しました。そして、不平等につ

いて言及しました。それから、人類の富は、人類に奉仕するために使われなければならな

い、人類が富に奉仕するのであってはならない、と、そのようなメッセージを送ってきま

した。そういうわけで、我々労働運動にとっては、今年の世界経済フォーラムは、非常に



有意義なメッセージを発してくれました。雇用が重要だ、そして賃金格差をなんとかしな

ければならない、そして人々は現在までの様々な機構や制度に対して不信感を抱いている、

そして社会的な緊張感が高まっている。このようなメッセージを発してくれたので、政策

決定権者の目が、我々の活動にこれからどんどん向いていくようになると、私は考えてお

ります。 
 
もちろんダボスには、日本の安倍総理も出席なさいまして、非常に人数の大きな代表団を

引き連れて、世界にメッセージを発しました。そして日銀の黒田総裁も、アベノミクスの 3
つの矢について、フォーラムで話をしました。金融、財政、そして構造改革。そして非常

に大きな反響を招きました。そういうわけで、この安倍総理のアベノミクスに対して、私

も 3 本の矢を使いまして、これはクリスと一緒に考えたのですが、私なりのアベノミクス

の解釈をしました。私はこれを「アべルノミクス」と呼びます。アップルとひっかけたの

です。英国には「ウィリアム・テル」という有名な物語がありまして、自分の息子の頭の

上に載せたリンゴに向けて、父親が矢を放たなければならない、そのような物語があって、

アベルノミクスにしてみました。 
 
記者たちに、アベノミクスについての意見を聞かれた時に言いました。まずこの一本目の

矢は、労働者を解雇しやすい制度を整備する。正規雇用者よりも派遣労働者への依存を助

長させる。そして、我々が提唱する「インクルーディング・ユー」（誰も取り残さない）と

は全くの逆でありまして、この政労使の三者構成という制度そのものについて、ドアをぴ

しゃりと閉ざしてしまうということ。この分析によってノーベル経済学賞を取れるとは勿

論思っていません。しかし、これはアベノミクスが日本の働く人々にとって何を意味する

かについての私の解釈であり、このメッセージを私は世界中に普及させていきます。そし

て私が安倍総理、日本の政策決定権者、そして財界人に送りたいメッセージというのは、

この「誰も取り残さない」ということがもっと必要である、ということです。 
 
富の分配について考えてみますと、賃金は歴史的な低水準にあります。しかしながら利益

というものは増えています。そして世界の主要国における賃金の不平等というものは、1920
年代以来、最も格差が激しい状況にあります。高木さん（元連合会長、現在は全労済協会

理事長）は市場から需要というものがなくなってしまうとどうなるか、よく御存じだと思

います。私たち労働者は、この経済の恩恵を受けることができていない、したがって我々

は需要を提供しない。それで経済は上手く運ばなくなるということなのです。 
 
そしてご存知のように今年のケープタウンでの UNI 世界大会のスローガンは、「インクル

ーディング・ユー」、誰も取り残さない、ということです。そしてこの写真が、日本から南

アフリカへバトンが手渡された時でして、ちなみに私は、長崎奉行（観光大使）に任命さ



れました。ここに、若かりし日の伊藤さん（UNI-LCJ 事務局長）がいます。そして伊藤さ

んのこの写真のお顔をご覧になりますと、非常にホっとしていますね。大会を運営すると

いう非常に大きな重荷を南アフリカに引き渡したわけですね。ケープウタウンでの我々の

テーマは、「インクルーディング・ユー」です。そして 1 つ追加しました。南アフリカの部

族の言葉で、「ウブンツ」です。このウブンツの意味ですけれども、最初に見て頂きました

ビデオが、ウブンツについてでした。I am who I am because of who we are（私たちがあ

ってこそ、私がある）という意味です。つまり、全員揃うともっと強くなる、ということ

です。ひいて言えば、人類のことです。コミュニティのことであり、みんな一緒に、とい

うことです。大会のスローガンとして、ウブンツは非常に良い言葉です。UNI にとって初

のアフリカでの世界大会になります。 
 
今日のアフリカについてお話しようと思います。ここで重要なのは、長年にわたる人類に

対するアフリカの貢献、これをしかと認識しなければなりません。人類学者、そして考古

学者は、文明そのものが東アフリカで始まったと言っています。ですから、ケープタウン

では、マザー・アフリカ、母なるアフリカという言葉を耳にするでしょう。アフリカはま

さに、人類の歴史の展開、その証人であるような地域であります。初めての工具、工具製

作者がアフリカで誕生した、そしてその工具を使った人も初めてアフリカで誕生しました。

そして洞窟の中の壁画が初めて発見されたのもアフリカです。そして人類学者の説によれ

ば、最も古い文字の形も、アフリカで発見されたということです。 
 
さらにアフリカは、大きな力に対しての、自由、独立、民主主義を勝ち取るための闘争の

シンボルでもあります。考えてもみて下さい。16 世紀から 19 世紀の間に約 1200 万人のア

フリカ人が奴隷として売られたわけです。ブラジル、カリブ諸国、英国、アメリカに売ら

れたのです。この文明のより広い波、流れの中でアフリカを捉えて下さい。南アフリカは

今年、アパルトヘイト終結 20 周年、そして民主主義の確立 20 周年を祝います。アフリカ

の台頭。違う視点からアフリカを見ていかなければなりません。我々によくありがちなの

は、失敗という視点からアフリカを見ることです。つまり失われた機会です。よくアフリ

カの 1990 年代は、失われた 10 年と言われます。 
 
これはタイム誌の表紙です。なぜこれをお見せするかと言いますと、やはり世界がアフリ

カを見る目が変わっている、視点が変わってきている。そのことをお知らせしたくて、こ

れをスライドにしました。現在の予想では、これから先 10 年のアフリカの経済成長は、少

なくとも 5％であろうと言われています。世界で最も急速に成長している経済の 13 か国が、

アフリカ大陸にあります。世界は、台頭するアフリカに注目し始めています。 
（スライドを指して）これも新しいアフリカ、そして経済成長というスローガンを掲げて

あります。アフリカ大陸のなかでも、5 ヵ国が他の急速な成長を呈しています。2020 年ま



でに、アフリカの消費者支出は 1 兆ドルになると言われています。2010 年には、6 千億ド

ルでした。2020 年までにアフリカの 1 億 3 千万人の人々の年収が、5 千ドルを上回るだろ

うと言われています。これは、経済理論上非常に重要です。所得の半分以上を、食糧、住

居などに使わなくて済むようになれば、中間層が急速に拡大します。 
 
次に、天然資源採取産業についてお話します。かつてアフリカは、人間を奴隷売買で輸出

していました。今日アフリカは、世界が求めている天然資源を有しています。アフリカに

は世界の天然資源の 3 分の 1 が埋蔵されています。さらには、地球上で耕作可能な土地の

60％がアフリカにあります。アフリカの課題というのは、もっぱらこの天然資源採取産業

に経済が依存していることにあります。経済活動、産業の多様化が見られていません。こ

の天然資源採取産業は、アフリカの雇用の 1％を提供するに過ぎません。しかしながら、ア

フリカの歳入予算の 40％が、この産業で占められているのです。アフリカは世界が求める

ものを持っています。しかしアフリカの土地が秘めている豊かさ、富というのはアフリカ

の人々の生活を向上させ、経済を多様化させるために効率的に活用されていません。アフ

リカの人々は、金の上に、プラチナの上に歩いています。そして、石油、ダイヤの上に歩

いています。しかしながら、アフリカの人々は貧しいのです。 
 
（中国の対アフリカ投資のイラストを指して）これは非常にショッキングな画像かもしれ

ません。アフリカの内側への投資です。10 年前、アフリカには世界の直接投資の 0.7％し

か入ってきていませんでした。そして現在では 5％以上を占めるようになってきていますの

で、改善が見られています。世界貿易のシェアとしましては、まだ 3％強です。しかしアフ

リカの人々、そしてアフリカの各国政府は、この原料、資源に投資をしなければならない。

2013 年には、東京で TICAD（アフリカ開発会議）が開かれました。あまり単純化しては

いけませんが、この 2013 年の TICAD 会議というのは、アフリカに投資をするべきだとい

うことを日本が世界に気づかせる良い契機になったと思います。そしてその時に掲げられ

たターゲットというのは、320 億ドルの援助や投資でした。既に中国はアフリカに対して広

範な投資をしています。貿易額にしますと、日本の対アフリカ貿易額が 4 億ドル、中国は

37 億ドルとなっています。要するに、今日のアフリカには世界が求める資源が豊富にある。

それで世界は競ってアフリカに投資をしているというわけです。 
 
次にアフリカの人口についてですが、2012 年にアフリカの人口は 13 億でした。この先 30
年の間にアフリカの人口は 20 億を超えるだろうと言われています。そのうち 5 割は 19 歳

以下です。2050 年には、世界の若年人口の 4 割がアフリカにいるというシナリオになりま

す。世界の労働者の 4 人に 1 人がアフリカにいるという計算になります。2010 年から 2050
年までの世界の人口増加の半分がアフリカで生じるということです。想像してみて下さい。

アフリカに世界最大の労働人口が存在するのです。しかも最も若い労働人口です。現在の



アフリカの労働市場というのは 7～8 割が農業になります。アフリカはまだ、おおかたのと

ころ、インフォーマルな経済です。アフリカの労働者の 7～8 割が脆弱な立場にあります。

不安定雇用で非常に劣悪な労働環境、不安定な賃金の中で働いています。そういうわけで、

私から皆さまへの質問というのは、アフリカが労働市場の是正という課題に負けてしまっ

たらどうなるか。もし若い人々への雇用を創出することができなかったらどうなるか。こ

れはアフリカにとって何を意味し、世界にどのような影響を及ぼすか。これは非常に深刻

な問題であります。現在のところ、我々はこれについての妥当な結論を有していません。 
 
そして、アフリカ台頭の続きですけれども、アラブの春がありました。3 年前のチュニジア

がありました。アフリカには 55 か国あります。アフリカの近代史といのは、植民地化に対

する闘争、自由と民主主義を求める闘争の歴史であります。アラブの春は、若者が主導し

て起きました。チュニジア、エジプト、その他の国でも若者が主導しました。そしてこの

転機、移行期というのは非常に困難な時期であります。経済は低迷し、若年失業率は増加

しています。しかし希望がまだあります。これは、チュニジアです（チュニジアの写真を

指して）。2 週間前にチュニジアでは新しい憲法が採択されました。この新しい憲法という

のは、非常に革新的・進歩的であり、これがより強い民主主義を導き、そして原理主義を

弱体化する方向に国民を導くものとなることを願っています。しかしながら、このチュニ

ジアの新憲法のようなものがエジプトにできるとは考えにくい状況にあります。アパルト

ヘイトと闘ったこと、これが南アフリカにとっての春でした。 
 
これらの国は、ポルトガル、スペイン、フランス、英国、ドイツの植民地主義に対して、

宗主国と闘いました。私がアフリカの加盟組織の仲間に問いかけたのは、「アフリカにとっ

ての次なるステップは何か？」ということです。アフリカには資源があり、資源価格はお

そらく高止まりするので、スーパーサイクルと呼ばれるものが生まれると考えられるわけ

です。（スパイラルのイラストを指して）ここに書いてあるのは、次なる経済ブームはアフ

リカであり、プラス方向にスパイラルのようにらせん状に動いている矢印です。繰り返し

になりますが、アフリカには様々なチャンスがあります。今までのアフリカの政治家は国

民、そして国を正しく指導してきませんでした。しかしながら、現在のアフリカそしてア

フリカのリーダー層には、このチャンスを無駄にしてはならないという強い自覚がありま

す。 
 
アフリカにとっての課題を見ていきましょう。国家予算の４％のみがインフラに投入され

ています。教育には 5％です。社会保障に使われるのは 4％強です。4 億人近くの人々が、1
日 1 ドル以下で生活しています。そして 3000 万人の子供たちが全く学校に行っていない。

6000 万人の子供たちが発育不良である。そして、東アフリカから西アフリカに延びる、中

央アフリカのサヘル地帯に暮らす 2000 万人の人々は、次の食事をどうやって得るか、その



あてが全くない状況です。これは非常にショッキングな状況であります。そして、汚職問

題。アフリカは毎年 290 億ドルの援助を受けています。そして海外からの直接投資として

は 320 億ドルです。しかし汚職を通じてどんどんお金が逃げていく。汚職や不適切な資源

価格設定によって 380 億ドルを失うのです。その他、不正な資金流出というものが 250 億

ドル分あると言われています。これは深刻なガバナンス上の問題です。つまり、富が土の

中から出てきて、大陸の外に出て行ってしまうということです。 
 
私たちのアフリカでの仕事ですけれども、経済成長著しいアフリカには、貧困と不平等の

問題を解決するために、まさにこの「インクルーディング・ユー」、誰も取り残さないとい

う政策が必要です。ここにある、長崎での非常にダイナミックなロゴを覚えていらっしゃ

いますね？ブレイキング・スルーです。そしてこのブレイキング・スルーというのは、何

年にもわたって UNI やその前身となる各組織がアフリカで取組んできたことです。 
今までのおさらいですけれども、アフリカの経済は成長し、人口が増え、最も若い労働人

口を有している。農村部の生活から都市部の生活へと徐々に移行している。そして投資の

拡大。これら全てが UNI アフリカと加盟組織に影響を及ぼすのです。 
 
そして、アフリカにとっての次のブレイキング・スルーは何かと言いますと、産業の多角

化です。資源への依存型から、製造業やサービス業への多角化です。サービス業というの

は、まさに我々UNI です。これは UNI アフリカ地域大会でのシンボルです。我々はアフリ

カ大陸における最大のグローバル・ユニオンです。北アフリカにプレゼンスを確立してい

ます。そしてフランス語圏の西アフリカでも活動しています。そしてアフリカの南部にか

んしては、ヨハネスブルグに事務所を開設しています。我々は、UNI Apro のブレイキング・

スルー戦略と同様、アフリカにもブレイキング・スルー戦略というものを立てています。 
アフリカの UNI 加盟組織は 37 か国に存在し、組合数にすると 150 以上あり、アフリカの

東部・西部・北部・南部と全域で組合の拡大に向けた様々な活動を行っています。 
 
ウォルマートはすでにアフリカに進出しています。アフリカの 14 の市場で事業を行ってい

ます。これは、サービス産業というものがアフリカで爆発的に拡大していくことの兆候で

あり、それはすでに始まっています。詳細は省きますが、このアフリカにおける組合の育

成というのは、UNI にとって非常に重要な課題であります。UNI ではグローバル枠組み協

定を締結しています。アフリカでもグローバル枠組み協定を締結しようという目標を立て

ておりまして、順調に進んでおります。南アフリカの小売業ではショップライト・チェッ

カーズ、印刷部門ではナムパック、そしてバークレイズではアフリカの労使協議会という

ものがあります。アフリカでのグローバル協定締結というのも、我々の仕事の中で非常に

重要な側面になっています。 
 



それから、アフリカ連合の経済統合プロセスにも、我々は非常に積極的に関与しています。

また、部会別、青年、専門職・監督職、女性の分野においても積極的な活動をしています。

そしてアフリカには、新しい世代のリーダーが生まれてきています。新世代のリーダーた

ちは、変化を求めています。自分の国で、組合の中で、変化を求めています。彼らは我々

の支援を必要としています。そういうわけで、ケープタウンの大会に出席した際には、支

援をお願いします。アフリカのザカリ地域書記長が来日するということも聞いております。

JILAF に問いかけなければならないことは、これらの組合の発展をどのように日本が支援

できるか、ということです。UNI はアフリカの課題に対しては、戦略を立てて非常に真剣

に取組んでいます。そして新しい労働組合の指導層の育成にも取組んでいます。アフリカ

に対する野心もあります。そして我々の立場は、ケープタウン世界大会で明確になります。 
 
ちょっと声を休ませてください。南アフリカのビデオを流します。 
 
日本語字幕がなかったことをお詫びしますが、これは 5 月 24 日に日本でも公開予定と聞い

ているマンデラの映画（邦題：「マンデラ 自由への長い道」、原題：「Long Walk to 
Freedom」）のクリップです。是非皆さんもご覧になって下さい。マンデラの闘いの物語で

あります。私は光栄にも、何度かネルソン・マンデラ氏とお会いすることができました。

そして初めて会ったとき、彼は私を抱きしめて、彼が私に言ったことは、「組合員の方々が

して下さったことについて、お礼を申し上げたい」ということでした。そして握手をして、

「フィリップ、君と握手したこの手を、今日は一日中洗わないことにしよう」と言いまし

た。昨年の 12 月 5 日にマンデラ氏は亡くなりました。映画は、マンデラの人生についてで

あり、マンデラが南アフリカを自由へと導いた姿を描いています。そういうわけで、南ア

フリカの労働組合、そして南アフリカの人々ともに、我々もこの民主化 20 周年を祝いたい

と思います。南アフリカでは、我々を迎える準備ができています。万全な準備です。これ

はケープタウンの写真です。母なる都市と呼ばれています。刑務所から出てきて、初めて

の演説をマンデラ氏が行ったのが、このケープタウンでした。そして皆さん、やっかまな

いでください、ケープタウンは世界でも最も美しい都市の 1 つです。これはロベン島です。

マンデラ氏が 17 年間、収監されていた刑務所です。そして大会の開催地はここです。ロベ

ン島というのは、南アフリカの歴史、そしてどれだけその時代から進歩したのかというこ

とを、人々に思い出させてくれる、そのシンボルとなっています。 
 
民主化から 20 年、南アフリカは目覚ましい進歩を見せています。しかし、まだ深刻な問題

が残っています。民主化は成し遂げられました。解放もされました。言論の自由も確保さ

れ、結社の自由も保障され、団体交渉権もあります。経済成長も遂げています。しかし失

業率は 37％であり、若年失業率は 40％です。そして南アフリカは今でも、世界で最も不平

等が激しい国の 1 つとなっています。電力供給、水の確保、住居の改善、公衆衛生の向上



は、ある程度進んでいるものの、まだまだ不十分です。5 月と 6 月に、南アフリカでは選挙

が行われます。南アフリカの労働運動というのは、非常に強力です。しかしながら、様々

な緊張が根底にある社会です。南アフリカでは、印刷、小売業、通信、メディア、金融、

不動産、運輸業、これらの分野において強力で中核的な組合があり、成長しています。し

たがって、組織拡大の基盤というものがあります。組織化活動をする人々の間では結束が

生まれています。世界大会では、マンデラ氏を追悼し、反アパルトヘイトの闘いを記念し

ます。しかし、我々が前を向く時でもあります。マンデラ氏が収容所に収監されている時

は、世界が自分のことを心配しているとは夢にも思いませんでした。しかし、マンデラ氏

のことを気にかけなかった世代はもういなくなって、新しい世代が台頭しています。発言

力があり、賢く、新しいアフリカを構築しようとする世代が生まれています。そしてその

ような若い人々は、汚職に対して抵抗姿勢を示しています。アフリカの指導者の透明性・

公平性を求めています。私たちの世界大会は、これまで様々な闘争を続けてきて、そして

まだ希望を持っている、そのような国で開かれます。あと 305 日で世界大会です。準備は

整っています。コンベンション・センターの準備はできています。ホテルの準備も整って

います。コンベンション・センターから 5 分以内にあるホテル 1 か所に、日本代表団の皆

様が全員宿泊できるようにします。 
 
そして大会のテーマも、各国の労働組合にとって有意義なものです。ソーシャル・インク

ルージョン、社会的な包摂、誰も取り残さない発展。私たちの活動には 4 つの柱がありま

す。2018 年に向けてのブレイキング・スルーです。組織化、グローバル協定の締結。つま

り我々の戦略の次のステージです。そして 2 番目は、「インクルーディング・ユー」の実現

です。つまり誰も取り残さない、排除しない経済成長の実現。3 つ目としましては、仕事の

未来です。私たちは誰もが、仕事におけるテクノロジーの意義、どのように職業を変えて

いってしまうのか、これを過小評価しがちです。各国の組合のリーダーに問いかけるもの

です。新しい技術環境に対して、組合はどう対応していくのか。新しい仕事がどのような

ものか。そして 4 つ目の柱は平和です。長崎に行った人の人生は、その後、永遠に変わっ

てしまいます。UNI は ICAN（核兵器廃絶国際キャンペーン）に反対する運動の一員であ

ります。皆は私に言います。「フィリップ、そんなのは夢物語だよ。世界には核弾頭が 2 万

2 千発もある」。しかし 1 年前にオスロで、私は世界 137 か国の政府代表とともに会議に出

席し、核兵器が人類の未来にどのような影響を及ぼすのか？という議論に参加してきまし

た。私は長崎の大会を経験したからこそ、オスロの会議に出席を決めたのです。今年は第

一次世界大戦の開戦から 100 年目です。長崎で我々が灯した平和の松明を、ケープタウン

でも灯したいと考えています。UNI の取組みに平和の要素は不可欠です。 
 
UNI の仕事に私は非常に誇りを持っています。UNI は皆様のための組織です。UNI Apro
も皆さまのための組織です。UNI Apro も UNI も、抽象的な何かではないのです。世界を



変えていくための組織です。立ち上がること、チャレンジに取組むこと、そして従来型の

経済の考え方に挑戦状を叩きつけること、経済のブームやトレンドに挑戦していくこと、

経済的に力のある人がもっと責任を果たすようにプレッシャーをかけること。我々は互い

に自信を与え合わなければなりません。安倍総理は 3 つの矢を準備しました。我々UNI フ

ァミリーには 2000 万本の矢があります。150 か国に 1000 の加盟組織があり、これは本当

に多くの矢になります。我々は平和、公平、正義、民主主義の象徴です。これを可能にし

て下さっている皆様に感謝を申し上げます。 


