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UNI アジア太平洋地域組織 

地域書記長 ラジェンドラ・アチャリャ 

 

産業や企業の中で労働組合を構築・発展させていく中で、さまざまな取組みやモデルが実践

されています。しかし、どのモデルが最も優れているかを判断するのは容易ではありません。

様々な要素に左右されるからです。そこで重要な要素の 1 つは、既存の労使関係の制度、つ

まり労使関係の仕組みです。アジア太平洋は世界でも極めて多様性に富む地域であり、社会

においても職場においても、様々なアプローチが実践されています。こうしたアプローチは

必ずしも不変のものではなく、仕事の世界で起きている変化と共に進化を続けています。成

功事例を集めた良きケーススタディは、変化の難題に対応しようと取組む他のプレーヤー

に採り入れられることが多いのです。各国政府や使用者と同様、労働者や労働組合も、国内、

地域、世界レベルそれぞれの安定的で発展的かつ持続可能な経済を望んでいます。同様に、

使用者、従業員と労働組合は、ディーセントで安定的かつ持続可能な雇用を創出するために、

ビジネスの生存能力、生産性、収益性を維持する役割を担っていることを認識しています。 

UNI アジア太平洋地域組織（UNI
ユ ニ

 Apro
ア プ ロ

）は、グローバル競争の課題に適応すべく、真の社

会パートナーシップという概念に基づいた真摯で誠実な対話戦略を通じ、建設的労使関係

モデルを普及しています。このモデルでは、労働組合を含む全ての関係者が、グローバル化

の課題に対応するために現実的な視野を持つことが必要です。 

UNI Apro は、2019 年 11 月、ネパール・カトマンズで開催された第 5 回地域大会におい

て、パートナーシップ労使関係を促進する上での建設的労使関係について、議論を行いまし

た。そのセッションの中で、イオンに関するこのケーススタディが報告されました。その議

論を受け、大会では、「UNI Apro は、国、小地域、地域でより包摂的でバランスの取れた

持続可能な経済の構築に関する社会対話プロセスを維持し、産業界と政府を関与させるた

めの指針として、『パートナーシップ労使関係』を推進してきた」とする動議が採択されま

した。 

2019 年初頭に UNI Apro は、会社と労働組合の両方を成長させるスマートパートナーシッ

プを推進するための優れたモデルとして、イオンのグローバル枠組み協定（GFA）を強調す

ることを唯一の目的とした調査研究を委託しました。研究の内容は、イオン労使におけるス

マートパートナーシップの主な要素を特定し記録すること；スマートパートナーシップの

前向きな進展を後押しした要因と、この発展の中で GFA が果たした役割を明らかにするこ

と；そして、スマートパートナーシップがアジアのイオン店舗及びサプライチェーンの中で

どのように実施され、スマートパートナーシップの実践に GFA がどのように影響を及ぼし
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ているかについて、記録し分析することでした。とりわけ、調査対象のアジア各国、主に日

本、マレーシア、カンボジア、中国、インドネシア、ベトナムにおいて、GFA の労働に関

する条項を実施する上での課題や制約を特定することも期待されました。また、これらの課

題や制約がどのように対処されたのかを明らかにし、いかにして GFA がイオンの社会パー

トナーの間のスマートパートナーシップを改善していくツールになったのかを提言するこ

とも期待されました。 

UNI Apro を代表し、地域における建設的労使関係を発展・促進させる重要なツールとして、

この研究を構想した、クリストファー・ウン UNI Apro 地域書記長（当時）に感謝します。

また、パートナーシップ推進のためにリーダーシップを発揮し、ご支援を賜りました、野田

三七生 UNI Apro 地域会長（情報労連委員長）、松浦昭彦 UA ゼンセン会長に、心より感謝

申し上げます。更に、日本のイオン株式会社の幹部・役員の皆様、アジア各国の役員の皆様、

そして UA ゼンセン、イオングループ労働組合連合会、研究の対象国の組合の皆様にも感

謝申し上げます。 

最後に、この調査研究を行い、素晴らしい報告書をまとめてくださった、フィリピン大学 

労働・労使関係学部 労働正義センター所長のメリッサ・R・セラノ教授に、心より御礼を

申し上げます。UNI Apro は、組合が経営側と関わり建設的労使関係を築いていく戦略の中

で、本報告書が様々な組合によって指針として活用されることを願っています。 
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イオングループ労働組合連合会 

会長  永島 智子 

 

本報告書の完成をお慶び申し上げますと共に、イオン労連を研究対象にしていただいたこ

とに対し心より感謝申し上げます。 

イオングループは 2011 年『アジアシフト』をグループ経営方針の柱の一つと位置付け、中

国・アセアン地域において事業を急速に拡大展開してきました。 

イオン労連もまた経営の動向を受けて、2012 年にはイオン労連の今後の海外での取り組み

を検討するために海外事業 PT を発足させ、2014 年には国際局・国際委員会を設置し国際

活動を積極的に推進してきました。 

一連の取り組みを行う中で、社会的対話の重要性を労使共に認識し、2014 年 11 月に UNI

グローバルユニオン・UA ゼンセン・イオン株式会社・イオン労連の 4 者間でグローバル枠

組み協定を締結し、課題解決に向けて取り組んできました。 

本報告書では、イオン労連の協調的労使関係が、中国・アセアン地域における労使のスマー

トパートナーシップのモデルとなるものであり、地域社会の成長に貢献できるものである

と過分な評価をしていただきました。評価に恥じないよう今後の活動に邁進してまいりた

いと思います。 

メリッサ教授の研究に対して心より敬意を表し、お祝いの言葉とします。 
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UA ゼンセン 

会長  松浦 昭彦 

 

アジア地域において、小売部門は最も成長している部門の一つであり、同地域の多くの国で

経済をけん引しています。そのような中で、労使のパートナーシップを基盤とした新たな労

使関係を構築し、労働者の諸条件と企業の成長を確保できるようウィン‐ウィンの成果を

目指すことは不可欠です。イオン労使が多くのアジア諸国においてこのウィン‐ウィンの

関係を具現化していることを喜しく思っております。 

メリッサ・セラノ教授と UNI Apro に対し、このような素晴らしい報告書を作成して頂いた

ことに感謝致します。 

この報告書がアジアにおいてパートナーシップ労使関係の更なる強化に役立つことを確信

し、UA ゼンセンとしても更なる発展のために UNI Apro と協力していく所存です。 
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UNI Apro 商業部会議長 

オーストラリア SDA（店舗流通関連労組）書記長 

          ジェラルド・ドワイヤー 

 

本報告書は、組織化された労働者と使用者の建設的な関わりについて検討し、企業が海外に

進出した際、どのようにしてその労使関係モデルをうまく海外に輸出することができるか

を検討したものです。 

多国籍企業の成長は、商業や他の産業で生じている多くの変化の１つに過ぎません。 

仕事の世界は、急速に変化しています。組織化された労働者は、公正な社会契約が確保され

た国において、それを維持する上で大きな課題を抱えています。一方、公正な社会契約が存

在しない国においてはそれを作り出すという、もっと大きな課題を抱えています。世界的に

所得格差が拡大しているのは、経済的・社会的・政治的な変化を反映しており、そうした変

化によって向上した生産性の分け前を、組織化された労働者が確保する手段が弱められて

きたからです。組織化された労働者は、多様な労使関係の枠組みと、先進国・発展途上国そ

れぞれの経済において、そのようにその枠組みを実現できるのか、精力的に評価しなければ

なりません。評価の基準は常に、どのようなアプローチによって労働者の利益が最も効果的

に促進できるのか、ということです。 

本報告書は、どのような労使関係の枠組みが、アジアの商業労働者に良い結果をもたらしう

るのかという議論に、貴重な貢献をしています。 

ここで検証された枠組みは、「スマートパートナーシップ」モデルであり、アジア No.1 の

小売事業者イオンにおいて、どのように採用されてきたのかが示されています。 

「スマートパートナーシップ」モデルは明確に違いがあり、多くの場合、両立しないが相互

に関係し合う、以下 3 点の労使の利害バランスを取るように努める、「多元的な」労使関係

理論によって支えられています。 

➢ 効率性 

➢ 公平性 

➢ 意見表明 

これは、単に経済的な枠組みではありません。人間は単なる経済単位ではないから、そうで

あってはならないのです。人間は感情的な側面と、尊厳と敬意をもって扱われるべき不可侵

の権利を持つ複雑な存在なのです。 

経済を構築するのは「人間」の仕事です。人々の声が無視されたり抑圧されたりした時、我々

は一線を越えたことになります。その時点で我々は、経済のために人々が存在しているとい

う誤った考えに陥り、人々のために経済が存在しているのだ、という事実を見失ってしまい

ます。人間が経済的思考の中心に置かれていれば、誰にとっても効率性に対する既得権があ

り、その効率性の成果は、正義と公平性の原則の下で分配されるべきです。 

本報告書が指摘するように、「スマートパートナーシップ」を成功させるには 3 つの必要な

要素があります。 
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➢ 強力な労働組合 

➢ 利益に基づく着実な交渉プロセス 

➢ 企業の意思決定と事業に参加することで「価値付加を行う」という組合の役割を企

業・組合員の双方が認識していること 

➢ 会社と組織された労働者の双方が、会社の意思決定及び事業への参加（インプット）

を通じた、組合の「付加価値を与える」役割を認識していること 

「スマートパートナーシップ」モデルには、他のモデルと同様、批判がないわけではありま

せん。しかし本報告書は、イアン・グリアの研究を引用しており、その中で、欧州や米国の

多くの組合が使用者との間でスマートなパートナーシップ関係を持ち、より良い成果を組

合員にもたらした、そのいくつかの重要な根拠が明らかにされています。 

その関与の理由として、防衛的な意味（大量解雇の回避等）もありますが、それだけではな

く、交渉課題の拡大や、組織化促進による組合の活性化といった積極的な目的も挙げられま

す。 

いかなる労使関係の枠組みも、各国の労働法等の外的要因と、企業文化や組織化された労働

者に対する企業の態度等の内的要因の両面の影響を受けます。 

イオンは、2014 年に UNI との間でグローバル枠組み協定（GFA）を締結し、積極的な企業

姿勢を示しました。その GFA は、会社と組織化された労働者が人権を擁護し、真の対話を

継続することを公約しています。GFA は、人間を企業の中心に据えようとしています。 

イオンは現在、組織化された労働者の権利が制約されている国においても事業を展開して

いますが、「スマートパートナーシップ」は重要な第一歩です。成功するためには、この初

めの一歩を大切に育む必要があります。なぜなら、強力な労働組合なくして「スマートパー

トナーシップ」モデルは機能しないからです。組織化された労働者には、労働者の声を効果

的に代表するための法的保護と、文化的空間が与えられなければなりません。パートナーシ

ップとは、その名が示す通り、対等な者の間の合意でなければならず、両者の利益が尊重さ

れなければなりません。 
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スマートパートナーシップの推進：イオンの労使構想 
 

メリッサ R. セラノ 

 

はじめに 

e コマースの成長やデジタル技術の急速な発展に伴い、非常に競争の激しい小売業界は絶えず

変化し続けてきた。小売業は常に新たな課題に直面している。例えばアメリカでは2018年に記

録的な数の小売業者1が破産した。2017 年には同国で大手小売業 26 社が破産した。業界アナリ

スト達は、この傾向はアメリカだけでなく世界的に続くと見込んでいる。 

 

小売業界では、以下の点を含むいくつかの課題が特定されてきた。（1）絶え間なく変化する顧

客の期待を把握し続ける、（2）顧客ロイヤルティの維持、（3）とりわけ大規模小売業における

内部コミュニケーションの管理、（4）小売業は従業員離職率が最も高い業界の一つであること

を念頭に従業員をひき付け定着させること、（5）多チャンネルの購買オプションを顧客に提供

するデジタル・ディスラプションのグローバル競争、（6）小売業界にとって最良の技術的解決

策を見出すこと。2 

 

こうした課題は 3 つに大別することができるだろう。すなわち、顧客満足、技術革新、従業員

を維持し、ひき付けること。これら互いに関連する課題に効果的に対処しなかったことが大き

な原因となり、大規模小売業が近年次々と破綻した。 

 

顧客満足とは、顧客が商品を購入したのが実店舗であろうとオンライン上であろうと、良い顧

客体験あるいは個別化されたサービスの所産である。店舗購入の場合、顧客満足と従業員満足

には関連がある。小売労働者は、良い顧客体験および個別化されたサービスを提供する上で重

要な役割を果たしている。しかしそのためには、従業員満足が必要なのである。企業は積極的

に労働者に関わらなければならないのである。また後述するように、公平さと意見表明の観点

から労働者の利益に取組むことは、従業員満足を獲得し、その結果として従業員を企業に繋ぎ

とめる上で非常に重要である。小売産業は最も離職率の高い業界の 1 つであるため、とりわけ

後者は重要である。LinkedIn の調査によれば、小売業および消費材産業は離職率が 13％であ

り、（ソフトウェア技術産業の離職率 13.2％に次いで）2017年に離職率の高かった 10業界の中

でも 2 番目に高い離職率となった。 

 

技術のアップグレードや破壊的な影響力を持つ技術の活用は、一方で、従業員満足と繋ぎ止め

にも影響を及ぼす。従業員満足と繋ぎ止めの 1 つの要素は雇用の安定である。しかし、デジタ

ル技術の導入を通じた自動化によって、一定の雇用は危機に曝されている。チャンとフィンの

 
1 The retailers that filed for bankruptcy in 2018 include the following: A’Agaci, Kiko USA, Bon-Ton, The Walking 
Company, Claire’s, Nine West, Rockport, Brookstone, National Stores, Samuels Jewelers, Mattress Firm, Sear’s 
Holdings, and David’s Bridal. [Retail Dive (2018). The running list of 2018 retail bankruptcies. Available at 
https://www.retaildive.com/news/the-running-list-of-2018-retail-bankruptcies/516864/.]  
2 Kanya (2018). 6 Major Challenges in Retail Industry & How to Overcome Them. BusinessTech, 11 June 2018. 
Available at https://www.hashmicro.com/blog/6-major-challenges-in-retail-industry/.  

https://www.retaildive.com/news/the-running-list-of-2018-retail-bankruptcies/516864/
https://www.hashmicro.com/blog/6-major-challenges-in-retail-industry/
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研究（2016）によれば、東南アジア諸国連合（ASEAN）の 5 カ国（カンボジア、インドネシ

ア、フィリピン、タイ、ベトナム）において、卸売業および小売業は自動化の可能性が突出し

て高い産業に入る3。さらに、タイでは約 100 万人の店舗販売員が自動化による極めて高い雇用

リスクに直面しているという。インドネシアでは小売業労働者の 85％が自動化の高いリスクに

曝され、カンボジアとベトナムでもその値は 70％である。チャンとフィンは、技術革新によっ

て、小売業全従業員の5分の3にあたる430万人の販売員や店員に影響が及ぶと推定している。  

 

ASEAN 地域でオンライン小売や e コマースが出現し、破壊的な力を持つ技術が労働市場へ及

ぼす影響は深刻化している。だが店舗での販売を続けている小売業者にとっては、破壊的な影

響力を持つ技術の利用は、（雇用保障を通じた）従業員満足や従業員の繋ぎ止めにとって悪影響

となるだろう。小売企業の課題は、（生産性向上のための）技術のアップグレードと、良質な従

業員を繋ぎ止め満足させるためのニーズのバランスをいかにして取るか、ということである。  

  

変わりゆく小売業界の状況は、企業のあり方（すなわちビジネスモデル）および労働力開発の

点で、企業に課題を突き付けている。  

 

小売業界では近年、かなり多くの企業が破産してきたにも関わらず、多くの主要小売企業が生

き残り、ビジネスを成長させている企業もある。その 1 つが多国籍巨大小売業イオン（AEON 

Co., Ltd.）であり、2015 年以降アジアで最大の小売業となっている。この業績は同社の「アジ

アシフト」戦略の成果であり、これを支えているのが、本報告書で論じるように、同社が掲げ

るスマートパートナーシップである。実際、海外（アジア）展開とスマートパートナーシップ

の促進を組み合わせたイオンの成長戦略は、同社を他の巨大小売業のビジネスモデルと差別化

することに成功している。 

 

本報告書では、アジア 5 カ国、すなわちカンボジア、中国、インドネシア、マレーシア、ベト

ナムにおけるイオン各店舗およびショッピングモールでの様々な労使パートナーシップのスキ

ームおよび実践を特定し、検証を行う。こうしたパートナーシップの発展過程をたどり、その

発展に影響を与えた諸要素、そしてスマートパートナーシップが業績や生産性、労使関係の向

上と組合発展において果たす役割を明らかにする。最後に、これらパートナーシップの前途に

横たわる主要な課題と可能性について明らかにする。 

 

次の第 1 章では、スマートパートナーシップを定義し、その理念と実践について議論する。第

2 章では、本研究の方法論と分析枠組みについて論じる。第 3 章では、イオンのビジネスの原

則とスマートパートナーシップのモデルについて論じ、検証する。一方、第 4 章では、イオン、

UNI、イオングループ労働組合連合会、全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟

（UA ゼンセン）が関わるグローバル枠組み協定（GFA）について分析を行う。本報告の主要

部分である第 5 章では、アジア 5 カ国、すなわちカンボジア、中国、インドネシア、マレーシ

ア、ベトナムのイオン各社において、スマートパートナーシップがどのように発展してきたか

について論じ、検証する。第 6 章では調査における主要な所見を列挙し、最後の第 7 章で、本

研究の結論を述べる。  

 
3 Chang, Jae-Hee and Huynh, Phu (2016). ASEAN in Transformation—The Future of Jobs at Risk of Automation. 
Bureau for Employers’ Activities Working Paper no. 9. Geneva: International Labour Office. 
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第 1 章 スマートパートナーシップの理念と実践 

多元的労使関係の学派は、バランシング・パラダイムという考え方を採用している。バッド、

ゴメス、メルツ（2004）は、多元的労使関係の中心的課題は、明らかに異なり多くの場合は両

立しないが相互に関係しあう労使の利害、すなわち、効率性、公平性、意見表明のバランスを

図ることであると述べている4。これらは雇用関係においては競合する利害である。効率性は、

雇用関係において主要な課題とみなされている。「企業は利益を最大化するため効率的な生産プ

ロセスを、消費者は価値を最大化するため効率的な企業を、そして従業員は所得と余暇を最大

化するため効率的な雇用機会を望む」5。しかし労働者は単純な商品ではなく「願望、感情、感

性、欲求や権利をもつ人間である」6。それゆえ、雇用関係においては同時に、公平性と意見表

明が重要なのである。  

 

バッド他（2004）によると、公平性とは 

 

有形の成果（賃金や安全性など）と個別待遇（特に、差別の無いこと）の双方に関す

る公正な雇用基準である。意見表明とは、産業民主主義と労働者の自律もしくは自主

管理の双方を含め、決定に対して有意の意見を提起する能力である。公平性と意見表

明の違いの基礎となるのは、公平性は手段的であり、使用者もしくは政府規制により

一方的に与えられるが、意見表明は内在的であり、労働者の参加によって初めて獲得

されるという捉え方である。7 

 

効率性、公平さ、意見表明に焦点を当てることで、多元的労使関係論は、労使で共有された目

標や、個人および組織の業績を含む「混合動機コンフリクト」という考え方をとっている8。 

この観点から、組合や労働法、団体交渉や紛争処理といった制度は、雇用関係における利害対

立を取り持つ代替手段を提供するため、労使関係において重要な役割を果たす。  

 

雇用関係における混合動機コンフリクトの存在は、雇用関係における 3 つの対立する利害のバ

ランスを図る方法としての労使間のスマートパートナーシップの重要性を示唆している。しか

しバランス調整機能にとどまらず、企業統治における労働組合の役割を認識することで、スマ

ートパートナーシップは、労働者に力を与え、組合を強化する 1 つの戦略となりうるのである。 

 
スマートパートナーシップとは何か？ 

 

スマートパートナーシップは各文献において、スマート労使関係、労使パートナーシップ、建

設的労使関係などとも呼ばれている。本報告書では、これらの用語は相互に言い換え可能なも

のとして用いられる。 

 
4 Budd, John, Gomez, Rafael, and Meltz, Noah (2004). “Why a balance is best: the pluralist industrial relations 
paradigms of balancing competing interests”. Prepared for B.E. Kaufman (ed.) Theoretical perspectives on work 
and the employment relationship. 2004 Research Volume. Available at  
https://pdfs.semanticscholar.org/3572/4c60c17fb68082864f38cc1e44918fc2acb5.pdf.  
5 ibid, p. 3. 
6 Ibid, p. 4. 
7 Ibid, p. 6. 
8 ibid, p. 8. 

https://pdfs.semanticscholar.org/3572/4c60c17fb68082864f38cc1e44918fc2acb5.pdf
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スマートパートナーシップには様々な定義があるが、本論においては、より包括的な定義を提

示する。すなわち、スマートパートナーシップとは、企業と労働組合（労働者を含む）の間で
制度化された連携・協力の形態であり、特定の構造、スキーム、プロセスを通じて具体化・運
用され、有意義な方法で組合・労働者参加を職場ガバナンスおよび変化への対応に統合し、企
業と組合の双方が利益を獲得できるようにするものである。この定義は、スマートパートナー

シップにおける 3 つの本質的要素の存在を示している。すなわち、強力な組合、利益に基づく

着実な交渉プロセス、そして企業の意思決定と事業に参加することで「価値付加を行う」とい

う組合の役割を企業・組合員の双方が認識していることである。 

 

企業レベルを超えた労使パートナーシップの形態（政府および経営者団体との協定など）も存

在するが、本報告書では職場をベースとしたパートナーシップに焦点を当てる。  

 

ブラフトンとマンツォーニ（2017）は、西欧数カ国で実践されているスマート労使関係（すな

わちスマートパートナーシップ）の要素を次のように列挙している。 

  

▪ 従業員のニーズを重視した（＝ハイロードな）柔軟な労働慣行：雇用保障、高レベルの

研修、情報共有、品質管理サークル、継続的な「改善」活動、生産性を高めるための業

務の再設計、柔軟な職務内容、柔軟な労働、職務ローテーション、成果給、非金銭的報

酬、利益分配 

▪ 従業員の関与：意思決定プロセスおよび問題解決に従業員が参加することで、従業員の

積極的関与を後押しし、労働者にとって仕事をより有意義でやりがいのあるものにする。 

▪ 従業員の意見表明：従業員の参加は、労働者の関わりを活性化し、勤労意欲やモチベー

ション、満足度を強めるため、会社の業績にとってプラス効果がある。従業員の意見表

明は、会社の意思決定に情報提供し、イノベーションを増進する。また、使用者に従業

員の考えを理解させることができる。    

▪ スキル開発：生涯学習を通じたスキルレベルの向上、スキル開発と個人の雇用可能性の

強化、スキルのミスマッチへの対応、人的資本の強化、高価値付加部門への労働者の異

動を支援 

▪ 団体交渉： 企業内における生産および労使関係様式の多くの側面を形成する9。   

 

 

欧州（ベルギー、フランス、イギリス）の製造 3 社の革新的な労働慣行と従業員関与について

の事例研究において、ブラフトンとマンツォーニ（2017）は、成果を正確に測定することは多

くの場合困難であるものの、スマート労使関係および優れた実績の労働慣行は、生産性と競争

力を大いに高めることができると結論づけている。2 人は、スマート労使関係の実践について、

多くの成功要因と障害要因を挙げている（表 1） 

 

 

 

 
9  Broughton, Andrea and Manzoni, Chiara (2017). “Smart industrial relations: a review of practices in the 
manufacturing, automotive and chemical sectors in western Europe,” in IRES Lucia Morosoni (ed.) “Smart 
Industrial Relations. Smart Production in manufacturing, industry and work organisations: new scenarios for 
industrial relations,” Final report, pp. 74-80. Available at  
http://www.smartproduction.it/images/FINALREPORT_DEF.pdf.  

http://www.smartproduction.it/images/FINALREPORT_DEF.pdf
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表 1：スマート労使関係を実現させるための成功要因と障害要因 

成功要因 障害要因 

上級管理者側に明確な構想があり、その構想

に関する意思疎通ができている。 

特に新たな業務方法に切り替わることでコ

ントロールと影響力を失うことを恐れる一

部の労働者からの抵抗。 導入に際しての困難を特定し、フィードバッ

クに応じ修正を行うため、必要に応じたパイ

ロット運用を行う。 

コントロールを失い、別の方法で業績管理

にあたらざるをえなくなることを恐れるラ

イン管理者からの抵抗。 良質な意思疎通を含めてイニシアティブ実施

における一貫性をもち、イニシアティブに関

わる者すべてに再確認を行う。 

上級管理者からの抵抗。上級管理者の賛同

なくして企業文化の変革は困難である。 

外部の助言および支援の活用。 組織規模と複雑さゆえに組織全体にわたっ

てスマート労使関係プログラムを展開する

ことが困難である。 従業員代表（いる場合）が積極的に関わり、

また社会対話が行われている。  

日常的に労働者の管理にあたるライン管理者

が重要性に関して認識する。ゆえにライン管

理者に対する適切な研修と支援が必須。 

顧客サービスと製品の品質に焦点を当てるこ

とで、職場への誇りを育てることに繋がる。 

開放性を通じた信頼の醸成と上級管理者の積

極的な関与、相互利益について強調する。 

既存の慣行と連携した良質な労使関係慣行の

設計と実施。矛盾していると逆効果を生む。 

継続的なフィードバックに基づいた柔軟な実

施と同時に、段階的な導入を行うことで、成

功の可能性を高める。 

出典：Broughton, Andrea and Manzoni, Chiara (2017). “Smart industrial relations: a review of 

practices in the manufacturing, automotive and chemical sectors in western Europe,” in IRES 

Lucia Morosoni (ed.) “Smart Industrial Relations. Smart Production in manufacturing, industry 

and work organisations: new scenarios for industrial relations,” Final report, pp. 96-97. Available 

at http://www.smartproduction.it/images/FINALREPORT_DEF.pdf. 
 
 

様々な異なる場所での実施可能性については、ブラフトンとマンツォーニは次のように指摘し

ている。すなわち、スマート労使関係には普遍的な要素がある一方、マルチスキルや職務ロー

テーション、意思決定への従業員参加、従業員の発言権や従業員の積極的関わりの強化といっ

たイニシアティブの実施には、各国および産業ごとの労使関係や団体交渉の制度的枠組み、組

織文化、改革導入の際の経営陣および従業員のアプローチなどの多様な要素が影響する。10 

 

 
10 Broughton and Manzoni (2017), p. 97. 

http://www.smartproduction.it/images/FINALREPORT_DEF.pdf
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同様にコチャン（2013）は、2009～2013 年の期間にカイザー・パーマネンテ11（KP）の労使

パートナーシップがどのように発展したかを調査し、その成果と課題に関する研究を行ったが、

その中でパートナーシップのいくつかのツールを特定している。すなわち、情報共有、教育、

広範にわたる積極的な関与、共同分析、問題解決、建設的交渉である12。これらパートナーシ

ップのツールは、 ブラフマンとマンツォーニ（2017）が明らかにしたスマート労使関係の成功

要因の多くと関連している。コチャンは、こうしたパートナーシップのツールを戦略的に活用

することは、KP 労使のパートナーシップを米国で最大かつ最も成功したものへと発展させて

いく上で有益であったと説明している。 

 

KP 労使のパートナーシップにおける初めの 10 年間の成果とは何であろうか?  

 

コチャンによると、KP 労使パートナーシップは、同社の財政状況を好転させる一助になった。

これは「ユニット基盤チーム」（UBTs）が着実に増加し、また有効性が改良されたことで、

KP が提供するヘルスケアの質が向上した結果である。UBTs は第一線で働く従業員たち（看護

師、サービス提供職員、技術者、医師、マネージャー）の職務横断型チームであり、KP の中

心的目標である、質、サービス、経費管理、すばらしい職場を重視している。事実、「よく調整

されたチームである UBTs は、ヘルスケアの提供と業績の改善にむけたパートナーシップの取

組みの中心的存在として発展してきた」13。労使パートナーシップは、調整、共同の問題解決、

会議運営、問題解決を通じて UBTs に一体化されてきた。同時に、幅広い問題について従業員

が直接的に参加するための研修や育成機会の拡大によって、労働者のスキルや能力が向上した。

例えば、職場の安全衛生に関するコーディネーターとなった労働者もいれば、組合の中で新た

にリーダーや代表の役割を引き受けた者もいる。組合指導者も、新たな施設の設計・計画、新

規・既存の顧客ニーズを満たすマーケティング戦略など、職場の意思決定に効果的に貢献する

上で必要な新たなスキルを学び、情報へのアクセスを得た。14    

 

コチャンはさらに、KP 労使パートナーシップは、包括的な雇用および所得保障に関する合意

や、組織再編や技術的変更についての手続きを交渉するために利益立脚型プロセスを採用する

価値を実証したと説明している。事実コチャンは、KP の団体協約を「模倣すべき全国的標準」

とみなしている。なぜなら「新たなシステムを受け入れる道を切り開き、労働者や組合指導者

を関与させ、地域レベルで現場ごとの状況にあわせた新技術を組み込むための指針を提供した」
15ためである。 

 

さらに、とりわけ労働者の賃金はアメリカ国内の他の医療従事者の賃金と歩調をあわせて上昇

した。最後に、KP の組合は拡大し、約 2 万人の新規組合員を組織化することができた16。 

コチャンは、こうした成長の一因は、既存の交渉単位における雇用拡大であり、また別の要因

としては、新たな従業員グループの組織化に関する規定を有効に活用したことだとみている。  

 
11 Kaiser Permanente is one of the largest integrated health care providers and not-for-profit health plans in the 
US. For more information about the company, see https://about.kaiserpermanente.org/who-we-are.   
12 Kochan, Thomas A. (2013). The Kaiser Permanente Labor Management Partnership: 2009-2013. Cambridge, 
MA: Institute for Work and Employment Research (IWER), MIT Sloan School of Management, p. 29. 
13 ibid, p. 8. 
14 ibid, p. 6. 
15 ibid. 
16 ibid. 

https://about.kaiserpermanente.org/who-we-are
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これら KP 労使パートナーシップの成果は、本報告書が呼ぶところの「パートナーシップの強

み」である。   

 

とはいえコチャンは、発展する KP のパートナーシップが、全ての問題を取り除いたわけでは

ないと指摘している。利害の相違はあらゆる雇用関係に内在しているものである。しかしコチ

ャンは、KP における労使パートナーシップの最初の 10 年間は「既存もしく新たな問題・対立

に対応する上で他の選択肢よりも良い方法」を提供したと述べている。 

 

コチャンが特定した KP におけるパートナーシップのツールの多くは、アメリカン・ライツ・

アット・ワーク（ARW）17が 、年報「レイバー・デー・リスト：機能するパートナーシップ」

の中で紹介した使用者を選定する上で定めた基準に類似している。アメリカのレイバー・デー

に発表されたこのリストは、成功している労使のパートナーシップを評価している。リストに

掲載されているのは、組合代表を選択する労働者の自由を尊重し、組合と良質な協約を締結し

てきた企業である18。この年報に紹介されたのは、次の表 2に示された主な労働基準に関して 1

つ以上優れた項目のある使用者である。   

 
表 2：「レイバー・デー・リスト：機能するパートナーシップ」に 

紹介された使用者に見られる主な労働基準 

要素と労働基準 

対等なパートナーとして労働者および組合と連携し、ビジネス目標を達成して課題に対応す

るために、給与、業績、生産性に関する革新的な戦略を作り上げる 

持続可能な賃金あるいは段階的な賃金増加、労働者に優しい福利厚生の提供 

新たな雇用創出および従業員定着のための戦略実施 

労働者の安全衛生の保護 

従業員のダイバーシティとインクルージョンの促進 

研修および専門的な育成機会の提供 

より広く地域社会への積極的な貢献 

出典：American Rights at Work (2007). The Labor Day List: Partnerships that Work. Washington, 

DC: American Rights at Work. Available at  

https://www.att.com/Common/merger/files/pdf/our_people/LaborDayList.pdf.  

 

 

「レイバー・デー・リスト」は、健全で成功した労使パートナーシップにとって、表 2 の労働

基準が鍵であることを示している。 

 
労使パートナーシップおよび組合戦略 

 
KP 労使パートナーシップの主な要素は、労使パートナーシップと組合再活性化との関連であ

る。グリア（2003）は、「パートナーシップは、従来は組織化されなかった職務の労働者層を

 
17 American Rights at Work is a US-based national, non-profit labor policy and advocacy organization.  
18  American Rights at Work (2007). The Labor Day List: Partnerships that Work. Washington, DC: American 
Rights at Work. Available at https://www.att.com/Common/merger/files/pdf/our_people/LaborDayList.pdf.  
 

https://www.att.com/Common/merger/files/pdf/our_people/LaborDayList.pdf
https://www.att.com/Common/merger/files/pdf/our_people/LaborDayList.pdf
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取り込み、交渉を通じて団体交渉の参加者および参加プロセスを保護し、社会全体の利益とな

る指針を推進するようになるまで、活性化した組合戦略と一体化していきそうである。」と指摘

している19。とはいえ、グリアは、パートナーシップは闘争を排除するものではないと強調し

ている。グリアは、ケリーが提起した議論「組合の協力的な状態と闘争的な状態は相互に両立

しない」や、ムーディの「パートナーシップは “グローバルな実利的組合主義”の一部であり、

単に賃金妥結をしているにすぎない」という議論を引き合いに出している20。労使パートナー

シップに対する他の批判としては、次のような主張がある。(1) 労働者の連帯にとって有害な市

場の論理を組合が黙認しているのと同じである。(2) 組合が使用者とともに利潤追求するように

なる。企業戦略への過剰な依存。偏狭な組合のビジョン。(3) 労働市場細分化の一因となる。

(4) 組合内部抗争をさせるような行為に対する組合の抵抗力を弱めることで不平等を悪化させる。

(5) 外部—内部の区別を強化する。21  

 

グリアはこうした議論に対し、「パートナーシップの多岐にわたる経験に対して無関心である」

と反論し、「イデオロギー」の違いゆえに、労使の連携に好意的な労働運動とそうでない労働運

動の間またはその内部での交流が欠如していると批判している22。 グリアは、いくつかの事例

の特殊な状況においては、労使パートナーシップは組合にとって組織として深刻な問題（組合

の独立性の毀損、組合の問題に対して使用者が介入、組合能力の弱体化など）を生み出しうる

が、これらパートナーシップは、他の組合戦略にはできない方法で団体交渉を再構成し、組合

の限界（組合が職場の変革やガバナンスに影響を与える限られた能力など）に取組んでいく可

能性を持っていると考えている。パートナーシップは、一方的な経営上の意思決定に対して抑

制をかける機能があるのだ。 
 

グリアは、欧米の大労組が経営側とのパートナーシップを結んできた主要ないくつかの理由を

明らかにしている。（表 3）   

 
表 3：労組が経営側とパートナーシップを結ぶ理由 

理 由 

大量解雇を回避、軽減するため 

賃金競争を減らすため 

交渉議題を拡大するため（産業別交渉を通じて労働市場規制の分散化に対抗する、制度構築

を行う、労働安全衛生、汚染削減、外部委託等の問題に取り組む、など） 

労使双方に関連する政治闘争において、てことして機能するため 

組合活性化を推進する戦略として（組織化の促進など） 

出典： グリア (2003)  

 

グリアは、パートナーシップがいかに組合の活性化を後押しうるのかについて、次のように説

明している。  
 

 
19 Greer, Ian (2003). “Twists and Turns of the High Road: Labor-Management Partnerships and Union Strategy 
in the United States and Europe,” LERA 2003 Proceedings, Washington, D.C., p. 131. Available at   
http://lerachapters.org/OJS/ojs-2.4.4-1/index.php/PFL/article/view/543/539.  
20 ibid, p. 137. 
21 ibid, pp. 133- 136. 
22 ibid. 

http://lerachapters.org/OJS/ojs-2.4.4-1/index.php/PFL/article/view/543/539
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1 つ目にパートナーシップは、組織化の取組みや地域の連合体、あるいは政治活動と

合わせて、組合員や管理者のコミュニティを超えて広がっていく。このことは、研修

の実施や好ましい仕事への就労を通じて、団体交渉の恩恵を受けていなかった労働者

に影響を与え、団体交渉や組合の意思決定のカバーする範囲と適用性を拡大する。2

つ目に、パートナーシップは、団体交渉の中でしっかりと固定された仕組みおよび資

金調達メカニズムを作り出すことで、独立した組合の発言権のために制度化された場

を提供する。通常は団体交渉や制度上の組織を通じて、工場閉鎖や資金削減といった

経営側の一方的な行為から組合員や団体交渉への参加プロセスを保護する。3 つめに、

パートナーシップは、経済的業績の諸課題から社会的公正に対する取組みへと、方針

議題を進展させる。生産性と品質の課題に関心を払いつつも、職業生活の改善も推進

する：安全衛生、育児、将来性の無い職からの脱出、そして当然、賃金の向上23。    

 

本章での引用を利用し、表 4 にスマートパートナーシップの主要素を記載する。 

 
表 4：スマートパートナーシップの主要素  

要 素 

パートナーシップが機能するよう、上級管理者およびライン管理者が関与・支援を行う 

従業員と組合が関与する「価値付加」的な役割について、労使双方が認識している 

経営側が労働基準を尊重・順守している 

従業員の意見表明、運用可能で制度化された場を含めた従業員の広範な関わり（仕組み、ス

キーム、プロセスなど） 

従業員を重視した、柔軟で「ハイロード」な労働慣行  

教育およびスキル開発 

コミュニケーションと情報共有 

建設的で利益に基づいた団体交渉 

スマートパートナーシップのその他の主要素を活性化、導入することで、徐々に形成されて

いく信頼の文化 

強力で独立した組合 

 
最後に、「パートナーシップの利点」は、組合が強力であり、パートナーシップのための労使の

場が確保されている場合にのみ労使双方にとって有意義であるということは、検討した文献か

ら明らかである。 

  

 
23 ibid, p. 132. 
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第 2 章 方法論および分析枠組み 

 
研究のための一次データは、詳細な質的インタビューを行って集められた。インタビューは 6

カ国、すなわち、カンボジア、中国、インドネシア、日本、マレーシア、ベトナムにおいて筆

者が実施し、また実施にあたっては玉井諭 UNI Apro 組織化担当部長の支援を得た。各国にお

いては、日本の上級管理者、現地管理者、イオン各社および店舗の労働組合役員に対し、2 組

の自由回答式質問法でインタビューが実施された。1 組は経営側代表、もう 1 組は組合指導者

に対するインタビューである。インタビューは、2019 年 3 月～7 月にかけて実施された。 

 

さらに、次にあげる組織の主要な情報提供者数人に対しても、インタビューを実施した：UNI

アジア太平洋地域組織（UNI Apro）、UNI マレーシア労働センター（UNI MLC）、UA ゼンセ

ン、国際労働財団（JILAF）。   

 

筆者とインタビューを受ける人物との間で、より自由で率直な会話を行うため、インタビュー

の録音・録画は行っていない。この方法によってインタビューで豊富な情報を生み出すことが

できた。電子録音機器は多くの場合、特に議論のテーマがセンシティブな場合、インタビュー

を受ける人物を萎縮させてしまう。  

インタビューによって集められた情報を、定義された概念とテーマを用いて記号化・体系化し、

分析を行った。 

合計 39 人のインタビューを実施した。イオン経営側から 19 人、イオンの各労働組合から 14

人、主要情報提供者 6 人である。 

 

インタビューを通じて得られた一次データを補完するため、関連文献および企業・労働組合の

報告・資料についても収集・分析が行われた。 

 
分析の枠組み  

 
インタビューおよび関連文献の検討によって得られた情報、イオンおよびイオン各労組、主要

な情報提供者から得られた記録と資料は、図 1 に示す分析枠組みに基づき分析した。 

 

スマートパートナーシップの推進と、それが労使双方の成長にどのような影響を及ぼすかは、

いくつかの外部要因と複合した内部要因によって決まる。外部要因として挙げられるのは以下

である。各国に固有の法的枠組み（労働法など）および労使関係制度、組合に対する使用者の

一般的態度（組合に対して敵対的、忌避的、寛容、協力的など）、本研究では、企業別労組に支

援を行う上部労組（国際的な労働組合組織、各国のナショナルセンター、国際労働組合組織）

を含む重要なアクターの役割。  

 

規制の多い法的枠組み、紛争の多い労使関係、組合に対する使用者の敵意は、組織化や団体交

渉を困難にする。このことはスマートパートナーシップに深刻な影響を及ぼす。パートナーシ

ップが機能するためには強力な組合が必要だからである。対照的に、労働者に優しい労働法の

存在は、組織化を後押しするだろう。とはいえ、特に組合が国内の政治制度の一部を成してい

る場合、労働法だけでは組合が強力かつ独立した存在になるとは限らない。  
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各国および国際的な労働組合の連合体、ナショナルセンター、国際労働組合組織（GUF）など

の重要なアクターは、スマートパートナーシップを推進する上で大切な役割を果たしている。

労働組合が能力を強化し、経営側と関与していく上での自信を高めるための多様な支援（研修

や教育、法的支援、組合の地方組織と多国籍企業本社のトップ経営陣との間のコミュニケーシ

ョン構築など）を提供できるからである。 

 

より重要なのは、職場レベルでのスマートパートナーシップの推進は、内部要因の組み合わせ

に影響を受けるということである。パートナーシップを発展させるために経営トップや上級管

理者の真剣かつ継続的な関わりは決定的に重要である。こうした関与なくしてスマートパート

ナーシップを運用することは、会社成長への貢献という観点から困難であろう。スマートパー

トナーシップを会社の全体的成長戦略に統合することは、スマートパートナーシップを推進す

る上で効果的な方法である。そのためには、コミュニケーション、情報交換、教育・研修、信

頼の文化、従業員と組合が意見表明する制度と場、そうした意見表明の企業統治への統合、団

体交渉などの様々なパートナーシップツールの開発と広範な活用を必要とする。これらパート

ナーシップツールの広範な活用は、組合成長に大きく寄与する。 

 

 

図 1：分析の枠組み 

 

外部要因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

法的枠組および労使

関係制度 

組合に対する 

使用者の一般的態度 

重要なアクターの 

役割 

内部要因 

• 経営側トップ（日本および現地）の

関与  

• パートナーシップのツール 

• 組合のリーダーシップと能力 

 スマートパートナーシップ 

会社の成長 

組合の成長 



21 

スマートパートナーシップには、強力な組合と、経営側と関わるための能力と自信を持った指

導者が必要である。中でもここでいう能力とは、組織的学習、組織的柔軟性、構想の枠組み作

りと分析的思考、行動への組合員の動員、交渉スキル、コミュニケーションスキルなどである。

こうした能力が欠如すると、スマートパートナーシップは、経営側のコントロールに組合が黙

従する道具となってしまう危険に晒され、組合成長にとって深刻な問題を生み出しかねない

（組合の独立性が毀損される、組合の問題に使用者が介入する、組合能力の弱体化など）。 
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第 3 章 イオンのビジネス原則とスマートパートナーシップモデル 

イオン株式会社は、巨大小売業であるイオングループの持ち株会社24であり、2018 年には、ア

ジア 14 カ国およびオーストラリアの 21,966 店舗で構成されている25。同社は日本の千葉に本

社を持ち、291 の連結子会社と 31 の持分法適用会社から成る。イオンの業種には、総合スーパ

ー、スーパーマーケット、ディスカウントストア、ホームセンター、コンビニエンスストア、

専門店、ドラッグストア、その他小売店、モール型のショッピングセンター、近隣地域型ショ

ッピングセンター、金融サービス、企業向けサービス、オーストラリアのタスマニアにおける

農場経営が含まれる。2018 年 2 月末までにイオンは、2017 年同時点での 55 万人から増加して

58 万人の労働者を雇用している。 

 

小売ビジネスの競争が世界的にますます激しくなる一方、イオンは成長戦略の一環としてアジ

アおよび世界で拡大を続けている。2017年の会計年度（2017年 3月 1日～2018年 2月 28日）

で、イオンの海外売上高は 7,600億円に達した。これは 2007年の会計年度（2007年 2月 21日

～2008 年 2 月 20 日）の 3,300 億円から 130％の大幅増である26。 変わりゆくアジアのビジネ

ス環境、日本における小売業の疲弊、そして中国およびカンボジア、インドネシア、ベトナム

などのアセアン（東南アジア諸国連合）各国における目を見張る成長率などの背景が、イオン

が海外事業をさらに力強く拡大する動機となってきた。注目すべきは、1980 年代半ばに当時は

ジャスコ27（ジャパン・ユナイテッド・ストアーズ・カンパニー）という名称であったイオン

は、既にマレーシアとタイ、香港に小売店鋪を開業していたことである。 

今日、イオンはアジア随一の小売企業であり、2015 年からこの地位を維持している。世界的に

は小売収益で 12位となっている。会計年度の 2015年〜2018年の間に、イオンは経常利益の着

実な増加（2015 年に 1,796 億円、2016 年に 1,873 億円、2017 年に 2,137 億円、2018 年に

 
24 According to Investopedia, a holding company exists for the sole purpose of controlling other companies, 
whether they be other corporations, limited partnerships or limited liability companies. Holding companies may 
also own property, such as real estate, patents, trademarks, stocks, and other assets. Businesses that are 100% 
owned by a holding company are referred to as "wholly owned subsidiaries." Although a holding company can 
hire and fire managers of companies it owns, those managers are ultimately responsible for their own 
operations. (https://www.investopedia.com/terms/h/holdingcompany.asp)  
25 These countries include: Japan, China, South Korea, Malaysia, Thailand, the Philippines, Indonesia, Vietnam, 
Cambodia, India, Myanmar, Laos, Singapore, and Australia (Tasmania). 
26 AEON Co., Ltd. (2018). AEON’s Overseas Strategy.  
27  AEON’s roots date back in 1758 when Sozaemon Okada founded Okadaya in Yokkaichi, Mie Prefecture. 
Okadaya specialized in sundries, cotton kimono kimono fabrics, and other similar items. In 1926, Soichiro, the 
sixth-generation owner, turned the family business into department-style stores and established Okadaya 
Gofuku Co., Ltd. in 1926. After being burned down during an air raid over Yokkaichi City on 18 June 1945, Takuya 
Okada, the present Honorary Chairman and Advisor of AEON Co., Ltd., the seventh-generation owner, rebuilt 
Okadaya in March 1946. In May 1968, Okadaya and two other retail companies—Futagi and Shiro—merged and 
founded Jusco Co., Ltd. by joint investment. In 1989, in order to build its identity as a global Group company, 
Jusco Group was renamed AEON Group. [It is said that the word aeon has its origins in a Latin root meaning 
“eternity”.] In 2001, Jusco Co., Ltd. was renamed AEON Co., Ltd., which in 2008, shifted to a pure holding 
company structure. It was also in the same year that AEON Group was renamed AEON. For more information 
about AEON’s history and milestones, see AEON History Museum Essence Book and AEON 2019, which is 
available at https://www.aeon.info/en/aboutaeon/aeon_2019/pdf/aeon_gp_1909.pdf.   

https://www.investopedia.com/terms/h/holdingcompany.asp
https://www.aeon.info/en/aboutaeon/aeon_2019/pdf/aeon_gp_1909.pdf
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2,151 億円）を公表した。2018 年の収益は 2015 年から 20% の大幅増加を見せた28。スーパー

マーケット事業と総合スーパー事業がイオンの最大収益源であり、 会計年度 2018 年の営業収

益のそれぞれ 35.4％、33.7％を占める。 

 

イオンの基本理念 

 
「人々に尽くす」ために事業を捧げるという考えは、歴史的にイオンに根ざしたものであり、

イオンの前身の 1 つである岡田屋（1758 年に三重県四日市に岡田惣左衛門が創業）の基本理念

であった。岡田屋、フタギ、シロの小売 3社が 1969年に合併してジャスコ株式会社が生まれ、

その後 2001 年にイオン株式会社へと社名が変更されたが、3 社は「事業を通じて地域社会に貢

献する」という社是を共有していた29。1989 年のジャスコグループからイオングループへの改

称、そして続く 2001 年のイオンへの改称は、イオン基本理念「お客さまを原点に平和を追求

し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」の制定に付随したものである。（図 2）30  

 
図 2: イオンの基本理念 

 
出典：AEON 2019, p. 1. 

 
イオンによると、顧客の信頼と期待が企業理念の中核を成している。理念の「平和」は、事業

の繁栄を通じた平和の追求に関連し、「人間」は、人間を尊重し人間的な繋がりを重視していく

ことを表し、「地域」は、地域のくらしに根ざし、地域社会に貢献し続けていくことを意味する。 

 
イオン行動規範 

 
イオンの基本理念を事業化するため、2003 年 4 月にイオン行動規範が制定された。行動規範に

は、イオンの従業員（イオンピープル）が企業哲学である「すべてはお客さまのために」に沿

った行動する上で「各人の行動、仕事に対する取組み方、日々の決定の中で」従うべき指針と

基準が取りまとめられている。31  

 
28 AEON 2018 and AEON 2019. Available at  
https://www.aeon.info/en/aboutaeon/aeon_2018/pdf/aeon_gp.pdf; 
https://www.aeon.info/en/aboutaeon/aeon_2019/pdf/aeon_gp_1909.pdf. 
29 AEON History Museum Essence Book, p. 8. 
30 AEON 2019, p. 1. Available at https://www.aeon.info/en/aboutaeon/aeon_2019/pdf/aeon_gp_1909.pdf. 
31 AEON (April 2003). The AEON Code of Conduct: “Everything we do, we do for our customers”, p. 15.  

Available at https://www.aeon.info/en/aboutaeon/aeon_code_of_conduct/index.html.  

https://www.aeon.info/en/aboutaeon/aeon_2018/pdf/aeon_gp.pdf
https://www.aeon.info/en/aboutaeon/aeon_2019/pdf/aeon_gp_1909.pdf
https://www.aeon.info/en/aboutaeon/aeon_2019/pdf/aeon_gp_1909.pdf
https://www.aeon.info/en/aboutaeon/aeon_code_of_conduct/index.html
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イオン行動規範は「イオンピープルはかけがえのない資産」であると強調し、次のように宣言

している。32  

 
「お客さま満足」を実現するにあたって、私たちが大切にしなければならないこと、

それは、ゆるぎない人間関係と働きがいのある職場の実現です。働きがいのある職場

がなければ、お客さまの満足も実現することは出来ません。それは、私たち一人ひと

りが創っていくものです。 

 

イオンは、人権を尊重し、国籍・人種・性別・学歴・宗教・性的指向・心身に障がい

のあることなどを理由とした差別を一切行いません。イオンピープル一人ひとりが、

ともに働く仲間の声に耳を傾け、お互いを自分と等しく尊重します。イオンは人間に

最もやさしい企業を目指します。33 

 
イオン行動規範に基づいた行動を促進していくため、日本のイオン各社では2004年、海外のイ

オン各社では2006年から、それぞれ教育・研修の機会が提供されてきた。教育および研修は次

の 4 プログラムで構成されている。すなわち、幹部社員向けのコンプライアンス研修、上級管

理者向けのイオン行動規範研修、一般従業員向けの行動規範研修、新人研修である。34    

 

人事総務および危機管理を担当する責任者の管轄下にある企業倫理推進チームが、イオングル

ープ全般にわたってイオン行動規範の推進を担当しているが、各店舗および事業所で 1〜3人の

従業員が行動規範推進のリーダーとして選出されている点は興味深い。  

 

またイオンは、イオン行動規範調査を通じて2003年よりモニタリング活動を開始した。この年

次調査では、規範に関する従業員の認識度合を測り、職場の課題や従業員の仕事スタイル、意

欲の度合い、各従業員の関わり、職場環境について情報を収集する。調査結果はイオン各社で

共有され、具体的な社会問題を解決するのに役立てられる。 

 

こうしたツールを補完するため、イオンは 2004 年に行動規範ヘルプラインを設置した。  

 

ヘルプラインは 2 本立てで用意されています。1 つは社内相談、もう 1 つは社外の相

談機関に繋ぐものです。通報・相談内容は、フィードバックとして企業倫理推進チー

ムよりグループ該当各社に連絡されます。その後 2 週間をめどに事実関係を調査し対

応の上、是正措置を含む結果について企業倫理チームへ報告するというルールを徹底

しています。また、すべての相談内容は、イオン（株）経営幹部ならびにグループ各

社社長に週・月単位で報告を行っています。35 

 
32 ibid, p. 14. 
33 ibid. 
34 AEON Co., Ltd. (2018). AEON Report 2018, p. 33. Available at 
https://www.aeon.info/en/aboutaeon/aeon_2018/pdf/aeon_gp.pdf. 
35 ibid. The AEON Management Committee, an Aeon Co., Ltd. executive body, and the Audit Committee (Outside 
Directors) receive reports on the status of compliance issues, initiatives to resolve them, and Group-wide 
promotion of the Code of Conduct. The presidents and branch managers of each company in the Group serve 
as AEON Code of Conduct Promotion Officers. They assign managers to the Aeon Code of Conduct Promotion 

https://www.aeon.info/en/aboutaeon/aeon_2018/pdf/aeon_gp.pdf
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ヘルプラインは、13 言語で毎日 24 時間メールにて対応している。 

 
イオンサプライヤー取引行動規範 

 
イオン行動規範をサプライチェーンにおいても推進・運用するため、イオンは 2003年 5月に、

イオンサプライヤー取引行動規範を制定した。これにより、「イオンはお取引さまと共に、製品

の品質向上のみならず、生産活動における企業倫理および労働環境に関する法令遵守、ならび

に継続的改善に取り組んでまいりたく存じます36」。2019 年にイオンサプライヤー取引行動規

範は改訂されている。この規範は、イオンの全サプライヤー、下請企業、請負業者に対し、事

業が行われている各国および地域において適用可能なあらゆる法、条例、規制の遵守を要請す

るものである。これには、児童労働、強制労働、労働時間、賃金水準と福利厚生、嫌がらせや

ハラスメント、差別、結社の自由と団体交渉の権利、労働安全衛生、環境、商取引、誠実さと

透明性に関する法や規制、積極的な取組み（すなわち、イオンサプライヤー取引行動規範の内

容をサプライヤー企業やその経営管理システムに統合し、サプライチェーンを通じて生じる社

会問題の解決に組織全体として取組む）が含まれる。37  

 

さらに行動規範は、サプライヤーに対し、以下の条約や勧告の原則について遵守を要求してい

る。労働における基本的原則及び権利に関する ILO宣言（ILO）、国際人権章典（世界人権宣言

と国際人権規約）、国連ビジネスと人権に関する指導原則、国連グローバル・コンパクトの 10

原則。ただし取引行動規範は、サプライヤーが規定にある要求を遵守しなかった場合に取る行

動指針については言明していない。  

 

イオンは、現在のところトップバリュおよびトップバリュコレクションの製品に関わるサプラ

イヤーに対して、イオンサプライヤー取引行動規範の遵守を要求していると公表している。

2018 年 2 月末時点で、サプライヤー1,589 社が、行動規範の遵守を証明する書類を提出してい

る38。イオンは取引先の製造会社に対し、サプライヤー取引行動規範の要求をすべて遵守して

いることを確認するための監査を行っている。結果に応じて様々なレベルの監査が実施されて

おり、イオンはサプライヤーの管理業務の改善を図るため多様な形の支援を提供している。（図

3） 

 

監査を通じて課題が発見された場合、サプライヤーに進んで課題を是正する意思があればイオ

ンは取引を継続する。しかし監査の結果、意図的な改竄や偽装が見られた場合には、イオンは

サプライヤーとの取引を終了する。またイオンは、製造取引先のサプライヤーに対し、下請や

孫請の企業に対するイオンサプライヤー取引行動規範への準拠とその確認を行うことを要請し

てきた。 

 

 

 
Offices to implement the Aeon Code of Conduct training, conduct fact-finding investigations for consultations 
reported through the Hotline, address revisions, and report to Aeon Co., Ltd.  
36 AEON’s Policy and Efforts on Human Rights. Available at https://www.aeon.info/humanrights/index_en.html.  
37 The AEON Supplier Code of Conduct is available at  
https://www.aeon.info/humanrights/pdf/aeon_Supplier_CodeofConduct_English.pdf.   
38 AEON Co., Ltd. (2018). AEON Report 2018, p. 107. Available at  
https://www.aeon.info/en/aboutaeon/aeon_2018/pdf/aeon_gp.pdf. 

https://www.aeon.info/humanrights/index_en.html
https://www.aeon.info/humanrights/pdf/aeon_Supplier_CodeofConduct_English.pdf
https://www.aeon.info/en/aboutaeon/aeon_2018/pdf/aeon_gp.pdf
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図 3：イオンサプライヤー取引行動規範および監査の手続き 

 
出典：AEON Co., Ltd. (2018). AEON Report 2018, p. 107. 

 
イオンは 2004年 9月に国連グローバル・コンパクトに署名した日本初の小売企業となった。同

年、人権や労働条件に関する国際規準である SA8000 認証も取得している。 

 
イオンの人権基本方針 

 
2014 年 9 月にイオンは人権基本方針を策定し、2018 年 10 月に改訂を行った39。同時にイオン

株式会社と 3 つの労働組織（UNI、イオングループ労働組合連合会、UA ゼンセン）は、労働

慣行、人権および環境に関するグローバル枠組み協定（GFA）への署名を行った。GFA につい

ては後に本論の中で取り上げる。 

2018 年 8 月にイオンは、非政府組織（NGOs）代表 3 人および学識経験者 3 人を集め、社内で

の人権インパクトアセスメントの結果について議論を交わした。「アセスメント実施の成功事例、

食品製造現場において児童労働その他の人権問題に取組む重要性40、サプライチェーンの課題

に関する顧客への説明責任を含めて」多岐にわたるテーマが議論された。41 

 

2018 年 10 月にイオンは、クリストファー・ウン UNI Apro 地域書記長（当時）と会い、労使

が協力して人権デュー・デリジェンスに取組んでいくという、ウン氏の考え方を共有した。  

 

2019 年にイオンは、「イオン直営農場イオンアグリ創造株式会社での人権ガイドライン」を策

定した。このガイドラインは以下の事項を要求するものである：児童労働、強制労働、囚人労

働、拘束労働の禁止、従業員の結社の自由および団体交渉の権利の尊重、人種・国籍・民族・

性別・年齢・出身地・宗教・学歴・心身の障がい・性的思考と性自認・文化的信条などを理由

とした差別の禁止、労働時間・賃金・福利厚生に関する法令遵守、従業員に対する過酷な懲罰

の禁止、環境汚染・破壊防止への取組み42。   

 
39 The AEON Basic Policy on Human Rights is available at  
https://www.aeon.info/export/sites/default/en/environment/COC/Aeon_Human_Rights_Policy.pdf.  
40 AEON designated audits of fresh foodstuff supply chains as its top priority, as it identified human rights of 
foreign workers an increasingly serious problem in recent years. Many foreign workers and foreign technical 
interns work at foodstuff production sites. 
41 AEON Stakeholder engagement in 2018. Available at https://www.aeon.info/humanrights/index_en.html. 
42 The AEON Human Rights Guidelines for AEON’s Directly Operated Farms is available at 
  https://www.aeon.info/humanrights/pdf/aeonagri_humanrights_en_20190610.pdf. 

https://www.aeon.info/export/sites/default/en/environment/COC/Aeon_Human_Rights_Policy.pdf
https://www.aeon.info/humanrights/index_en.html
https://www.aeon.info/humanrights/pdf/aeonagri_humanrights_en_20190610.pdf
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イオン基本理念とスマートパートナーシップのつながり 
 

イオン行動規範や教育・研修プログラム、イオンサプライヤー取引行動規範、行動規範調査、

行動規範ヘルプライン、人権基本方針、3 つの労働組織と締結した GFA、そしてこれらのツー

ルと手法を実施するためのあらゆる仕組みとプロセスとあわせ、多くのツールおよび手法を通

じたイオン基本理念の実現化は、イオン労使のスマートパートナーシップの重要性を示してい

る。このことは、イオン人材基本方針の中に示されている。 

 

人権に基づく経営の第一目的のため、全てのイオンピープルが職場や家庭、地域で充

実した人生を送れるようにするという指針的哲学に基づき、人事に関するイオンの基

本原則は、従業員の願いを聴き、気持ちを理解し、従業員が自らの持ち味を活かせる

ようにすることを中心に展開する43。 

   

さらに、イオンの人材育成に関する考え方は「教育は最大の福祉」というスローガンに表され

ている。44   

 

イオンの年次報告の中で、心地よく快適な職場作りに関する常設コラムがある。これは人権尊

重に基づく公正なビジネス慣行の実践における企業のスコアカードの一部である。2018 年報告

では、イオン基礎教育、自己申告書制度、日本国内大学院への社員派遣、グローバルトレーニ

ー制度、イオンビジネススクール、グループ公募制度、専門技能訓練、イオン DNA 伝承大学

といった従業員育成を支援する研修プログラムについても掲載されている。報告では、ワーク

ライフバランス、職業生活と育児バランス、職場における女性の参加・進出、従業員の健康管

理、労働組合といったテーマも扱われている。  

 

イオンは労使の対話と連携を強調しており、日本においては労働安全衛生委員会や労使協議会

を通じて、イオンリテールワーカーズユニオン（ARWU）との会議が持たれている。一方で一

般組合員は職場会議を通じて参加している。  

 

イオンの報告によれば、パートタイム従業員に対してイオン労連が組合加入を働きかけてきた

ことで、2018年 4月末時点で約 27万 7千人の組合員のうち 21万 5千人がパートタイム従業員

となっている。 

 

2019 年 3 月～7 月の間に筆者がインタビューを行った日本のイオン重役および上級管理者は、

最も重要なイオン基本理念は「人間（＝イオンの顧客と従業員）尊重」であるということを強

調した。若生信弥執行役副社長 経営企画担当によれば45、顧客がイオン基本理念の中心であ

るため、あらゆる労働関連の問題は顧客ニーズと満足に強く根ざしている。労使双方がこの目

標を認識することこそがスマートパートナーシップの核心であり、若生氏はこれを長期的な視

点で捉えるべきもの、長期にわたり持続可能なものであるべきだと考えている。東京でインタ

ビューを行った他の重役と同様に若生氏は、良好な労使関係によって労働者の会社への貢献意

欲が高まり、それによって結果的に生産性も高まるという点を付け加えた。  

 
43 Watanabe, Hiroyuki (2018). Human Resources Development in AEON Group. Powerpoint presentation at the 
AEON Group Union Global Network Committee meeting, p. 17. 
44 Ibid, p. 23. 
45 Interviewed on 16 April 2019, AEON Co., Ltd., Tokyo, Japan. 
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インタビューした日本人幹部のほとんどが、従業員が事業の基盤を築くという認識を示した。

従業員の意見は、業績や生産性の向上に関連する様々な従業員参加プログラムを通じて企業経

営に組み込まれている。組合があるということも、「人間尊重」理念の一部である。事実、菓子

豊文イオンインドネシア社長は、この理念を通じて、イオンは組合が組織化しやすい状況を提

供していると指摘した。筆者がインタビューした日本人幹部の多くが、従業員の意見やアイデ

アを集める手段として組合役割の重要性を認識している。また、労使がイオン基本理念につい

て理解を共有することが、定期的な対話と議論を通じて労働関連の問題を解決する上で必要

（十分ではないにせよ）な要素であるという点にも言及した。 

 

カンボジアのイオンにおける日本人重役および現地の上級管理者46にとって、「人間を第一に尊

重する」という理念は、イオンのビジネス戦略にとって不可欠なものである。彼らは、こうし

た理念は前述の様々な手段やツール、特にイオン行動規範、従業員のためのフィードバック制

度やヘルプライン、従業員向けの労働者代表制度や労働法に関する研修活動を通じて具体化さ

れていると指摘した。 

 

イオン株式会社の渡邉廣之執行役 人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌は、顧客満足・

従業員の成長と満足・会社の成長の間には好循環が存在するという。従業員は顧客満足のため

に成長する必要がある。これは賃金と労働条件の改善を通じてもたらされる。従業員の成長は

会社の成長にとって不可欠である。このサイクルを回し続けることが、スマートパートナーシ

ップを成長させる 1 つの方法なのである。47  

 

イオンインドネシアのスダルマディ・サリム営業・IT 部門本部長48は、イオン特有の人事管理

（HRM）方針を、「人間重視」の方針、つまり人材に関するイオン基本理念の中で最も重要な

側面を具体化したものであると考えている。2007 年から導入されたこの HRM 方針によって、

従業員のアセスメントが毎年行われており、その中で従業員はキャリアの中でやりたいことを

尋ねられる。これによって従業員は、ある部門や事業所から、自分がさらに成長しより多くの

スキルや能力を獲得できると考える場へと異動することが可能になっている。ただし異動した

いと希望する部署や事業所の承認が必要である。さらに、従業員の異動が具体化した場合、本

人は元々所属していた部門・事業所の後任を補充することが求められる。こうした異動や転勤

には、上司の承認を必要としない。 

 
サリム氏はさらに、イオンインドネシアでは毎年、ポストに空きがない場合でも従業員の昇進

を行っていることを付け加えた。理にかなえば新たなポストが新設される。  

 

日本、カンボジア、ベトナムで筆者がインタビューした組合指導者たちは、日本人上級管理者

や地方の上級管理者が示した考えの多くを、大部分において共有していた。 

 
46 Ono Keiji, Managing Director; Tsugutoshi Seko, Administration General Manager; and Ms. Un Sopha, Admin 
General Manager and E-commerce Senior General Manager. Interviewed on 1 March 2019, AEON GMS1, Phnom 
Penh, Cambodia. 
47 Interview on 16 April 2019, Tokyo, Japan. 
48 Interviewed on 23 May 2019, AEON, Jakarta, Indonesia. 
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永島智子イオングループ労連会長49は、イオン基本理念は企業統治への従業員参加の観点から

解釈されているという。またイオン行動規範が、企業発展は会社が事業を行う地域の発展と連

携しながら進められるべきであることを強調している点についても指摘した。この目標にむけ

てイオンは、労働組合と連携しながら、日本国内やアセアン数カ国の地域社会の利益となる多

様なプロジェクトに着手している。また同氏は、一例として日本のイオンにおける「幸せの黄

色いレシート」キャンペーンについて述べた。月に数回、イオンは感謝を込めて顧客に黄色い

レシートを渡しており、このレシートに記載の金額の一部が地域の団体に寄付される。レシー

トを受け取った顧客は寄付先の団体を選ぶことができる。  

 

永島氏は、日本国外のイオンの活動についても順番に言及した。カンボジアでは同社は小学校

を建設し、重要な文化遺産を修復、博物館の開設を行った。ミャンマーでは 56の小学校を建設

した。またイオンはどこに店舗を構えても、会社は顧客や従業員とともに植樹活動を行ってい

る。2011 年に日本を襲った大震災後の復興の取組みとして、イオン労使は協力して 30 万本の

植樹を行った。同社は従業員 30万人を被災地支援のために派遣しており、労働組合もこうした

プログラムや取組み全てに参加している。  

 
ルオ・タッチ・カンボジア・イオンリテールワーカーズユニオン（CARWU）50委員長は、イ

オンは従業員を内部顧客として捉えていると述べた。イオンカンボジア経営トップの格言

「人々を第一に尊重せよ」と並んで、タッチ委員長も同様の格言「顧客を満足させる前に、ま

ずは労働者を満足させよ」を提示した。タッチ委員長は、こうして従業員に関する領域でイオ

ンの諸理念が実現されていると考えている。  

 

一方、イオンベトナム労働組合51 の指導者 2 人は、イオン基本理念は経営側の従業員尊重とい

う形で職場において実現しているとみている。ホーチミン市のイオン各店舗では毎年、会社か

らの新入社員向けオリエンテーションプログラムの一環として基本理念に関する説明が盛り込

まれている。組合はこのオリエンテーションに参加し、従業員に対し組合および組合加入のメ

リットについて説明を行う。こうした慣習はイオンインドネシアでも取り入れられている。組

合はオリエンテーションに参加し、会社の新方針に関する新入社員研修を支援する。これを通

じ、新入社員が組合に加入しているのである。 

 

マレーシアのイオンビッグでは、2 労組（イオンビッグ管理職労組とイオンビッグ従業員労組）

とイオンビッグ経営側が、UNI マレーシア労働センター（UNI MLC）の支援のもと、全国レ

ベルで「ロードショー」を企画した。ロードショーでは、イオン行動規範や会社利益、組織化、

団体交渉の利益について労働者に説明している。組合員の勧誘戦略としてだけではなく、ロー

ドショーには従業員の抱える労働関連の問題を集めて経営側にフィードバックするという働き

もある。渡邉氏は、マレーシアにおけるロードショーはスマートパートナーシップを推進する

組合の良い取組みだと述べた。52  

 

 

 
49 Interviewed on 16 April 2019, AEON Co., Ltd., Tokyo, Japan. 
50 Interviewed on 2 March 2019, AEON GMS1, Phnom Penh, Cambodia. 
51 The union leaders are Phan Duc Thong and Phan Le Ba Phong, President and Vice President respectively of 
AEON Vietnam Trade Union at the time of interview on 21 May 2019, Ho Chi Minh City, Vietnam. 
52 Interviewed on 16 April 2019, Tokyo, Japan. 
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従業員を中心に据えた競争力戦略としてのスマートパートナーシップ 

 
すでにイオンは1980年代に香港、マレーシア、タイで小売事業を開始していた。しかしその後

は他のアジア各国で新たな事業を開始しなかった。過去 20年で日本の小売市場は飽和状態で停

滞気味となり、同時に高齢社会を迎えている。一方で、他のアジア市場は堅調な経済成長を経

験している。このような変化を背景に、イオンは企業戦略の再設定を迫られ、2011 年に「アジ

アシフト」と呼ばれる戦略を採択した。この戦略には、特に中国とアセアン数カ国（ベトナム、

カンボジア、インドネシア）における新たな店舗およびショッピングモールの開設と、すでに

事業が存在する他のアジア各国での事業拡大が含まれている。若生氏によれば、これは純粋な

ビジネスの観点から不可欠の戦略であるという。さらに稲垣武志前イオンアジア管理本部長は、

アジアシフト戦略を通じて、イオンがアジアトップの小売業を目指したことを付け加えた。ア

ジア戦略が採択されて 4年後の 2015年に、イオンはアジアトップの小売業となり、現在もその

地位を維持している。  

 

イオンのアジアシフト戦略を小売業における競合他社のそれと差異化しているのは、スマート

パートナーシップとの関係である。村上哲朗イオングループ労連国際局長53は、この戦略をと

ることに伴うリスクについて会社側が調査を行ったと述べた。成功するためには、経営側と組

合、そして従業員が会社の成長のために協力するという考え方を持たなければならないことが

分かったのである。イオンの基本理念は、労使の協力関係とパートナーシップを推進していく

鍵である。  

 

若生氏は、イオンは良質な商品と顧客満足だけでなく、スマートパートナーシップについても

重要視していると言い、次のように述べた。「我々は協調的労使関係を推進しています。それは

イオン創立の原則だからです。現地マネージャー達は日本に来て、イオンがどのように事業を

行い、従業員に向き合っているかを学んでいきます」54  

 

小嶋千鶴子イオン名誉顧問は、なぜイオンのアジアシフト戦略が従業員を中心に据えた競争戦

略でもあるのかについて、説明した。  

 

人々が会社の成長を推し進めます。 

 

店舗で働く人々の考え方の変化によって店舗の雰囲気が変わり、それが顧客基盤に影

響を与えます。つまり自分たちが変われば組織が変わり、会社も変わります。会社の

目標は個々の従業員の目標と密接に関連しているということです。会社を成長させる

ためには、各従業員が同等に貢献し、相互に成長して自分自身を変革していく必要が

あるのです。55 

 

この考え方に照らすと、スマートパートナーシップはイオンのアジアシフト戦略に統合されて

いると言えるだろう。アジア 5 カ国での実地調査およびイオン経営トップや組合幹部へのイン

タビューによって筆者が収集した情報の分析が示しているのは、海外店舗やショッピングモー

 
53 Tetsuo Murakami is also the Vice President of the AEON Retail Workers’ Union; interviewed on 15 April 2019, 
Tokyo, Japan. 
54 ibid. 
55 Cited in Watanabe (2018), p. 18. 
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ルによって程度の違いこそあれ、イオンが推進・実施してきたことは実際には「アジアシフト

＋スマートパートナーシップ」の企業戦略であるということだ。興味深いことに、会社が 3 労

働組織と締結した GFA（本報告の中で後述する）と併せて、この企業戦略は、職場レベルでは

あるが、他のアジア各国でスマートパートナーシップを促進・制度化していく可能性が高いと

いうことだ。 

 

日本におけるイオンのスマートパートナーシップの要素と特徴  

 

イオンは日本で創業したため、今日の形に進化・発展したスマートパートナーシップは、とり

わけ、会社創立の原則、会社の歴史的発展、歴代経営トップのビジョン、日本の法的枠組みや

労使関係制度、会社における組織化の歴史的発展などの複合的な諸要因の影響を受けている。  

 

今日まで、日本のイオンにおけるスマートパートナーシップについて体系的に記述・分析する

試みはなされておらず、少なくとも英語で記述された文献資料は存在しない。本節では、日本

のイオンにおける経営トップ、管理職、組合幹部および UA ゼンセン役員へのインタビューを

通じ、スマートパートナーシップが日本国内のイオン各社でどのように理解・実践されている

かを記述し、その主要素を明らかにしていく。   

  

日本のイオンでは、スマートパートナーシップは協力的労使関係、協調的労使関係、あるいは

建設的労使関係として知られている。インタビューを行った経営トップや組合幹部の多くにと

って、スマートパートナーシップの構築は、労使間での良好な連携を築くことを意味する。新

妻健治・イオングループ労連前会長（現 JILAF 副事務長）によれば、スマートパートナーシッ

プは、組合は会社統治において役割を担うという両当事者の認識に支えられている56。この役

割についての認識が、組合の当事者意識とパートナーシップへの参加を高めている。 

 

前述の村上氏は、イオンはスマートパートナーシップを発展させる上での組合の役割について

深い理解があり、組合に理解のある企業であると述べた。中野英恵 UA ゼンセン国際局長も同

様の見解を示した。「イオンには建設的労使関係が存在し、実践されています。日本で長年存続

している良好な労使関係のモデルとなっています。」57  

 

イオン経営トップの多くが過去に組合指導者あるいは組合員であったという事実が、日本のイ

オンにおける組合に理解のある環境をさらに後押ししたと言えるだろう。新妻氏が指摘したよ

うに、組合員がイオン経営陣に入ると、組合および会社の成長に対する組合の役割について深

い理解を持ちあわせているので、組合にとっては有利になる。 

 

それゆえ、イオンとイオングループ労連のパートナーシップは、組合が他国のイオン各社で組

織化を行うことを可能にしてきたのである。注目すべきは、イオンとイオングループ労連のパ

ートナーシップは 40年も存続してきたということである。日本ではイオンの小売およびスーパ

ーマーケットは大半が組織化されている。44万人の日本のイオングループ従業員のうち、約30

万人が労連の組合員となっている。58 

 

 
56 Interview on 15 April 2019, Tokyo, Japan.  
57 Interview done on 15 April 2019, Tokyo, Japan. 
58 Interview with Murakami, 15 April 2019, Tokyo, Japan. 
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すでに指摘されているように、組合との良好な使関係の構築は、労働組合と従業員の声が「価

値付加」果たす役割についての労使の理解にも起因している。村上氏と永島氏は、日本におい

て組合がイオンの生産性を高める上で貢献している方法について、いくつか挙げた。 

 

1) イオンは、小売業における成功事例と、それがどのように実施されているかを視

察するため、労使（イオンリテールワーカーズユニオンおよび使用者）で構成さ

れる代表団を他国（アメリカ等）に派遣している59。  

2) 生産性に関する課題を議論するため、職場で労使協議が実施されている。業績と

今後の計画についても話し合われる。  

3) 会社方針を議論する際に労働組合も関わっている。毎年、企業方針および企業の

改善について議論する場に組合が参加し、経営側への提言が奨励されている。 

 
小売労働者は常に一般市民と接触があるため、従業員の声（労働者の意見を聞くこと）は重要

である。顧客は購入する（あるいは購入予定の）商品について頻繁に小売労働者に尋ねてくる。

それゆえ例えば、イオン労働者は自身でトップバリュ（プライベートブランド）商品について

チェックし、商品改良の提案を行うことを奨励されている60。また、稲垣氏が強調したように、

従業員がいかに顧客に対応し、顧客が従業員の対応をどのように感じたのかは、顧客満足にと

って極めて重要である61。   

 

渡邉氏は、従業員の声を会社経営に取り入れていく方法について、いくつか述べた。 (1) 労働

安全衛生委員会と改善スキームに労働者が参加できるようにする。(2) 団体協約を締結する。

(3)従業員満足を測るために意欲調査を実施する62。日本のイオンにおける自己申告制度も、従

業員の考えを優遇するものだ。この制度を使って、従業員は現職についての考え方と将来の計

画を会社に提出することができる。この制度は現在のところ日本のイオンにしか存在しないが、

会社は他国での実施を検討している。とはいえ、労働者自らがさらに成長できると考える部門

へと自由に異動することができるイオンインドネシアの人事方針は、日本のイオンにおける自

己申告制度と同等の機能を持っているようだ。  

 

永島氏は、日本のイオン各労組における「価値付加」役割のさらに具体的な事例を示した。  

 

販促資材などは全てのイオン店舗に配布され、それから顧客に渡ります。多くの場合

こうした資材はゴミ箱行きです。このシステムの無駄をなくし、ゴミ減量のため、組

合は別の方法を考えだしました。顧客の注意を引くために、売り出し中の特定商品に

 
59 According to Kenji Niizuma, during his term as President of the AEON Retail Workers’ Union, every year the 
union sent 200 union members on a 12-day study visit to the US to study advanced retail practices and learn 
about corporate strategies and corporate structures on retailing, so that they could point out problems at AEON 
(as a result of the visit). He mentioned as well that the co-founder of AEON believes that workers and the union 
should keep on learning in order to innovate how the union should operate. [Interview on 15 April 2019, Tokyo, 
Japan.] 
60 Interview with Murakami, 15 April 2019, Tokyo, Japan. 
61 Interviewed on 12 April 2019, Tokyo, Japan. 
62 Interview on 16 April 2019, Tokyo, Japan. 
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カラフルなラベルを付けるというものである。これにより経費節約となり（販促ツー

ル印刷の費用を抑えられたため）、当該商品の売上げは増加した63。   

 

また組合は、企業合併にかかわる負の影響に取組む上で重要な役割を果たすことができる。渡

邉氏はこの役割について次のように詳しく述べている。  

 

イオン各社が合併する際には、異なる企業間の人事制度に関する調整と連動について

組合が支援を行っており、これによって生産性を高めることにもつながります。組合

は以下の方法で支援を行います。(1) 関係各社の人事制度について従業員の意見を集

約。(2)重要な情報を収集し、従業員が自由に意見を発信できる対話を実施。(3) 労働

者からの問いに対応する。64     

  

中田満前イオンビッグマレーシア代表執行役社長65と永島氏の両氏は、定期的なコミュニケー

ション、対話、情報共有、そして相互に立場を尊重することが、スマートパートナーシップの

必須要素であると言及した。  

 

中野氏は、次のようにイオンのスマートパートナーシップモデルの重要な特徴についてまとめ

た。(1)会社の成長と労働条件の改善を目指した労使間の強い協力関係、(2) 社会パートナー間

における相互の強い信頼、(3)交渉を通じた、生産性上昇による成果の分配 。 

 

最後の特徴は、スマートパートナーシップを構築する際の団体交渉の重要性を強調している。

上田委枝イオンカンボジア管理部長66 は、労使の信頼関係を構築する上で団体交渉は効果的な

仕組みであると強調した。これはイオンカンボジア管理部長時代の経験に由来しており、交渉

前・交渉中における情報交換が、社会的パートナー間の信頼を構築し、交渉の両当事者および

従業員が満足できる団体協約の締結を後押ししたと説明した。 

 

情報交換は、イオンのスマートパートナーシップのもう 1 つの主要素であるコミュニケーショ

ンと密接に関連している。本論の中で後に議論する点だが、若生氏によれば、当初マレーシア

のイオンビッグで組合結成が困難であった理由として、不十分なコミュニケーションが大きな

課題であったとしている。労働者との直接的なコミュニケーションを促進するため、若生氏は

日本のイオンでオープンドア方針を採用し、これによって従業員は不満を表明するために若生

氏の事務所をいつでも訪れることができるようになった。また若生氏は、あらゆる従業員と話

す機会をつくる重要性についても強調した。 

 

最後に、スマートパートナーシップの育成には時間を要する。日本のイオンにおけるスマート

パートナーシップも一夜にして形成されたのではなく、長期間かけて発展してきた。村上氏に

よれば、スマートパートナーシップの構築は一歩ずつ改善していく段階的プロセスであり、長

期間かけて積み重なった小さな一歩が大きな成果となる。それゆえ、スマートパートナーシッ

プの構築には労使両者による継続的な取組みが必要なのである。  

 

 
63 Interview on 16 April 2019, Tokyo, Japan. 
64 Interviewed on 16 April 2019, Tokyo, Japan. 
65 Interviewed on 16 April 2019, Tokyo, Japan. 
66 Interviewed on 12 April 2019, Tokyo, Japan. 
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上述の議論から、我々は日本のイオンで実践されているスマートパートナーシップにおける主

要素を特定する（表 5）。 

 
表 5：日本のイオンにおけるスマートパートナーシップの主要素 

 

表 5 に示された日本のイオンにおけるスマートパートナーシップの主要素は、西欧およびアメ

リカで成功しているスマートパートナーシップの主要素を大きく反映したものになっている。

調査した 5 カ国のイオン各社においてスマートパートナーシップを発展させるため、イオンの

スマートパートナーシップの主要素がどのように取り込まれ、統合され、制度化され、あるい

は議論されているかについては、第 5 章の中で検討される。  

 

イオンのパートナーシップが他の労使パートナーシップと異なっている点は、「国際化しうる」

可能性である。それはイオンのアジアシフト戦略の一部でもあり、イオンが労働 3 組織と締結

した GFA の不可欠な要素である。  

 

 

  

主要素 

スマートパートナーシップの指針としてイオンの基本理念を重視 

変化するための段階的な改善とアプローチを重視 

労使双方が、組合の「価値付加」役割を認識 

組合の役割と従業員の意見を企業統治に統合 

経営、組合、従業員の内部および相互の定期的なコミュニケーション、対話、情報交換 

労使間の信頼と尊重の文化 

教育および能力開発を重視 

労働者の賃金および労働条件改善のため、建設的団体交渉を行う 

強力な労働組合の存在 
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第 4 章 グローバル枠組み協定：                

イオンのスマートパートナーシップを国際化する手段なのか？ 

 

イオンがアジアシフト戦略を導入して 3 年後の 2014 年 11 月 10 日、イオン株式会社（岡田元

也イオン取締役兼代表執行役社長、グループ CEO）と UNI（フィリップ・ジェニングス書記

長）、イオングループ労働組合連合会（新妻健治会長）、UAゼンセン（逢見直人会長）が、3ペ

ージにわたる GFA を締結した（いずれも役職は当時）。これはイオン基本理念と、環境、労働

者の権利や人権に関して世界的に認知されている原則に基づいた社会的パートナーシップの枠

組みとなっている。GFA によって関係当事者は、ILO 中核的労働基準に定められた 8 条約、

ILO 条約 155 号（職業上の安全及び健康）、国連グローバル・コンパクトの 10 原則の適切な実

施に関して、共同の責任を持つ。 

 

また、関係当事者はイオンの事業が自然環境や人間環境に与える影響に対して積極的な策を講

じる。 

 

この GFAでは、協定を実施する上で国内外のイオン労使における調和と信頼の重要性について

言及している。実施状況のモニタリングを行うため、関係当事者は年に 1 度、GFA の検証を実

施している。協定の実施状況について報告・情報交換を行い、必要な場合には状況改善のため

の方策を議論している。   

 

村上氏は、GFA 締結はイオンのアジアシフト戦略と関わりがあったと述べている。日本国外の

イオン全社で労使の協力（すなわちスマートパートナーシップ）を推進することが戦略成功の

ための重要な要素の 1 つであるということが、会社の調査で分かったのである。第 1 に、労使

パートナーシップの推進は、人材に関するイオン基本理念の中核である。第 2 に、アジアシフ

ト戦略を導入する中でイオンは、アジアの数カ国で困難かつ争いの生じやすい労使関係の問題

に直面していた67。ゆえに、3 つの労働組合組織との GFA 締結は、イオンの理念である「人間

尊重」を実行に移すだけでなく、他のアジア諸国における労使関係の課題に取組むという意味

でも、自然の成り行きであったのである。 

 

アジアシフト戦略も、イオングループ労連がイオンとの間に GFAを締結する要因となった極め

て重要な事柄の 1 つである。新妻イオングループ労連前会長は、この戦略について組合側がど

のように捉えていたかについて述べた。「イオンがアジアで失敗すれば、雇用も影響を受ける可

能性があります。労連は、アジアのイオンピープルもまたイオンピープルである、という立場

をとっています。したがって組合として労連は、イオンが事業を展開する他のアジア諸国の労

働者を守らねばなりません。68」また新妻氏は、労連が UNI Apro と連携してアジア各国の差

異に取組んだことにも付言し、アジアにおけるスマートパートナーシップおよび建設的労使関

係の重要性を確信するクリストファー・ウン UNI Apro 地域書記長（当時）が 、GFA 締結に至

る原動力となったとみている。 

 

 
67  This was pointed out by Takeshi Inagaki, former General Manager, HR Division, AEON Asia SDN. BHD. 
Interviewed on 12 April 2019, Chiba, Japan. 
68 Interview on 15 April 2019, Tokyo, Japan. 
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イオングループユニオン・グローバルネットワークコミッティ  

 
GFA の中の労働に関する規定の実施状況をモニタリングするため、イオングループ労連は、イ

オングループユニオン・グローバルネットワークコミッティを設立した。このコミッティは、

GFA に調印した組合の主要指導者と、カンボジア、中国、インドネシア、マレーシア、ベトナ

ムの全イオン労組の代表で構成される。 2016 年以降コミッティのメンバーは毎年、組合活動

やその改善策について情報交換を行ってきた。また組合代表らは、イオン経営側とのパートナ

ーシップ構築や労働問題の解決に関する好事例を共有している。日本のイオン経営トップもこ

うした会議に参加し、組合は経営側からビジネスや人事計画、アジアにおける企業戦略につい

て学んでいる。  

 

2018年 12月 10日にイオングループ労連が東京で主催した第 3回イオングループユニオン・グ

ローバルネットワークコミッティでは、イオン各労組は GFAの規定に関するそれぞれの活動や

取組みについて共有した。例えば、カンボジア・イオンリテールワーカーズユニオン

（CARWU）、イオンビッグ管理職労組（マレーシア）、イオンビッグ従業員労組（マレーシア）、

イオンベトナム労組の各代表は、2017 年に各企業と締結した団体協約について報告した。一方

で、イオン華東工会の代表は、イオン華東（呉中分工会）の職場改善活動プログラムへの積極

的な参加とその成果について共有した。インドネシアのイオン小売労組代表は、2018 年 6 月に

組合登録をした件を報告した。 GFA 締結者も、毎年 GFA の検証を行っている。 

 

GFA の強みであると認識されている点およびその成果 

 
日本のイオン経営トップと組合指導者が、現在どのように GFAの強みを認識しているのかにつ

いて、表 6 にまとめた。インタビュー対象者は、こうした強みの多くをこれまでのところ GFA

の成果として捉えている。 

 

表 6：GFA の強みであると認識されている点69 

経営側の認識 組合側の認識 

他国で協調的労使関係を構築する上で有益な手段

となっている 

多様なレベルでの社会対話の実施を促進し、

組合を社会的パートナーとみなすようになる 

GFAを通じて構築されたネットワークはイオン労

使にとり情報共有のための良い機会となっている 

GFA によってアセアン各国のイオン各社の

間で迅速な情報交換が可能となり、組合は情

報に素早くアクセスできるようになる 

GFAに 4者が関わっていることで、時宜にかなっ

た情報を入手することができる 

GFA 関連の活動が、企業と国際的労働組合

の間での信頼関係を構築する 

イオンは従業員を尊重しているという、良いブラ

ンドイメージを与えている 

GFA を通じて従業員の関心事が直ちに対応

される 

小売業の高い離職率を考慮すると、イオンが他国

で良質な従業員をひき付ける重要な手段である 

会社の評価を高める 

組合が他のアジア各国のイオンで組織化を行う上

で安心感を与えるものとなっている  

他国での組織化を円滑にする 

 
69 From the management side, the perceptions are from the following: Takeshi Inagaki, Mitsuru Nakata, Shinya 
Wako, and Hiroyuki Watanabe. From the trade union side, the perceptions are from: Tetsuo Murakami, (Ms.) 
Tomoko Nagashima, (Ms.) Hanae Nakano, and Kenji Niizuma.  
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社会対話、組織化、スマートパートナーシップ  

 

若生氏は、マレーシアのイオンビッグ労使間の対話とコミュニケーションの場を作り出す上で

UNI Apro の果たした役割について強調した。こうした機会を通じて、組合が組織化を行う際

に経営側が示した初期抵抗に効果的に対応することができたのである。経営側の抵抗は、過去

に組合との間で苦い経験をしてきた現地経営トップが抱く、組合主義に対する否定的な考え方

に起因していた70。UNI Apro が UNI MLC とともに取組み始めた社会対話が、組織化を促進

し、マレーシアのイオンビッグにおけるスマートパートナーシップ構築の進展を円滑化した。  

 

情報交換と学び 

 

GFA に関連した多様な教育活動を通じ、他国のイオン従業員はイオンのスマートパートナーシ

ップモデルについて学んでいる。若生氏は、他国の労働慣行や、イオンの経営慣行について当

該国の従業員がどのように考えているのかについて、情報提供を行う UNI Apro の取組みに、

感謝の意を示した。 

 

前述のように、GFA 検証会やイオングループユニオン・グローバルネットワークコミッティは

毎年開催されており、GFA 実施に関する活動や課題、アジアのイオン各社でのスマートパート

ナーシップ構築の進展について、情報交換や経験共有を行っている。また毎年開催されるこの

会議は、労使代表に学びの場を提供している。渡邉氏は、自身が参加した 2018年 12月の GFA

検証会の事例を紹介し、アセアン各国と中国の労働条件や労使関係の相違について学んだとい

う71。  

村上氏は GFA を実施する上で、これらの年次会議が重要であると述べた。なぜなら、4 者が協

定における規定の進捗状況を確認する手段だからである。こうした会議の中でUNI AproとUA

ゼンセンは、アジアの状況について情報提供を行っている。 

 

従業員の懸念事項を早急に解決  

 

永島氏は、GFA を通じて従業員の懸念事項にどのように素早く対応することができるのかにつ

いて、詳細を述べた。カンボジアでは、イオンモールからイオンディライト（設備保守・警備

会社）への移籍をイオン経営側に要請された従業員がいた。この移籍を好ましく思わない従業

員もいたが、経営側はこれを押し通そうとしていた。こうした従業員の懸念事項は、ヌオン・

リシー・イオングループ労連カンボジア・コンサルタントに伝えられ、労連はカンボジアに役

員を派遣して調査を行い、改善策を探った。一方でイオンは、玉井諭 UNI Apro 組織化キャン

ペーン担当部長に助言を求めた。最終的に移籍は円滑に進められた。  

 

上記のケースは、労使間で問題が生じた際にどのように GFAが関与したかを示す具体例である。

協定の当事者であるイオン、労連、UNI Apro が連携し、効果的かつ早急にカンボジアのイオ

ン従業員の懸念に対応したのである。  

 

GFA の締結には利点があるものの、筆者がインタビューを行ったアセアン各国や中国における

日本人経営幹部、現地の上級管理者、組合指導者の多くは、協定に関して余り理解をしていな

 
70 Interviewed on 16 April 2019, Chiba, Japan. 
71 Interviewed on 16 April 2019, Chiba, Japan. 
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かった。村上氏は、海外のイオン各社では GFAについて組合や会社の掲示板に公表しているも

のの、現地語ではなく英語で書かれていると説明した。とはいえ村上氏は、より重要なことは、

日本国外のイオン各社で GFA がどのように実施されているかであると述べた。  

 

中野氏は、GFA についての啓発活動は容易ではないと同意し、協定と日々の活動のかかわりに

ついて、労使に納得してもらうことの困難さについて指摘をした。だがセミナーや広報など、

加盟組織への GFA 周知に関する UA ゼンセンの活動がいくつか言及された。72 

 

中野氏は GFA を推進する上での良い手本としてイオンの GFA を捉えている。組合強化に寄与

し、結社の自由と団体交渉を運用可能にするからである。 

 

すでに議論した通り、GFA の結果と成果は、イオンのスマートパートナーシップを「国際化」

する協定の可能性を明確に示している。しかし、パートナーシップは外部要因（法的枠組み、

労使関係の制度や機関、労働市場の状況、当該産業の競争レベルなど）および内部要因（スマ

ートパートナーシップへの経営トップの関わり、組合に対する経営側の姿勢、組織化の度合い、

組合指導者の能力など）の組み合わせに影響を受けるため、アセアン各国および中国のイオン

各社で発展してきているスマートパートナーシップは、特に強度（深度と広がり）において相

互に異なるという点を留意することが重要である。とはいえ、イオンのスマートパートナーシ

ップモデルの主要素の多くが、アセアン数カ国および中国のイオン各社で発展しつつあるスマ

ートパートナーシップに見られるといって間違いないだろう。  

  

 
72 Interview on 15 April 2019, Tokyo, Japan. 
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第 5 章 スマートパートナーシップの推進：5 カ国の事例研究 

 
本章では、カンボジア、インドネシア、マレーシア、ベトナム、中国のイオン各社において、

どのようにスマートパートナーシップが発展してきているかについて提示する。   

 
 

1．イオンカンボジアにおけるスマートパートナーシップの推進 

 
イオンカンボジア株式会社は、2013 年に事業を開始した。初のショッピングモールである

GMS1 は、2014 年にオープンした。イオンカンボジアは GMS1 と GMS2 に約 1,200 人を、複

数のマックスバリュのコンビニエンス・スーパーマーケットで約 100 人の労働者を雇用してい

る。イオン従業員の約 9 割がフルタイムの労働者であり、スタッフの約 8 割は大卒である。 

 

他の小売店鋪やモールと同様、イオン労働者の販売時間はかなり長く、週平均 44時間の労働で

ある。一般スタッフと管理者は 3 交代制で、それぞれ 8:30～17:30、13:30～22:30、15:00～

1:00（深夜）の勤務時間となっている。イオンカンボジアの従業員は被服産業労働者の最低賃

金を支払われており、より多くの手当を受けている。本稿執筆時のイオンカンボジア労働者の

平均月収は、残業代及び食事手当を除きカンボジアの平均より高い。 

 

カンボジアにおける組織化と労使関係 

 

カンボジアで2016年に制定した労働組合法の下では、労働者は自身の選択により労働組合を結

成する権利がある。労働者には組合に加入しない権利や、組合から脱退する権利もある。締結

する団体協約は、期限の定めのあるものでも、無期限のものでもよい。期限を定めて締結する

団体協約の場合は、3 年を超える期限を設けることはできない。期限を定めない団体協約の場

合、1 年以上前に破棄通告を行うことで解除することができる。会社側と交渉を行う前に、組

合は労働担当省から「最も代表的な労働組合」であるステータス認証を得なければならない。

職場に労働組合が存在しない場合、職場代表が雇用主と団体協約の交渉を行うことができるが、

そうした場合の団体協約の有効期限は 1 年間のみである。 

 

被服・履物産業を除くと、カンボジアの組織率は低く留まっている。労使関係においては依然

として紛争が生じやすく、労働組合は細分化し、政治的に分断されている。一方で、多数派の

各労連は、1998 年よりフン・セン首相が率いる与党カンボジア人民党の傘下にあり、支援を受

けている。他方、少なくとも 2017 年 11 月に野党のカンボジア救国党（CNRP）が最高裁によ

り解党を命じられるまでは、同党を支援していたとされる労連も存在する。現在でも、独立労

組を自認する労連は存在している。親 CNRP 労組および独立労組の指導者らは、支持団体とと

もに、しばしば脅迫や嫌がらせ、そして時には、警察、悪徳企業に雇われた殺し屋、裁判所、

そして現政権により、概して長期におよぶ身体的暴力の標的となっている73。 

 

 
73 For more discussion of the political orientations of trade unions and the developments in industrial relations 
in Cambodia, see: Serrano, Melisa R. and Nuon, Veasna (2018). Unions and Development in Cambodia. 
Singapore: Friedrich-Ebert-Stiftung Office for Regional Cooperation in Asia. 
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イオンカンボジアの組織化 

 

組合が結成される以前から、すでにイオンカンボジアには労働法で義務づけられている職場代

表制度が存在していた。それにもかかわらず当初、組合の組織化は困難であった。 従業員の約

半数が、反組合的な感情を持つか、組合の結成や加入に対して恐れを抱いていたのである。  

 

しかし、カンボジアにおける困難な労使関係によって、残り半数のイオン従業員が組合主義に

対し積極的な見解を持つことは阻まれなかった。組織化を促進するため、日本のイオングルー

プ労連の指導者らが月に 1 度のペースでカンボジアを訪れ、イオン従業員向けの研修活動を行

った。こうした研修を通じて従業員は、カンボジアの労働法や労働安全衛生、職場代表の役割

や責任、日本の労使関係制度、協調的労使関係、特にイオンのスマートパートナーシップモデ

ルについて学んだ。労連は、研修活動の開催を支援し、中心的な組合オルグに知識と技術的サ

ポートを提供する現地顧問として、労使関係の専門家であるヌオン・リシー氏を雇った。組合

による研修活動は、イオンカンボジアの従業員に対し、組合主義に対する誤った認識を「捨て

去る」機会を与えた。結果として、同国でイオンが事業を開始して約 2 年後の 2015 年 11 月に、

カンボジア・イオンリテールワーカーズユニオン（CARWU）が結成された。組合員は従業員

の 70％で構成されている（本稿執筆時）。3 年後の 2017 年に団体協約が締結した。CARWU は

カンボジアにおける紛争の多い労使関係を考慮し、まずは独立労組として留まる選択を行った。  

 

団体協約締結までには約 1 年を要した。最初の 6 ヶ月間の交渉では、イオン基本理念や相互信

頼の構築を含め、主要な原則に関する議論と理解に焦点が当てられた。イオングループ労連は

団体協約のための定型枠組みを提起した。交渉の準備では、団体協約の内容にはさほど重きが

置かれず、団体交渉や、妥当かつ責任ある要求とは何か等について労働者に伝えていくことに

焦点が当てられた。UNI Apro がこうした研修活動の提供を行った。また CARWU は、交渉プ

ロセスで取り上げる従業員の要求を集めるための調査を実施した。組合のこの取組みは、組合

はいかにして組合員と従業員の積極的な関わりを団体交渉のプロセスに統合していくことが可

能か、という点を明らかにしている。 

 

団体協約によって、より良い労働条件および企業統治の一部における発言権を獲得したが、イ

オンモールとマックスバリュ店舗の間での福利厚生は異なるものとなった。イオンモールの従

業員が 1 日 1 回無料の食事が支給される一方、マックスバリュ店舗では 1 日 1.5 ドルの食事手

当が支給されるものの、この金額では十分な食事を賄うことはできない。またマックスバリュ

の労働者は移動の支援も受けていない。イオンのスーパーマーケットでは、GMS1 の従業員が

GMS2 に行く必要があれば、会社は移動支援を提供する。 

 

さらに、団体協約の規定の中には、その対象を組合員に限定しているものがある（割引購入な

ど）。2019 年 3 月に期限を迎えた団体協約では、組合事務所や組合活動のための休暇の支給は

規定されておらず、CARWU は次回の交渉ラウンドで議題とする予定だ。  

 
組合員数拡大のため、CARWU は毎月 GMS1、GMS2 およびマックスバリュ店舗での組織化活

動を開始している。組合は、2025年までに 250のマックスバリュ店舗を設置するという会社計

画について、組合員を増やす好機と捉えている。 
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スマートパートナーシップの推進  

 

イオンカンボジアの幹部74は、スマートパートナーシップは労使の相互信頼であり、ともに推

進していくものであると考えている。それは、事業や生産性を拡大し、顧客満足を高める上で、

組合が自身の役割を理解しているということでもある。これに関して経営トップは、経営が組

合に活動を許可すれば、従業員は会社の成長に貢献することができるという点を指摘した。  

 

イオンカンボジアでは、従業員が意見を表明する場が設けられている。組合の代表は月に一度

開催される労働安全衛生（OSH）委員会に出席している。また組合がこの委員会の取組みを始

めたということも注目すべきである。  

 

インタビューに応じた経営トップは、カンボジアのイオン店舗およびモールの労働安全衛生状

況の改善における CARWU の役割について認めた。筆者がインタビューした CARWU 指導者

は、労働安全衛生関連の課題と労働者からの提言について事例をいくつか紹介した。この課題

と提言については、組合が 2019年の第 1四半期に労働安全衛生委員会に提起し、経営側から対

応策が講じられている。（表 7） 

 
表 7：CARWU 労働安全衛生関連の課題とイオンカンボジア経営側による対応策  

CARWU が提起した労働安全衛生関連の課題 経営側の対応策 

マックスバリュ店舗では警備スタッフの労働時

間は21時で終了となっているが、これによって

21〜22時の間は労働者の安心安全が危険に曝さ

れている。 

21〜22 時の間もカバーされるよう、警備

スタッフの労働時間を早急に変更した。 

マックスバリュ店舗と GMS1ではレジ係のスペ

ースが狭く、フロアから何かを拾い上げなけれ

ばならない時に立つことがかなり難しい。 

レジ係の働く空間を配置し直し、必要なリ

フォーム作業を計画した。 

GMS1 のデリカゾーンでは電気配線の安全性の

問題がある。 
危険箇所を解決した。 

早朝時間帯に GMS1のデリカゾーンで不快な匂

いが残存している 。 

食品ラインの部門管理者が課題に対応し

た。 

GMS1 のデリカゾーンにおけるスタッフのユニ

フォームが汚れていることについて顧客から苦

情があった。 

 

GMS 1 では、650 人の労働者が全て 1 階にある

12 個のトイレ（男性用 6、女性用 6）を利用し

ている。高層階の従業員がトイレに行くまでに

時間がかかり、仕事場の人手に影響を与える。 

GMS1では、労働者が顧客用トイレを利用

できるようにした。 

GMS2は従業員向けのトイレを増設した。 

 

 
74 The top executives of AEON (Cambodia) Co., Ltd. inteviewed by the author on 1 March 2019 in Phnom Penh 
are the following: Ono Keiji, Managing Director; Tsugutoshi Seko, Administration General Manager; and Ms. Un 
Sopha, Admin General Manager and E-commerce Senior General Manager.  
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CARWU と労働職業訓練省（MOLVT）労働安全衛生局を通じて、特に倉庫部門で働く従業員

は、労働安全衛生について訓練を受けている。UNI Apro がクメール語に翻訳したマニュアル

「小売業のための労働安全衛生ガイドライン」も役立っている。  

 

加えて、中央労使協議会が定期的に開催され、イオンと CARWU を代表する労使それぞれ最大

10 人（イオン人事担当部長、ライン部長、CARWU 執行委員と 役員等）が出席する。 

 

また、個々の事業部門に特有の労働条件関連の案件について議論する事業部門労使協議も存在

し、販売活動に関わるあらゆる手段について意見交換をする場ともなっている。店長代理、ラ

イン部長、 人事総務部長、事業部門レベルのCARWU執行委員と職場代表委員の両者もしくは

何れか一方が出席する。 

 

定期的に開催される中央労使協議会では、イオン経営側は会社の財務報告、顧客フィードバッ

ク、顧客満足について労組と議論する。上田氏は、自身がイオンカンボジアの管理部長を務め

ていた期間中には、こうした定例会議において生産性の側面を強調しながら毎月の財務状況を

報告していたと述べた75。またこうした取組みは、生産性を高める上で労組が果たす役割に関

する経営側の認識から出発していると説明した。また同氏は、組合指導者が生産性の概念を理

解することは、クメール語で労働者たちに概念を伝えられるようにするために極めて重要であ

ると強調した。 

 

労使協議での情報共有は、労使間での信頼関係を構築する手段であり、イオンカンボジアの労

使関係を改善するのに寄与してきた。  

 

とはいえ、筆者がインタビューを行った組合指導者は76、 組合は企業の財政状況を分析するた

めの限定的な知識しか持ち合わせていない点を指摘した。  

従業員が意見を表明する制度として、店舗事務所には提案箱も設置された。 

 

筆者がインタビューを行ったイオンカンボジアの日本人幹部は、会社における現在の労使関係

に満足の意を表し、関係がさらに発展していくことを期待した。  

 

イオンカンボジアで発展してきたスマートパートナーシップは、良好な労働環境と労働条件に

寄与してきた。ウン・ソファイオンカンボジア総務部長兼Eコマース本部長は、離職率が 2014

年の 6％から現在の 3％に減少した一因として、イオンの良好な労使関係があると述べた77。関

連して、最初の団体協約が締結された当時のイオンカンボジア管理部長であった上田氏は、団

体協約がもたらした良好な労働条件によって従業員の退職が減少したことを強調した78。   

 

 

 

 
75 Interview on 12 April 2019, Chiba, Japan. 
76 The union leaders of CARWU interviewed by the author on 2 March 2019 in Phnom Penh are the following: 
Ruos Touch, President; Phann Phearun, General Secretary; and Roth So Cheata, Member of the Executive 
Committee and Organizing Unit. 
77 Interview on 1 March 2019, Phnom Penh, Cambodia. 
78 Interview on 12 April 2019, Chiba, Japan. 
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イオンカンボジアにおけるスマートパートナーシップの要素  

 

イオンカンボジアでは、経営側と CARWU の両者がスマートパートナーシップの構築にあたっ

てのそれぞれの役割を認識している。そしてパートナーシップを深めるためには共同の取組み

が必要であることを受け入れている。そのためには、パートナーシップツール（コミュニケー

ション、会社の財政状況を含む情報交換、教育・研修、信頼の文化、従業員や組合が意見を表

明する場、従業員や組合の意見の企業統治への統合、団体交渉、UNI Apro やイオングループ

労連など重要なアクターによる支援）を、継続的かつより集中的に活用することが求められる

だろう。こうしたツールが、現在イオンカンボジアで発展しているスマートパートナーシップ

の主要素となっている。  

 
 
 

2．イオンインドネシアにおけるスマートパートナーシップの推進 

 
イオンインドネシアは2015年５月にジャカルタで事業を開始した。インタビュー当時、会社は

2 つのショッピングモール―イオンモール BSD シティ（BSD モール）と、イオンモールジャカ

ルタガーデンシティ（JGC モール）で、600 人の労働者を雇用していた。 

 

JGC モールでは、労働者の 3 割が無期雇用社員、5 割が契約雇用社員、残り 2 割が現地の言葉

で「マガン」あるいは見習い、インターンと呼ばれる存在である。BSD モールでは、労働者の

半数が無期雇用社員、3 割が契約雇用社員、2 割が「マガン」である79。 会社は人件費削減のた

めマガン制度を利用している80。 

 

インドネシアの労働法（Law No. 13/2003）の下では、1 年間の延長を含めて契約雇用や有期雇

用では 3 年を超えることはできず、また有期雇用は特定の職に限って可能である（すなわち仕

事の性質上、一時雇用や季節雇用なのであり、会社の主たる事業活動において常時あるいは継

続的に雇用を必要としないもの）。イオンインドネシアでは、契約労働者は 9 ヶ月間働き、1 年

分の賃金を支給されている81。契約は 1 年の期間を定めて 2 回更新される。  

 

マガンもしくはインターン制度は、最終学年の生徒や職業訓練校（PKL）の 3 年生にとって、

教育課程の修了あるいは学位取得のために必須である。現在、インドネシア人材省による大臣

規則 No. 36/2016 がマガン制度を規定している。とりわけ、マガン参加者は、以下を含むイン

ターンシップ協定の適用対象となる。 (1)インターンシップ参加者の権利と義務、(2)インター

ンシップを実施する組織の権利と義務、(3)インターンシップ参加者が受け取る小遣い。また規

則では、会社は全労働者の最大 3 割にあたる数のインターンシップ参加者を受け入れることが

できると規定している。  

 

 
79 Interview with Rusli Pamungkas, President of the AEON Retail Indonesia Workers’ Union or SPARI (Serikat 
Pekerja AEON Retail Indonesia) on 24 May 2019, Jakarta, Indonesia. 
80 Interview with Toyofumi Kashi, President Director, PT. AEON Indonesia, 23 May 2019, Tangerang, Greater 
Jakarta, Indonesia. 
81 Interview with Eddy Effendy Irawan, Store Manager, JGC mall, 23 May 2019, Jakarta, Indonesia. 
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イオンインドネシアでは、約 6～7割のマガン参加者がほぼ高校にあたるレベルである。彼らは

無期雇用や契約労働者と同等の仕事をこなしているが、イオンインドネシアとの間に雇用関係

にはない。マガン参加者は半年間働くが、予想通り彼らの離職率は高い。  

 

マガン制度を大幅に利用することのマイナス面もある。菓子豊文イオンインドネシア社長は、

会社がインターン生に関わる苦情を顧客から多く寄せられるようになってきていることを指摘

した82。マガン参加者に最低限の研修を行う必要があるものの、彼らがイオンにいるのは一時

的であるため、こうした研修を受けることに難色を示しているのだ。マガンの非常に高い離職

率は、特にマガンが全労働者の 3 分の 1 を占め、無期労働者と同様の仕事をこなしているよう

な場合、会社の全体的な生産性に影響を及ぼす。組合委員長が指摘したように、マガン参加者

が時期を早めて会社を辞めた場合、業務の流れは支障をきたし、生産性にも影響を与えること

になる。  

 

インドネシアにおける組織化と労使関係 

 

インドネシアでは、労働組合法 No. 21/2000 によって、労働者は職場で組織化を行うことが許

可されている。労働組合は、認証を得るため人材省に登録をする必要がある。カンボジアと同

じく、組合結成には最低 10人の組合員が必要であり、これによって 1つの職場に複数の組合が

併存する事態を引き起こしてきた。多くの場合、本物の組合が現れることを阻止するために、

使用者自身が「御用組合」の設置に向けて出資し、援助している。複数組合主義は産業レベル

でも国レベルでも認められている。インドネシアでは使用者による組合忌避もはびこっている。  

 

インドネシアの組織率は低く留まっており、実際には減少すらしている。2005 年に行われた最

新の公式な組合調査では、雇用全体の約 3 割を占めるフォーマルセクターの組織率が 11％とな

っている83。この割合は KSBSI が引用した 2015 年の人材省のデータによると 6％まで下落し

ている84。人材省による労働組合員数に関するデータでは、2013 年の 340 万人から 2016 年の

270 万人へと組合員数の大幅な減少を示している。  

 

インドネシアの労働法は、労働者が集団で使用者と交渉する権利を保障している。交渉権を獲

得するために、組合は交渉単位の過半数の労働者を代表しなければならない（つまり、労働者

の 50%を超える組合員が加入する組合が団体協約を交渉することができる）。1 つの職場では 1

つの団体協約しか締結することはできず、協約の条項は、交渉を行った組合に加入している組

合員か否かを問わず、全ての労働者に適用される。  
 

 

 

 
82 Interview on 23 May 2019, Tangerang, Greater Jakarta, Indonesia. 
83 Ford, Michelle (2013). “Employer Anti-Unionism in Democratic Indonesia,” p. 3. Available at  

https://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/16293/2/Postprint_Employer%20Anti%20Unionism.pdf.  
The final, definitive version of this paper has been published as: Ford, M. (2013). Employer Anti-Unionism in 
Democratic Indonesia. In Gregor Gall, Tony Dundon (Eds.) Global Anti-Unionism: Nature, Dynamics, 
Trajectories and Outcomes. Bassingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 224-243. 

84 KSBSI (2017). Indonesia SDG Monitoring by Trade Unions, 9 June 2017. Available at  
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/hlpf2017-countrytemplate-indonesia.pdf.  

https://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/16293/2/Postprint_Employer%20Anti%20Unionism.pdf
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/hlpf2017-countrytemplate-indonesia.pdf
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イオンインドネシアにおける組織化  
 

2015 年に、イオンインドネシアの現地経営側はイオンリテール・ファミリーコミッティー

（ARFC）を設置した。ARFC の役員は経営陣と会社の上級役員（上級管理者レベル）であり、

この組織を後に組合へと移行させる構想であった。ARFC が存続していた期間には、本社の全

従業員と BSD モールおよび JGC モールの約 3 分の 1 の従業員が ARFC メンバーであった。イ

ンドネシア・イオンリテール労組（SPARI）が結成された時に ARFC は解散した。 

 

イオンインドネシアにおける組織化は、日本の経営側から支援を得ることができたものの、労

働者を組織化して組合登録を受けるまでには、ある程度の時間を要した。多くの労働者や現地

経営陣の一部が抱いていた、組合主義に対する否定的な見方に対処しなければならなかったか

らである。 

 

過去の好ましくない経験ゆえに、多くの労働者は組合に対して否定的な見方を持っていた。組

合が建設的な取組みを行えるという考えを持っていなかったのである。UNI Apro と SPARI が

行った組合主義およびスマートパートナーシップに関するオリエンテーション、研修活動を通

じて、組合に対する労働者の捉え方は徐々に改善し、ほぼ全ての無期雇用の従業員が組合員と

なり、契約労働者の中にも組合員となった者がいる。 

 

一方で、現地の上級管理者は、経営のパートナーとして、特に生産性の改善を達成していく上

で実際に積極的な役割を果たしていくことを組合に期待している。そのために組合は、組合員

の教育活動を強化し、若手従業員の中から指導者を育成していく必要があるだろう。会社の生

産性プログラムの作成・実施に組合が有意義に関与するため、SPARI は組合参加の場を上級管

理者に求めている。 

 

イオンインドネシアの労働組合は、2018 年に公式に組合登録された。JGC モールと BSD モー

ルのある 2 地区で組合登録されている。インタビュー当時、SPARI の組合員は 620 人であり、

そのうち 380 人が BSD モール（組合員の 8 割が無期雇用の従業員）、240 人が JGC モール（9

割の無期雇用労働者が組合員）であった。（ここで留意すべきは JGC モールの労働者のうち無

期雇用労働者は約 3分の 1しかいないという点である。）このことは、イオンインドネシアのほ

ぼ全ての無期雇用従業員が組合員であることを意味する。また、契約労働者で組合員になった

者もいる。 

 

今日まで SPARIは独立労組として留まり、インドネシアのいかなる既存の労連にも加盟してい

ないが、UNI Apro は SPARI への支援を継続している。インタビュー当時、団体協約はまだ交

渉されていない。 

 

スマートパートナーシップの推進  

 

スマートパートナーシップを推進するために、イオンインドネシアでは従業員と組合が意見を

表明するための仕組みと場が設置、運用された。その 1 つが毎月開催される中央労使会議であ

る。会議には、社長、本部長、支店長、人事部長、組合代表が出席する。通常議論されるテー

マは、会社の財政状況、昇給、賞与、福利厚生（食事など）、会社の将来的な発展計画などであ

る。インドネシアの労働法の遵守、労働基準を遵守しないことによる生産性への影響、労働者
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の要求といった論点も提起され、議論される。また組合は、従業員の要求や懸念（スペースが

小さい、トイレにソファが必要、社員の小旅行など）を会議に提出することができる。  

 

経営側は労使会議で組合に重要な情報を開示することで、いかにして生産性と販売実績を向上

できるかについて、組合が意見を提起できるようにしている。ラマダン月間中の会議は延期さ

れ、組合指導者が信仰上の儀式と義務を行えるようにしている。 

 

また組合は、従業員と直接コミュニケーションをとるため積極的にインドネシア語を学んだ菓

子社長に直接連絡を取り、懸念事項について意見を伝えることができる85。菓子社長は、スマ

ートパートナーシップを推進するためには会社経営陣と組合の定期的なコミュニケーションが

必要と考えている。そして効果的かつ有意義にこれを実践する第一歩が、現地の言葉を習得す

ることなのである。  

 

店舗レベル（BSDと JGC）でも、労使会議が毎月開催されている。この店舗レベル会議は、本

部経営陣と組合指導者の会議の前に開催される。支店組合の議長、支店長、ライン管理者がこ

の店舗レベル会議に出席する。 

 

組合が出席する店舗レベルの委員会が他にもある。人事部、組合代表、店長で構成される懲戒

委員会、非常事態委員会（災害、火災、地震など）などである。しかし本稿執筆時点では、会

社全体にも 2 つのモールにも、労働安全衛生委員会は存在しなかった。 

 

会社が新しい従業員を対象に行う 1 週間のオリエンテーションでは、組合が組合主義について

話す場が設けられている。また組合は、会社の新方針についての新入社員向けの研修実施にも

携わっている。会社は、組合役員が労働時間の一部を割いて新規組合員の勧誘を行うことも許

可している。実際に経営側は、2 週間に 1 度、勤務時間内に 2～3 時間、組合用務に使うことを

許可している。 

 

ルスリ・パムンカス SPARI委員長は、組合はスマートパートナーシップの意義を十分に理解し

ており、会社の生産性を向上させるために大いに貢献していると述べた。また組合は、社長が

組合に対し全面的な支援を行い、SPARI の成長を望んでいることを認識している。それゆえ組

合は、パートナーシップが機能するよう積極的に行動してきた。ルスリ委員長はいくつかの事

例を挙げた86。  

 

1. 組合は、従業員の生産性にプラスの影響を持つことを期待し、イオン基本作業手順（SOP）

マニュアルのインドネシア語への翻訳を提案した。翻訳は今年（2019 年）中に完了するこ

とが見込まれている。2020 年に会社は、店舗管理チーム（支店長とライン管理者）のため

の SOP も作成する予定である。 

 

2. ある月例労使会議の中で組合指導者は、契約労働者の契約終了に関し、法令違反となる可

能性があると経営トップの注意を促した。法律上、契約労働者には契約期間満了の 7 日以

上前にその旨を通知しなければならないことになっている。会議で言及された事例では、

経営側は規定の期間中に当該契約労働者に対して必要な通知を出していなかった。これに

 
85 Interview on 23 May 2019, Tangerang, Greater Jakarta, Indonesia. 
86 Interview on 24 May 2019, Jakarta, Indonesia. 
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より経営側は、この件について早急に対応することとなった。法令違反の可能性を防ぐた

め、会社は影響を受ける労働者の契約を 3 ヶ月間延長した（1 年契約の範囲内で）。それ以

来、経営側はこの労働法を遵守している。 

 

3. マガン参加者の仕事の質に関する顧客からの苦情が増えている状況に対応するため、特に

一定レベルのスキルを要する仕事や、顧客と対面で接客する仕事（レジ係や総菜セクショ

ンなど）については、マガンの割合を 2 割まで削減すること、そして顧客との接点を制限

するためマガンには裏方業務を割り当てることを組合が提言した。加えて組合は、マガン

参加者に社員と同じ研修を提供することを提案した。それ以来、マガン参加者は仕事を始

める前に研修を受けることとなった。さらに全てのマガングループには、メンターを行う

リーダー（無期雇用社員）がつくことになった。 

 

4. BSD モールから JGCモールへの人事異動によって生じた労働者の苦情に対し、組合は経営

側とともに対応した。もし対応せずに放置していれば、従業員のモラル、生産性、繋ぎと

めに深刻な影響を及ぼしえた案件である。このケースの解決策は、まず独身従業員あるい

は異動を希望する既婚従業員を異動の対象に選ぶということである。また会社は異動する

スタッフに対し、当該スタッフの半月分の賃金に相当する奨励金を一時支給した。 

 

加えて菓子社長は、組合のプログラムと研修活動、特にリーダーシップ研修は、将来的に経営

側の一員となる組合指導者に対し良質な研修を提供していると強調した。こうした組合の役割

は、イオンが中間管理職（支店長やライン管理者）の不足という問題に直面しており、会社側

が管理者教育を行えていないため、重要である。実際、毎年行われる従業員評価では、組合指

導者を務める従業員には加点されている。 

 

サリム氏によれば、2014 年以降、会社は毎年、適切な候補者との面接前に、昇級試験を実施し

ている。2018 年には組合指導者の半数が試験に合格した。同年、会社は店長と組合指導者を対

象にリーダーシップ研修を実施した。サリム氏は会社の生産性を向上させる上での組合の役割

を理解しており、この研修は組合指導者にとって重要なものであると強調した。例えば組合は、

会社の衛生管理改善プログラムに参加し、プログラムについて従業員の認識を高めていくこと

がでる。さらに組合は、他の小売業労組との交流を通じ（こうした交流は UNI Apro の研修活

動の中で行われる）、他社の小売慣行の好事例について情報収集を行うことも可能である。こう

した情報収集は会社の生産性を高めるのに役立つ。サリム氏は、組合が会社のパートナーとし

ての役割を理解していることを認めつつも、組合指導者は能力を向上させ、より積極的になる

必要があることを強調した。また、そのための方法の 1 つは、組合員である中間管理職が組合

において指導的地位を担うことだと考えている87。 

 

イオンインドネシアにおけるパートナーシップの要素とツール  

 

上述のように組合委員長が示した、従業員と組合が意見を表明する場と仕組み、そして組合の

取組み事例は、スマートパートナーシップがイオンインドネシアで成長し始めていることを示

している。組合がたった 1 年前（2018 年）に結成されたことを考えればこれは非常に大きな成

 
87 At AEON Indonesia, there are middle managers (M1, assistant manager) who are either union leaders or 
union members. Union membership is open to employees occupying positions G1 (general staff) to M1 
(assistant manager). Interview with Sudarmadi on 23 May 2019, Tangerang, Greater Jakarta, Indonesia. 
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果と言える。とはいえ、現地経営幹部と組合の間の信頼関係の発展を阻害している未解決の問

題も残っている。菓子社長によると、現地経営幹部は、日本人上級管理者の組合に対する寛容

さを理解していないという。これは、現地上級管理者の中には、組合との間に困難あるいは苦

い経験をした会社の出身者がいるためである。菓子社長は、組合に対して寛容になるよう、こ

のような管理者には教育が必要であると述べ、また組合に対しては同様に、体系的に思考し、

活動を計画し、内部コミュニケーションを確立できるよう、組合指導者の能力開発が必要であ

ると考えている。 

 

こうした課題があるものの、全般的に見れば、イオンインドネシアの労使関係は前向きなもの

である。菓子社長によれば、実際、1 年前（2018 年）より関係は改善しているという。会社側

と SPARIの双方が、年月をかけてパートナーシップが改善し続けていくことを期待している。

また、団体協約の交渉はまだ行われていない。組合委員長は、組合が交渉準備を始める予定で

あると述べた。これまで UNI Apro とイオングループ労連は、 交渉プロセスに対する支援を行

ってきた。 

 

イオンインドネシアの労使双方が、スマートパートナーシップを推進するため活用してきたツ

ールは何であろうか？それは、コミュニケーション、情報交換、教育と研修、従業員と組合が

意見を表明するための多様な場、従業員と組合の意見の企業統治への統合、そして重要なアク

ター（UNI Apro、イオングループ労連）による支援である。こうしたツールも、イオンインド

ネシアのスマートパートナーシップを推進する主要素である。 

 

 

 

3．イオン(M)とマレーシアのイオンビッグにおけるスマートパートナーシップの

推進 

 
現在、マレーシアには 2 つのイオン企業が存在する。AEON Co. (M) Bhd（以降、本稿ではイ

オンマレーシアと記載）と AEON BiG (M) Sdn. Bhd（以降、本稿ではイオンビッグと記載）

である。イオンアジアの本社もマレーシアのクアラルンプールにある。  

 

1984 年に、当時はジャスコという社名であったイオンは、マハティール・ビン・モハマド・マ

レーシア首相（当事）から同国の小売業近代化にむけた支援要請を受け、初の海外プロジェク

トであるジャヤ・ジャスコストアをマレーシアで始動した。1985 年に試験的店舗であるジャ

ヤ・ジャスコ・ダヤブミ店と、ジャヤ・ジャスコ・タマン・トゥン・ドクター・イスマイル店

が開店し、のちにさらに多くの店舗が開店している。2001 年のジャスコからイオンへの改名に

続き、2004 年にジャヤ・ジャスコは正式に社名をイオンへと変更した。 

 

一方、イオンビッグの前身はカルフールマレーシアである。イオンは2012年にカルフールマレ

ーシアとその子会社を買収し、全てのカルフール店舗をイオンビッグとして 商標変更した。 

 

インタビュー時、イオンマレーシアはマレーシア全国の 33 店舗で約 7,500 人の労働者を雇用

し、イオンビッグは約 1,200 人の労働者を雇用していた。   
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マレーシアにおける組織化と労使関係  

 

マレーシアでは1967年の労使関係法が、労働者が組合を結成・加入する権利を保障している。

一方で1969年の労働組合法は、労働組合の結成と運営の手続きに関する条項を厳しく定めてい

る。同じ業種、職業あるいは業界の、少なくとも 7 人の労働者グループは労働組合を結成する

ことができる。それゆえ労働組合法は、一般労組の結成は認めていない。労働組合員は、特定

の業界、組織、業種、職業の従業員に限られる。  

 

企業別労組の組合員は当該の組織・企業の従業員に限られる。つまり、ある企業の子会社や関

連会社の従業員は、当該企業の組合に加入することは出来ない。 

 

団体交渉を行うために労働組合は、従業員の過半数（50%＋1 人）を組織化した後に、使用者

から承認を得なければならない。 

 

マレーシアでは、組織化に関する制限の多い法的枠組みと、一部使用者が一般的に抱く反組合

的な考え方により、組合の成長は妨げられてきた。マレーシア労働組合会議によれば、同国の

労働者のうち組織化されているのは 9％に過ぎず、この割合が過去数十年間で上昇したことは

ないという88。  

 

イオンマレーシアにおける組織化  
 

ジャヤ・ジャスコがイオンに改名後、2012 年にイオンマレーシアで組合が結成されるまで約 8

年を要した。30 年前のジャスコ時代の組織化に際しての経営側と労働者の苦い経験89が、2004

年以降の組織化にとって大きな障害となっていた。特に現地の上級管理者と中間管理職、とり

わけジャスコ時代から会社にいた者たちが組織化に対して抵抗を示した。多くの労働者が組合

加入を嫌悪していたことも組織化にとって不利な条件であった。一方で、日本人の経営トップ

は、会社での組合結成に対して寛容であった。実際に鷲澤忍現取締役社長は、2015 年にマレー

シアに戻った際、イオングループ労連とともに、従業員と管理職に対して組合主義についての

オリエンテーションを行った。 

 

組合主義に対して反感のある一般的な状況を前に、UNI MLC はイオンマレーシアの労働者を

組織化する上で穏便な方法をとった。このアプローチには 2 本柱の戦略が含まれている。すな

わち、経営トップとの一連の対話を実施すること、そして労働者に対し、組織化キャンペーン

と組合教育活動を実施することである。UNI Apro は 2018 年 9 月以降、イオンマレーシアの組

織化プロジェクトを支援してきた。 

 

 
88 The Star Online (2012). MTUC: Only 9% of workers in Malaysia unionised. Available at 
https://www.thestar.com.my/news/nation/2012/02/12/mtuc-only-9-of-workers-in-malaysia-unionised. 
89  According to Datuk Mohamad Shafie BP Mammal, President of the UNI-MLC, the National Union of 
Commerce Workers, which is affiliated with the Malaysian Trades Union Congress, tried to organize Jusco about 
30 years ago. With only 60 to 70 union members, it tried to seek recognition from the Jusco management, and 
this provoked tensions between the union and management (Interview on 4 March 2019, Kuala Lumpur, 
Malaysia).   

https://www.thestar.com.my/news/nation/2012/02/12/mtuc-only-9-of-workers-in-malaysia-unionised
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2012年 5月 28日、ついにイオンマレーシア従業員労組が登録された。組織化対象となる 6,500

人の一般従業員（G1～G3 レベル）と管理者（J1 レベル）のうち、本稿執筆時の組合員数は

700 人である。しかし、組合結成によって現地上級管理者と組合の間に存在する緊張関係が解

消されたわけではなかった。モハメド・シャフィー・BP ママル UNI MLC 議長と玉井諭 UNI 

Apro 組織化担当部長 は、UNI MLC と UNI Apro が推奨する組織化モデル（図 4）、つまりデ

ィーセントワークの追求は労使間のスマートパートナーシップ構築と密接に連携しながら進ん

でいくことを伝えるため、一連の対話を通じて経営トップとの接触を継続した。この組織化の

目標は、イオン基本理念をそのまま反映するものである。2018 年のある対話と会議に際して玉

井氏は、小俣雅之イオンアジア管理本部長とポー・イン・ルー イオンマレーシア取締役 管

理本部長を UNI MLC 事務所まで連れていったこともある。UNI MLC と UNI Apro が開始し

た一連の労使対話および組合が推進する組織化モデルにより、現地上級管理者の組合主義に対

する懸念は徐々に解消し、2019 年 3 月 12 日には労使が共同でロードショーを展開した。前述

の通りロードショーは、イオン従業員に対してイオン行動規範や会社の利益、組織化、団体交

渉による便益について説明することを目的としており、新規組合員を勧誘する戦略でもある。 

 
図 4：UNI MLC のイオンマレーシアにおけるスマートパートナーシップ構想 

 
出典：UNI-MLC (2018). Organizing AEON BiG and AEON Co. in Malaysia. Power point 

presentation by Mohamad Shafie BP Mammal, AEON Group Union Global Network Committee 

meeting, 10 December 2018, Tokyo, Japan. 

 
 

日本のイオン本社による、組合設立の推進にむけた取組みもある。共に組合経験を有する小俣

氏と西川聡イオンマレーシア人事副部長は、組合設立を支援するためイオンマレーシアに派遣

された。実際、2 人の日本人幹部がイオンマレーシアに派遣されてから、労使間の良好な連携

が社内に育ち始めたと言えるだろう。西川氏によれば、団体交渉を行うのに必要な承認を得る
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ために組合が過半数組合員を獲得することを、人事部トップが支援しているという90。ファル

ハ・ビンティ・マット・スード・イオンマレーシア従業員労組委員長は、西川氏と小俣氏が会

社に来るまで、マレーシア人の管理職、店長、従業員は労働組合に対して悪い印象を抱いてい

たと述べた91。  

 

今日にいたるまで、イオンマレーシアではまだ団体協約が締結していない。協約交渉のための

承認を得るために、組合は 4000 人の労働者を組合員名簿に登録する必要がある。 

 

イオンビッグにおける組織化  

 
イオンに買収される前にカルフールでは組合が組織化されており、1,800 人の組合員が存在し

た。2012 年にイオンがマレーシアのカルフールを買収した際、会社再建や財務状況の改善、企

業風土の変更など、会社は無数の問題に直面せざるを得なかった。こうした難題を抱えた当時

の中田氏は、会社の業績が改善し、他の問題に対応し終えるまでの間、組合承認を延期するよ

う要求した92。同時に、マレーシア人の幹部および幹部補佐には、過去の組織化に関する苦い

経験を踏まえ、組合結成に対して強い抵抗感があった。こうしたことが要因となり、UNI 

MLCが着手したイオンビッグにおける組織化は困難なものとなった。シャフィー氏は当時を振

り返り、経営側は、オルグと疑わしき人物を会社の敷地から退去させるよう警備員に指示を出

していたと述べた93。そのため、組合員の勧誘は店舗の敷地外で行われることとなった。さら

に、イオングループ労連の支援を受けて UNI MLC はスマートパートナーシップについての研

修を行った。2014 年に組合が行った承認要求は、経営側に拒否された。現地経営側が組合への

強烈な抵抗を示したのである。シャフィー氏は、イオンビッグ経営側との対話を持つため、ク

リストファー・ウン UNI Apro 地域書記長（当時）の援助を求めた。  

 
イオンビッグにおける労使関係改善の転機となったのは、シャフィー氏が率いる UNI MLC が

ウン UNI Apro 地域書記長の支援の下、中田氏との間で一連の対話と会議を開始したことであ

る。加えてシャフィー氏は、イオン本社の日本人幹部の支援も求めた。UNI MLC が提唱する

スマートパートナーシップのモデルは、イオンのスマートパートナーシップモデルを大いに反

映したものであることについて、中田氏は徐々に説得されていった。結果として中田氏は、

UNI MLC によるロードショーの取組みを支援する決断を行い、従業員に対してはロードショ

ーに参加するよう指示を出すまでに至った。事実、後のロードショーで使用されることになっ

た中田氏とシャフィー氏の動画によって、従業員のロードショー参加が増加した。またシャフ

ィー氏は、月例の店長会議にも招待された。中田氏は、一連の会議を通じて自身とシャフィー

氏の間に築かれた良好な人間関係は、会社の労使関係が向上する重要な要因であったと述べた
94。中田氏は、ウンUNI Apro地域書記長（当時）と玉井UNI Apro組織化担当部長とも良好な

 
90 Interview on 4 March 2019, Kuala Lumpur, Malaysia. 
91 Interview on 5 March 2019, Kuala Lumpur, Malaysia. 
92 Interview on 16 April 2019, Chiba, Japan. Nakata returned to AEON in Japan in 2016. 
93 Interview on 4 March 2019, Kuala Lumpur, Malaysia. 
94 Interview on 16 April 2019, Chiba, Japan. Nakata added that at his present company, AEON Market Co., Ltd. 
where he is the Senior General Manager in Operation and Marketing, a labor-management consultation 
meeting is held every month. The union representatives bring workers’ voice, based on the survey they conduct, 
to this meeting. 
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関係を持っていた。中田氏は 2016 年にイオン本社より帰国要請を受けた。2016 年より後任と

して増田正良氏がイオンビッグ社長に就任した。  

 

今日まで、イオンビッグには 2 労組が存在する。イオンビッグ従業員労組およびイオンビッグ

管理職労組であり、それぞれ 2013 年 6 月と 2014 年 6 月に登録された。本稿執筆時、前者には

G1から G3（一般職）と J1（管理職）に属する 1,206人の従業員のうち 599人の組合員が加入

している。一方、後者は中間管理職で構成される 219 人の組合員が加入している。UNI MLC

は 2労組において任意の承認を得て、各労組は 2017年に会社との間に団体協約を締結した。両

協約は 2020 年に期間満了を迎える。 

 

スマートパートナーシップの推進   
 

イオンマレーシアとイオンビッグでは、特にマレーシア人の経営幹部の間で反組合感情が広が

っていたものの、日本人の幹部および管理職は、特に組合と現地幹部（店長を含む）の間の良

好な労使関係の構築について、組合を大いに支援していた。今なお真剣な取組みを要するもの

の、2 企業における今日の労使関係は、過去数年間と比較すればはるかに良好である。 

  

イオンマレーシアでは、鷲澤忍社長が幹部に対してマレーシアの労働法および労働組合の役割

について説明を行っている95。鷲澤社長は、店舗レベルで実際に何が起きているのかを把握す

る情報源あるいは情報ルートとしての労働組合の重要な役割について認識している。35 の店舗

を管理するにあたっては、組合のこの役割は非常に重要である。西川氏と小俣氏にとって、ス

マートパートナーシップとは労使間の協調と対等なパートナーシップであり、企業の持続可能

性にとって鍵となるものである96 。西川氏は、労使間の情報共有はスマートパートナーシップ

の重要な要素であると考えており、また同氏は、組合の存在が経営側の不正行為を抑制すると

述べ、これを組合の「監視」役割と表現した。 

 

スマートパートナーシップにおける組合の役割 

 

増田イオンビッグマレーシア社長は、労使間のコミュニケーションおよび情報ルートとしての

組合の役割に関する鷲沢氏の考えに同意を示した97。増田氏は、組合から多くの重要な情報を

得ることができたと述べた。例えば、イオンビッグが組合から得た情報は、会社が内部昇進制

度やキャリア開発プラン（CDP）を構築する上で役立った。こうした制度が確立する以前のイ

オンビッグには基本的な賃金スキームが欠如しており、15 年勤務していても新入社員よりも低

い賃金しか受け取っていない従業員が存在していた。内部昇進制度では、試験に合格した従業

員には内部昇進認定証が授与され、昇進は試験結果と CDP に基づいて行われる。注目すべき

は、CDP は労使の数度にわたる会議の成果であるという点だ。 

 

また増田氏は、多くの従業員が、それぞれに独自の専門用語や小売業界用語を持つテスコや他

のスーパーマーケット出身であるということを、組合から学んだ。従業員からの豊富な情報を

もとに増田氏は、小売業界で使用される専門用語を規格化・統一し、従業員の自己成長のため

に「イオンビッグ標準用語」を策定した。 

 
95 Interview on 4 March 2019, Kuala Lumpur, Malaysia. 
96 Interview on 4 March 2019, Kuala Lumpur, Malaysia. 
97 Interview on 4 March 2019, Kuala Lumpur, Malaysia. 
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増田氏は、組合は会社の行動規範を従業員に教育することで、従業員の間で規律を励行するこ

ともできると述べた。   

 

UNI MLC がイオンビッグとイオンマレーシアで開始し、マレーシア全域で実施されているロ

ードショーは、スマートパートナーシップを推進する上で良い戦略であり、労使連携の一形態

となっている。ズルカールニアン・アフィン・イオンビッグ管理職労組委員長とアムル・アリ

フィン・アーマンド・イオンビッグ従業員労組委員長は、ロードショーによって労使間でより

深い関係性が生まれていると考えている98。ロードショーは、新規組合員を勧誘する上で組合

にとって有益であるのみならず、小売業における高い離職率を考慮した際、良い使用者として

自らを発展させる上で会社にとっても有益である。  

 

ロードショーは通常、2つのセッションで構成され、1日あたり 3時間を要する。セッションで

はイオン行動規範、従業員の利益、組織化、団体協約の利益について話される。イオンビッグ

では 2 労組の各 2 人の役員（合計 4 人の組合役員）がロードショーに関わっている。この時、

組合指導者は完全な休暇を得ており、ロードショー実施期間中の賃金は会社から支払われてい

るのである。UNI Apro が交通費と宿泊費を負担している。  

 
上記を踏まえて増田氏は、会社の業績を改善し、イオンの「人間を第一に尊重する」基本原則

を実行する上で組合が果たしうる重要な役割を、部長や店長が認識する必要があると考えてい

る。中田氏が述べたように、組合が結成した後に会社の業績は少しずつ改善した99。  

 
イオンマレーシアとイオンビッグでスマートパートナーシップを推進するツール  

 
近年イオンマレーシアとイオンビッグにおいて労使関係が改善してきた一方、スマートパート

ナーシップ推進のためには労使双方のさらなる努力が必要である。そのために、パートナーシ

ップや、従業員・組合が意見を表明する多様なツールが積極的に活用されてきた。  

 

イオンマレーシアで活用されているツールには以下のものが含まれる。  

 

1. 従業員と組合が意見を表明するための仕組みと場 

a. 中央労使協議会。社長、人事部長、事業部長、営業部長、組合委員長、組合副委員

長、組合事務局、組合地域支部代表で構成され、生産性や会社の業績について議論

される。 

b. 店舗レベルで月例の福利厚生会議が開催され、経営状況や労働条件について議論さ

れる。労働者はこの会議に問題を提起することができる。労働者がこの会議で提起

した課題や問題に対して経営側が対策を講じなかった場合、労働者は組合や UNI 

MLC に相談する。UNI MLC は直接労働者と接触して労働者の懸念をイオンマレー

シアの日本人幹部に提起することができる。多くの事例で日本人幹部は、労働者が

提起した問題について調査を実施後、対応を行ってきた。  

 
98 Interview on 5 March 2019, Kuala Lumpur, Malaysia. 
99 Interview on 16 April 2019, Chiba, Japan. 
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c. 毎年、日本のイオン本社が従業員満足に関する調査を直接実施している。イオンマ

レーシア社長が定期的に店舗訪問を実施し、調査結果について中間管理職と意見を

交わしている。 

d. 月に 2～3 回、日本人管理者が店舗を訪問している。  

e. いかにして顧客満足を向上させるかについて、従業員から意見を引き出す。 

2. より頻繁で定期的な対話とコミュニケーション 

3. 経営側と従業員、組合と経営側の間でそれぞれ情報共有を行う。共有される情報としては、

とりわけ会社の方針や将来計画、生産性の数値などが含まれる。 

4. 経営側、従業員、組合に対してスマートパートナーシップについての継続的な教育を行う。  

 

一方イオンビッグでは、次のようなパートナーシップツールがある。  

 

1. 従業員と組合が意見を表明する場所 

a. 必要に応じて臨時に開催される労使間の専門会議 

b. 人事部長と組合の定期的な会議 

c. 組合と日本人幹部の直接コミュニケーション 

d. 社長が店舗を訪問し、従業員と談話を行う年に 2 回の「Tea Talk」 

2. 会社の収益と業績についての情報を含む、労使間での情報共有 

3. スマートパートナーシップおよびイオン行動規範に関する教育と研修 

4. 従業員満足を獲得し、労使の信頼関係を構築する手段としての団体交渉 

5. ロードショー 

  

シャフィー氏によると、2017 年に締結した団体協約は、昇給について規定していなかった。

（昇給は個人目標と関連しているが、毎年、賃金や賞与を見直す団体協約の規定がある）それ

にもかかわらず社長は 6 ヶ月後の昇給を約束した。約束は履行され、従業員の賃金は 8～10％

上昇した。  

 
要約すると、イオンマレーシアとイオンビッグの双方においてスマートパートナーシップを

徐々に推進するために活用されてきたツールは、程度の差はあれ、以下のものが含まれる。コ

ミュニケーション、情報交換、教育と研修、従業員と組合が意見を表明するための多様な場、

従業員と組合の意見の企業統治への統合、重要なアクター（UNI MLC、UNI Apro 、イオング

ループ労連など）による支援。  

 

 

 

4．イオンベトナムにおけるスマートパートナーシップの推進100 

 

イオンベトナムの本社は 2012 年に設立された。この頃、イオンベトナムは約 30～40 人の現地

従業員を雇用し、そのほとんどが管理職や事務職員であった。最初のイオン店舗は 2014年 1月

にオープンしている。現在イオンベトナムでは 4 店舗と本社を構え、全国で約 2,400 人の労働

者を雇用しており、1 店舗あたりの労働者は 400～500 人である。  

 
100 Only the union officers of the AEON Vietnam Trade Union were interviewed in Ho Chi Minh City.  

Representatives of the top management of AEON Vietnam Co., Ltd. were not available for the interview.   



55 

ベトナムにおける組織化と労使関係 

 
ベトナムの労働法は、組合を結成する場合には会社設立の日から 6 ヶ月以内に暫定組合を結成

することを義務づけている。  

 

1990 年の労働組合法に取って代わった 2012 年の労働組合法が、ベトナムの労働者が労働組合

を結成・加入し、組合活動に参加する権利を規定している。ベトナムでは、労働組合は同国の

政治体制の一部を成しており、組合の組織と運営は、ベトナム労働組合憲章101、ベトナム共産

党の政策、各法律に準拠したものでなければならない。  

 

使用者は法律に定められた労働組合の地位を認め、要求があれば組合結成を支援し、労働組合

が機能するよう設備を提供しなければならない。労働組合には、会社が労働法規に合致してい

るかをチェックする権限がある。公的部門であれ民間部門であれ、会社は 労働組合基金への拠

出が求められている。拠出額の割合は人件費の 2％相当である102。 

 

同様に2012年の法律は、調和のある進歩的で安定した労使関係を構築するため、労働組合と国

家、諸機関、組織、会社の間の協力的な協調関係について規定している103。  

 

労働組合の組織体制には、ベトナム労働総同盟（VGCL）やあらゆるレベルの労働組合が含ま

れる。国家機関、政治組織、社会政治組織、社会政治専門機関、社会的専門組織、ユニット、

企業、従業員を抱える各種組織、外国の諸機関・組織、在ベトナムの国際組織等において、労

働組合は設立されている104。 

 

ベトナムでは、企業内に労働組合が組織されている場合に団体協約が締結される。企業内部に

労働組合が存在しない場合、使用者と上位レベルの労働組合の間で団体協約が締結される。団

体協約には 1～3年の期限を設けることができるが、使用者が初めて団体協約を締結する場合に

は、期限を 1 年未満にすることもある。 

 
イオンベドナムにおける組織化と団体交渉  

 
現在までベトナムには 4 つのイオン労組が存在し、そのうち 2 つはホーチミン市（HCMC）、1

つはハノイ、1 つはビンズオンにある。 

 

組織化にとって望ましい法的枠組が存在するベトナムにおいては、イオンベトナムでの組合結

成はほぼ自動的に円滑に行われた。実際、イオンベトナム労働組合は、本社が設立されたのと

同じ 2012年に結成された。組合はホーチミン市第 2地区の労働連盟（FoL）に加盟している。

 
101 For a full text of the Charter, see:  

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/94503/128468/F448597516/VNM94503%20Eng2.pdf.  
102 Russin and Vecchi (2014). Vietnam: Setting up and operating in Vietnam-Part 11-Employment law. Available  

athttp://www.mondaq.com/x/339044/Inward+Foreign+Investment/Setting+up+and+operating+in+Vietna
m+Part+11+Employment+law.  

103 Vietnam Law and Legal Forum Magazine (2012). Law on Trade Union. Available at  
http://vietnamlawmagazine.vn/law-on-trade-union-4046.html.  

104 ibid. 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/94503/128468/F448597516/VNM94503%20Eng2.pdf
http://www.mondaq.com/x/339044/Inward+Foreign+Investment/Setting+up+and+operating+in+Vietnam+Part+11+Employment+law
http://www.mondaq.com/x/339044/Inward+Foreign+Investment/Setting+up+and+operating+in+Vietnam+Part+11+Employment+law
http://vietnamlawmagazine.vn/law-on-trade-union-4046.html
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地区レベルの FoL 労組が企業設立時に組合結成を管理している点に留意すべきである。次の図

5 は、ベトナムにおける組合がどのように体系化されているかを示している。  

 
図 5：ベトナムにおける組合の体系 

 
 
労働組合の執行委員会は、委員長、副委員長、各支部労組代表で構成される（各イオンモール

や店舗は支部労組を持つ）。執行委員会の役員は 5 年の任期となっている。ホーチミン市のイオ

ン労組は、民間小売業の 13～14 の職場労組で構成されるベトナム商業労組ネットワーク

（VCN）と非公式のつながりがある105。VCN の設立は 2010 年に UNI Apro が主導した。当

時、ベトナムの商業部門労組を積極的に代表する全国的な組合が存在していなかったのである。  

 

本稿執筆時点でベトナムのイオン全店舗と本社における組合員数は、従業員 2,400 人のうち

2,300 人である。  

 

ホーチミン市のイオン労組が結成される前に、UNI Apro と VGCL 役員は暫定労組役員に会い、

今後にむけて成すべき事を説明した。創設時の組合委員長は研修を受け、さらなる研修のため

にマレーシアまで渡った。後に暫定労組は民主的な選挙を実施した。  

 

最初の団体協約は2018年初頭に締結された。無期限の団体協約である。団体協約の締結を要求

したのは組合側である。インタビューを行った組合役員によると、交渉は円滑に行われた106。

労使は協約の中に多くの手当を盛り込むことに合意し、中には報奨金が非課税扱いとなるもの

もある。団体協約の成果には、全従業員への 13 ヶ月目の給与、一般職員への 14 ヶ月目の給与、

チーム育成費用、賞与（固定額ではないもの）、勤続 5 年以上の従業員を対象とした追加の休暇、

その他の法定外手当などが含まれる。  

 

最初の団体協約には期限がなかったものの、2 回目の団体協約が 2018 年末に締結され、さらに

メリットが強化されている。 

 
105 According to Alice Chang, UNI Apro Director for Commerce, VCN is planned to be set up as a national industry 
union. It may be part of an existing union, but prefers to be an independent industry union. (Interview on 21 
May 2019, Ho Chi Minh City, Vietnam.) 
106 Phan Duc Thong and Phan Le Ba Phong, President and Vice President, respectively, of the AEON Vietnam 
Trade Union, who were interviewed on 21 May 2019, Ho Chi Minh City, Vietnam. Phan Duc Thong later resigned 
as union president.  
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スマートパートナーシップの推進  
 

インタビューを行った組合指導者は、イオン基本理念を認識していると述べた。毎年こうした

理念についての説明は、新入社員への会社オリエンテーションのプログラムの一部として、繰

り返し実施されている。組合指導者らは、イオン経営陣は従業員を尊重していると述べた。 

 

会社は労働組合の活動を推進している。組合は新入社員向けのオリエンテーションに参加し、

通常新入社員は組合に加入している。しかし組合指導者は、実際には組合が企業統治（会社の

業績、給与の決定など）には参加していないことを明らかにした。 

 

四半期ごとに労使会議が開催され、経営トップも出席している。この会議の中で、組合は従業

員の重要な課題である、低賃金の問題を提起したことがある。人事部長は昇給を支持する確か

な裏付けを求めたが、組合は要求された情報を持っていなかったため、証拠を提出することが

できなかった。イオンベトナムでは、会社方針として、組合は初めに関連部署に問題提起しな

ければならない。関連部署が問題に対応できなかった時に初めて、組合は経営トップに直接持

ちかけることができる。しかし組合はいまだ一度も、未解決の課題を経営トップに持ちかけた

ことはない。組合役員は、経営のパートナーとして認められるほどに組合が強くないことを認

めた。また、経営も同じように考えており、労働組合は能力開発をする必要があると主張した。

組合指導者の一人は、組合役員は会社から給与を支払われているため「会社に従属的な」思考

をしてしまうのだと述べた。組合役員は自らのことを、経営と交渉し、経営側に労働者の課題

に向き合わせるような対等な立場にあると考えていないのである。こうした従属的メンタリテ

ィによって、組合役員の自律的な行動が抑制されているのである。  

 

組合指導者はイオン経営と関わり合うための組合能力の限界を認識しているものの、長年継続

している従業員の離職問題に対応するための重要な情報を、組合が会社側に提供してきた事例

もある。イオンベトナムの一般職員や下位レベル販売員の離職率は、年間 60～70％と非常に高

くなっている。組合は従業員に離職を希望する理由を尋ねたのである。そこで挙げられた理由

には、低賃金（基本給 450 万ベトナムドンに、食事手当、燃料手当、危険労働手当、実績手当

などの手当が付与される）、従業員宅からモールが遠い、長時間労働（週 48 時間）などがあっ

た。組合指導者は、全ての手当をあわせても、イオン従業員が得ている平均手取額は他の小売

業労働者が得ている額よりも少ないと説明した。イオン従業員は、ストレスの多い労働環境に

も不満を述べている。また昇進機会は多いものの、それらは概して上位レベル従業員のための

ものであり、上位レベル従業員よりも仕事量の多い一般職員のためのものではない。  

 

イオンは賃金の年功制をとっておらず、2 年勤続の従業員も新入社員と同様の賃金を支給され

ている。組合は低賃金の問題を人事部にかけあったが、対応はなされていない。インタビュー

を行った組合役員は、人事部は経営トップに持ち上げるべき労働者の問題をふるいにかけてい

るのだろうと語った。組合は日本人の経営側に直接問題を提起できるにもかかわらず、それを

躊躇している。実際、組合指導者はイオン経営側に要求を出すことを控えているのである。 

 

アリス・チャン UNI Apro 商業部会担当部長は、イオンベトナムにおける労使パートナーシッ

プは店舗レベルではよく運用されていると説明した107。店舗レベルでは、労働者は店長との直

 
107 Interview on 21 May 2019, Ho Chi Minh City, Vietnam. 
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接的なつながりがあり、また組合指導者としての経験を持つ店長もいる。 組合指導者も店長と

の交流がある。全ての支店で店舗レベルの職場代表がいる。 

 

従業員と組合が意見表明をする別の仕組みとしては、会社の「倫理メールホットライン」があ

る。問題を抱えた従業員は、人事部の専用アドレス（staffhotline@aeon.com.vn）にメールを

送ることができる。人事部は、従業員から提起された問題や懸念に対してどのように対応した

かについて、日本の本社に結果を連絡することが求められている。通常、苦情はベトナム国内

で対応される。倫理メールホットラインを、不満を述べるために使った従業員もいる（チーム

リーダーからの不当な扱いを受けたことについてなど）。しかし経営側は、倫理メールホットラ

インを通じて寄せられた従業員の苦情を組合に知らせていない。この状態に対応するために組

合は現在、従業員の苦情を受け付ける独自のウェブサイト「組合ホットライン」を準備してい

るところである。この組合ホットラインは、2019 年の第 3 四半期に開始予定である。 

 

加えて組合指導者は、全従業員がアクセスできるウェブサイト（ https://aeon-

ethics.secure.force.com/）を通じて日本のイオン本社に直接連絡をとり、懸念や苦情を伝える

ことができるイオンのグローバル倫理ホットラインについても述べた。  

 

組合が直面している課題  

 

前述の通り、スマートパートナーシップの主要素の 1 つは、強力で独立した、自信に満ちた組

合の存在である。インタビュー時、組合指導者も認めたように、こうした組合の資質はまだ発

展していなかった。組合にとって好ましいベトナムの環境を考えると、イオン労組は強力で独

立した組合へと発展していく可能性が十分にある。組合指導者は、能力開発を行うとともに自

信を培う必要もある。ここでベトナム商業労組ネットワーク（VCN）の役割が重要になってく

る。イオン労組指導者は、指導者向けの研修など VCN が実施する様々な研修活動に出席して

いる（カリキュラムは 4 労組合同で開発された）。  

 

アリス・チャン UNI Apro 商業部会担当部長によれば、UNI Apro は VGCL と連携し、商業部

門のための VCN の活動を実施している。UNI Apro はスキルアップを中心とする VCN の研修

活動に資金を提供している。VGCL の組織局および労使関係局の代表が研修に招待されている。 

 

VCN の一員であることを通して、イオン労組は商業部門の他労組との間で協力・連携し、知識

を共有し、情報交換を行う機会をもつことができる。毎年 VCN は、団体協約について各労組

が情報共有する会議を実施している。さらに、過去 6 ヶ月の間に、訪越したイオングループ労

連の役員がイオンベトナム労組の指導者らと会い、指導者向けの研修を実施してきた。VCN や

イオングループ労連による研修活動への出席は、イオンベトナム労組の指導者が能力を開発し

自信を培っていく手段の 1 つである。 

 
インタビュー時、組合指導者は専従の組合職員を持つことを検討していた。5 つの支部労組を

管理しながら、同時にイオンでフルタイムの仕事をこなすことが困難になってきていたためで

ある。会社から付与された休暇を、VCN が実施する研修への出席も含め組合の仕事に使用しな

ければならないことを、組合指導者は残念に思っていた。労働組合法が、組合活動に参加する

従業員に休暇の権利を与えているにも関わらず、このような状況になっているのである。イオ
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ンベトナム労組は、イオン経営トップにこの問題を提起すべく、イオングループ労連に支援を

求めた。労連はこの問題を経営側に提起する事を約束した。 

 

イオンベトナムにおけるパートナーシップのツール 

  
先の議論から、イオンベトナムにおけるスマートパートナーシップは、組合に限って言えば、

初期段階にあるのは明らかである。既存の組合は、スマートパートナーシップを推進する上で

重要な要素である、強力で、独立した、自信のある組合へと変化すべく、時間をかけて取組ん

できた。 

 

とはいえ、多くがまだ完全には発達していないものの、いくつかの重要なパートナーシップの

ツールがすでに存在している。研修・教育、団体交渉、従業員と組合が意見を表明する場（労

使会議、倫理メールホットライン、組合ホットライン）、重要なアクターによる支援（VCN、

UNI Apro 、イオングループ労連等）などである。 

 

 

 

5．イオン華東におけるスマートパートナーシップの推進 

 
イオンは 2012 年に華東での事業を開始した。イオンは 10 年前に上海で事業を開始したものの

数年後に廃業している点には留意すべきである。呉中店は、蘇州に設立された最初の総合スー

パー（GMS）である。郊外におけるイオンモールの設立もイオンのビジネスモデルの一部であ

る。蘇州には多くの製造工場が存在しており、事実、蘇州と上海には日本の製造業の長い歴史

がある。 

現在、イオン華東には 5つのGMS（呉中店、園区店、新区店、杭州店、南通店）と、蘇州に専

門店が 1 店ある。全店で 1000 人のフルタイムおよび 400 人のパートタイム労働者を雇用して

いる。労働者は比較的若く平均年齢は 30 歳である。 

イオン華東は、2025 年までに GMS を 5 店舗から 20 店舗に増やす計画である。  

 

中国における組織化と労使関係  

 

中華人民共和国の工会法（労働組合法）は、25 人以上の従業員がいる場合、企業別労働組合の

設立が許可されなくてはならないと規定している。従業員数が 25人未満の場合、労働者は独自

に基層工会（企業別労組）を設置することもできる。全ての企業別労組は、国内で唯一法的に

許可された労働組合であり、中国共産党が主導する中華全国総工会（ACFTU）の一員である。  

 

レストによると、大抵の場合、国内企業よりも外資系企業の方に組織化の圧力がかけられると

いう。レストは次のように説明している。「その理由として 2 つの側面がある。まず中国には競

争力ある賃金を提示する膨大な数の外資系企業が存在しており、結果として外資系企業から

ACFTU に比較的高い上納金が払われるからである。しかし、外資系企業には従業員を西欧化

してしまうリスクがあると認識されている。組合設立はこの西欧化に対抗する手段とみなされ
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ており、企業別労働組合は中国共産党が中国の労働者との接触を保ち続けるためのチャンネル

としての働きをしているのである。」108 

 

工会法の下では企業別労組が設立された場合、使用者は労働者の賃金総額の 2％相当分を

ACFTU に支払う義務を負う。これは、スタッフ教育、勤務時間外の職業訓練、企業と国家の

財産保護、そして「『合理的な』提案の申入れと技術革新」等、従業員と各組合の活動を支援す

るための費用となる109。レストは次のように指摘する。「企業別労組がひとたび設立されると、

労働者ではなく会社自身が企業別労組の運営について大部分の決定を行うため、結果として多

くの場合、労働者の懸念事項は交渉の場に上げられずに終わる。こうした問題が、中国におい

て労働者が独自に組織化しストライキを行う傾向の一因となっている。」110  

 

団体交渉と労働協約の締結は中国の国内法で保護・保障されている。しかし、こうした法律は、

団体交渉のプロセスおよび両当事者の権利と義務について規定する詳細な規則を欠いている。 

 

工会法は、組合員がストライキを行う権利について何も規定していない。とはいえ、中国は近

年、増加する労働者の暴動に直面している。事実、以前は大部分が製造業や建設業に限定され

ていた山猫ストが、2016 年には小売業やサービス業にまで広がり、小売業ではストライキ件数

が倍増した111。 

 

イオン華東における組合代表と団体交渉  

 

イオン華東工会は、イオン華東が設立された 2 年後の 2015 年に結成された。工会法に従い、

ACFTU 呉中支部は、少なくとも 25 人のフルタイム従業員が企業別組合結成の意思を示した場

合、組合を設立しなければならない旨を会社に通知した。現在、イオン華東では1000人のフル

タイム従業員全員が組合員となっている。パートタイムの従業員は組合員ではない点に留意す

べきである。 

 

組合の設立過程において、会社はウェイン・グアンを組合委員長に指名した。5 人の委員から

なる役員委員会も設立された。委員長と委員の任期は5年である。役員委員会の委員はACFTU

が選出する。委員長の選挙はグアン氏の任期が終了する2020年に実施予定である。アガサ・デ

ィン副委員長は、2017 年から役員委員会の委員となっている。 

 

中国の工会法には交渉過程に関する明確な規定はないが、労使は団体協約の締結に合意した。

団体協約の中には、とりわけ次の追加条項が存在する。(1)組合役員には、組合の仕事を行う日

が毎月 3 日間与えられる。(2)本社事務所で行われる労使対話に出席するため、組合役員には 3

ヶ月に一度の組合休暇が与えられる。(3)店舗レベルの労使対話に出席するため、組合支部役員

には月に一度の組合休暇が与えられる。(4)CCTV カメラのないエリアに全店舗での意見・苦情

ボックスを設置する。  

 
108 Wrest, Samuel (2017). Trade Union Law and Collective Bargaining in China. China Business Review, 21 April 
2017, not paginated. Available at https://www.chinabusinessreview.com/trade-union-law-and-collective-
bargaining-in-china/. 
109 ibid, not paginated.  
110 ibid. 
111 ibid. 
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スマートパートナーシップの推進 

 

山下悟イオン華東社長は、顧客満足を獲得するためには従業員満足を獲得する必要があると言

う112。加えて、従業員の意見は品質と生産性のために重要であると述べた。これが、2018年に

職場改善活動プログラムをイオン華東で開始した主な理由である。職場改善活動は、会社、日

本のイオンリテールワーカーズユニオン、イオン華東工会の合同プログラムである。 

 
職場改善活動：スマートパートナーシップの実践 

 

職場改善活動の目的は次の通りである。(1)労働環境・労働条件改善の前提は会社が利益をあげ

ることであるということを従業員に理解させる。(2)積極的に職場の課題を提起するよう、従業

員を後押しする。(3)個人またはチームとして改善に貢献する113。次の図 6 は、職場改善活動の

プロセスを示している。  

 

 図 6：職場改善活動のプロセス 

 
出典： Guan, Wayne (2019). AEON East China  

Workplace Improvement Activities. Powerpoint presentation, 11 July 2019. 

 

社長を含めイオン華東の日本人幹部は、職場改善活動のプロセスに関わっている。事実、従業

員の意見によると、このプロセスの中で最も好まれているのは経営トップとの話し合いである。

 
112 Interview on 29 July 2019, Suzhou, China. 
113 Guan, Wayne (2019). AEON East China Workplace Improvement Activities. Powerpoint presentation, 11 July 
2019. 
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組合は、職場改善活動プログラムにおいて重要かつ積極的な役割を果たしている。実際に組合

委員長と副委員長は、呉中店の職場改善活動プログラムにおける講師陣に入っている。 

 
呉中店の職場改善活動の中では、2018 年には 4～9 月の 6 ヶ月間で 1 日 2 回、6 回シリーズの

講義も実施された。講師はイオンリテールワーカーズユニオンとイオン労連から派遣され、

ACFTU 地域支部代表も、いくつかの研修の中で講師を務めた。図 7 は、イオン呉中店におけ

る職場改善活動プログラムを示している。 

 

図 7：職場改善活動 呉中店 

 
出典：Guan, Wayne (2019). AEON East China Workplace Improvement Activities.  

Powerpoint presentation, 11 July 2019. 

 

職場改善活動の講義後に、呉中店の従業員は職場の課題を明らかにし、解決策を提案すること

を課された。改善を要するテーマは毎月特定され、労働者たちが議論し、自分たちで提案した

解決策を実行した。呉中店では、4 つの喫緊かつ重要な課題が特定された。 (1)レジ係の効率性

の低さ、(2)レジ係の労働力不足、(3)壊れて使いづらいワゴン、(4)手洗所のトイレットペーパ

ーが不十分。労働者と管理者はともに課題について議論し、図 8～11 に示される解決策を考え

出した。 

 

職場改善活動プログラムは、蘇州のイオン他店舗でも次の通り実施された：2019 年 4～6 月に

園区店、新区店。2019 年 7～9 月に杭州店、南通店。  

職場改善活動プログラムが最初に導入された時、事実上のトップダウンでの実施、つまり中間

管理職と経営トップだけがプロセスに関わっていた点は留意すべきである。日本人幹部と従業

員との直接的コミュニケーションの結果、それが変化したのである。 
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図 8：職場改善活動 解決事例 1 

 
出典：Guan, Wayne (2019). AEON East China Workplace Improvement Activities.  

Powerpoint presentation, 11 July 2019. 

 

 

図 9：職場改善活動 解決事例 2 

 
出典： Guan, Wayne (2019). AEON East China Workplace Improvement Activities.  

Powerpoint presentation, 11 July 2019. 
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図 10：職場改善活動 解決事例 3 

 
出典：Guan, Wayne (2019). AEON East China Workplace Improvement Activities.  

Powerpoint presentation, 11 July 2019. 

 

 

図 11：職場改善活動 解決事例 4  

 
出典： Guan, Wayne (2019). AEON East China Workplace Improvement Activities.  

Powerpoint presentation, 11 July 2019. 
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今日まで職場改善活動プログラムが影響をもたらしているものとは何か？インタビューを行っ

た経営トップと管理者によると、職場改善活動プログラムは、(1) イオン華東、特に呉中店での

従業員離職率が徐々に減少したことに大きく寄与した。(2)労働者に良質な研修と教育の機会を

提供した。(3)各店舗の生産性改善に貢献した。(4) 組合・従業員・経営者の間でのスマートパ

ートナーシップ発展を後押しした。セクションや部門を横断して積極的に従業員をプログラム

に関与させる事で、経営側は従業員の意見を直接聞くことができるのである。また従業員と経

営側は、様々なセクションや部門の課題を知る事ができる。 

 

ウェイン・グアン・イオン華東工会委員長によれば、組合が職場改善活動プログラムの実施に

十分に関わることで、組合が「福祉主義」組合（すなわち、労働者に福祉やレクレーション活

動を提供する）かつ「体制の機能的下部組織」としての存在114から、真に機能する組合115へと

変化するのに必要な下地を準備することができたという。組合は毎月、部門ごとに講義シリー

ズを開催し、2019 年に呉中店での職場改善活動プログラムを継続する予定である。他のイオン

2 店舗からの支部労組指導者は呉中店の新たな講義シリーズに出席する予定である。約 10 人が

各講義への参加を見込まれている。日本のイオンリテールワーカーズユニオンは、イオン華東

の組合による職場改善活動の継続を支援してきた。また、各イオン店舗での職場改善活動の講

師養成も行っている。  

 
職場改善活動プログラムの教訓と洞察  

 
山下氏は、職場改善活動の経験から選び出したいくつかの教訓と洞察を明らかにした。1 つ目

は、良好な企業経営は経営側だけでは成し得ないという点である。特に熾烈な競争のあるビジ

ネス環境においては、従業員の関わりも重要である。2 点目は、どんなに小さなことでも従業

員は会社事業に関わることで、会社のステークホルダーであるという気持ちを持つことができ

るという点である。3つ目は、2点目から導かれることであるが、どんなに小さなことであれ、

従業員が自らの取組みに成功しているという感覚を持つことが重要であるということだ。4 つ

目は、会社の生産性と業績を改善させる上で組合が重要な役割を果たしうるという点である。

職場改善活動プロセスへの組合の積極的な関わりは、この役割を際立たせている。最後に、職

場改善活動プログラムの最も困難な点は継続性であり、継続させるためには労使のスマートパ

ートナーシップを育む必要があるということだ。  

 
従業員と組合が意見を表明する別の場  

 
イオン華東には、従業員と組合が意見表明を行う場が他にも存在する。イオン華東本社で年 4

回実施される労使対話、店舗レベルで行われる月例の労使対話、店舗での意見箱などである。

本社レベルおよび店舗レベルの労使対話では、年間優先事項や方針を明らかにし、後に従業員

にも共有される。こうして労働者は、会社方針や年間優先事項や計画について十分に理解でき

るようになる。  

 

 
114 Yao, Yang and Zhong, Ninghua (2013). “Unions and Workers’ Welfare in Chinese Firms”, Journal of Labor 
Economics 31(3):663, 633-667. 
115 Interview on 29 July 2019, Suzhou, China. 
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組合員でもあるジェイン・グ呉中店店長によると、支店レベルでの月例の労使円卓対話は、店

舗レベルで組合代表が従業員の課題を提起し議論する場になっているという。店長と総務課長

がこうした月例対話に出席する。労働者は、各店舗に設置された意見箱に投書することもでき

る。意見箱は店舗の中でも CCTV カメラの設置されていないエリアに設けられている。加えて

グ店長は、店舗内の全部門で朝礼と正午会議が実施されており、ここで従業員は懸念や苦情を

表明することができると述べた。 

 

加えて白濱耕二イオン華東管理本部長は、ロッカーや更衣室、コーヒーサーバーの設置など、

店舗のゆったりした快適な労働環境を提供すべく経営が努力してきた点も指摘した。また会社

側は従業員の賃金が小売業平均より上回るよう努めている。そのため毎年、上海と蘇州の小売

業における一般社員および管理職の賃金市場調査を実施している。 
 

スマートパートナーシップにおける組合の役割 

 

イオン華東の組合は、職場改善活動プログラムでの重要かつ積極的な役割の他にも、イオンの

労働者と経営トップの間で直接的な情報ルートとしての役割も果たしている。企業の多層構造

によって労働者からの情報はふるいにかけられてしまうため、これは重要な役目である。 

 

上述の通り、イオンリテールワーカーズユニオンは職場改善活動プログラムにおいて積極的に

講義を提供してきた。イオングループ労連も、現地労組が自ら職場改善活動の講義の一部を実

施できるよう、イオンの組合指導者に対して様々な研修を提供してきた。 

 

すでに述べたように、イオンリテールワーカーズユニオンの支援を得て、組合は職場改善活動

プログラムを継続すべく努力してきた。  

 

グローバルレベルでは、イオン GFA、特に毎年開催されるイオングループユニオン・グローバ

ルネットワークコミッティーの会議によって、イオン店舗間の情報交換が可能となった。白濱

氏は、イオンの事業がアジア諸国に拡大しているため、このグローバルユニオンネットワーク

は好事例（いかに労働条件を改善するか、どのようにスマートパートナーシップを推進するか、

会社の生産性と業績を改善する上での組合の役割など）の情報共有を行う良い機会となってい

ると述べた。白濱氏は実際、こうした会議で共有された情報から「最善の解決策データベース」

を構築する提案をした。 

 

イオン華東におけるスマートパートナーシップのツールと要素 

 

組合が職場改善活動プログラムに積極的かつ相当量の関わりをしており、従業員・組合が意見

表明を行う複数の場が存在することで、インタビューを行った労使代表らはイオン華東に良好

な労使関係がある旨を、確信をもって述べることができたと考えられる116。またこのことは、

組合の委員長と副委員長が、山下イオン華東社長と良好な人間関係を築く上でも役立った。2

人の組合役員が日本語を流暢に話すことも、この関係構築を容易にしたと考えられる。グアン

委員長によると、組合は日本人幹部からの支援を受けているという。さらに、職場改善活動プ

ログラムの導入にあたり、山下社長が完全に新しい環境を整えた点も付言した。アガサ・ディ

ン副委員長は、職場改善活動プログラム実施に際して会社が設定した明確なビジョン、目的、

 
116 Interview on 29 July 2019, Suzhou, China. 
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焦点について指摘した。そして、プログラムの中で達成した小さな成功の積み重ねは、従業員

と組合指導者が自信を育み、経営側への信頼を醸成する上で役に立っていると強調した117。   

 

本論において議論してきたイオン各社で発展しつつある労使パートナーシップの中でも、現在

イオン華東に存在するスマートパートナーシップは、驚くほど最も発達していると考えられる。

パートナーシップが機能するために配置されたツールが数多く広範に渡っているのみならず、

集中的な活用もされている。こうしたツールには以下のものが挙げられる：従業員と組合が意

見を表明する複数の場、生産性プログラムへの、組合と従業員の相当量の関わり、経営・組

合・従業員の間でのコミュニケーション・対話・情報交換、集中的な教育およびスキル開発、

従業員が自信を育む仕組み、経営・従業員・組合の間で信頼関係を育む仕組み、団体交渉。  

  

 
117 Interview on 29 July 2019, Suzhou, China. 
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第 6 章 所見と考察 

本論で示した事例研究は、スマートパートナーシップの対になる 2 つの目標を強調している。

会社成長と組合成長である。両目標は、スマートパートナーシップが会社・従業員・組合のた

めに有意義なものとなるよう、追求される。 

 

外部および内部要因の影響 

 

イオン 6 社（イオンカンボジア、イオン華東、イオンインドネシア、イオンマレーシア、イオ

ンビッグマレーシア、イオンベトナム）で運用されているスマートパートナーシップは、様々

な発展段階にある。分析枠組みに関して議論した通り、様々な外部要因（各国ごとの労働法、

労働組合法、労使関係制度、組合に対する使用者の一般的態度、重要なアクターの役割）およ

び内的要因（経営トップのスマートパートナーシップへの関わり、パートナーシップのツール、

組合のリーダーシップと能力）がイオン 6 社におけるスマートパートナーシップの発展度合い

に影響を与えている。事例研究の分析が示しているのは、 内部要因と重要なアクターの役割が

スマートパートナーシップの発展により大きな影響を与えているということである。 

 

カンボジアでは、組合結成と団体交渉を行う上で労働組合法は極めて煩わしいものになってお

り、労使関係の一般的な風潮として紛争が多い。しかし日本人および現地の上級幹部・管理職

の両者が、組合とのパートナーシップが機能するよう真剣に関与しているため、イオンカンボ

ジアのスマートパートナーシップはうまく発展しているところである。複数のパートナーシッ

プツールが活用されており、強力な組合のリーダーシップが見てとれ、積極的かつ自信をもっ

て経営側と関与してきた。UNI Apro やイオングループ労連といった重要なアクターは、多様

な研修・教育活動を通じて組合指導者の能力開発において重要な役割を果たしてきた。本稿執

筆時点で組織化可能な全労働者のうち 7 割が組合員であった。 

 

一定の人数に達すると（労働者 25人）労働組合の結成がほぼ自動的に行われ、組合が共産党国

家組織の一部である中国では、組合は体制の機能的下部組織としての従来の役割からより独立

した組織へと徐々に変化してきた。それは、少なくとも、イオン華東の職場改善活動プログラ

ムの積極的な（共同）開発者となり、さらには独自に同様のプログラムを開始していく上で

（ACFTU から）独立したイニシアティブを取るということである。これは、スマートパート

ナーシップに対する経営トップの強力な関与、集中的に利用されてきた複数のパートナーシッ

プツール、そして主要な組合指導者に十分な能力があり、イオンリテールワーカーズユニオン

とイオングループ労連による研修に指導者らが参加してきたため可能となってきた。期待通り、

イオン華東のフルタイム労働者全員が組合員となっている。 

 

インドネシアでは、現地経営側と組合の間に信頼に基づいた関係はまだ構築されていない。過

去に現地経営トップと組合との間に生じた困難な経験と、組合にはわずかな能力しか無いとい

う経営側の認識が、両者の良好な協力関係の構築を減速させてきたと考えられる。本稿執筆時

点では、イオンインドネシアにはまだ団体協約が存在していない。とは言え、組織化可能な労

働者のうち、ほぼ全て（94 %）が組合員となっている。 

 

同様のことがマレーシアのイオン 2 社、特に今日まで団体協約が存在していないイオンマレー

シアで見てとれる。事実、同社での組織化率は非常に低く、組織化可能な労働者 6,500 人のう

ち組合員は 700 人のみ（10.8％）である。イオン 6 社のうち、イオンマレーシアの労働組合は
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組織率が最も低い。これとは対照的に、イオンビッグマレーシアの 2 労組は団体協約の締結に

成功し、企業統治の様々な側面（内部昇進制度など）でより積極的に経営側と関わってきた。

イオンマレーシアとイオンビッグマレーシアにおいて、組合結成とロードショーの展開におけ

る UNI MLC および UNI Apro の役割は非常に重要であった。前述の通り、ロードショーは労

使間のスマートパートナーシップを推進する場として機能している。 

 

中国と同様にベトナムでも、労働法と労働組合法の定めにより、組合結成はほぼ自動的に行わ

れる。しかし組合結成を促すような法的環境は、組合が強力かつ独立した存在になることを保

証するものではない。それゆえ、イオンベトナムの組合指導者たちは、従業員と組合が意見表

明するいくつかの場の存在を挙げたものの、経営側とパートナーシップ関係を結ぶ上での組合

の能力不足を認めているのである。さらに、組合指導者自身が持つ「従属的」メンタリティを

振り払うことを困難に感じている。これによって、組合が積極的に経営側と関わることが妨げ

られているのである。このような組合の能力問題に取組むため、UNI Apro やイオングループ

労連といった重要なアクターは、組合指導者に対する教育・研修に関する支援を提供してきた。 

 

イオン 6 社におけるスマートパートナーシップの発展レベルは様々であるものの、概して共通

しているのは、（日本人の）上級管理者および組合の両者が、スマートパートナーシップを推進

すべく意識的かつ継続的な取組みを追求しているという点である。さらに、イオン各社におけ

る労使関係は年々改善している。 

   

スマートパートナーシップの原則と実践がイオンに深く根付いているため、イオン 6 社におけ

る日本人幹部が組合結成に協力的であることは驚くにあたらない。また、そうした日本人幹部

たちは、賃金報酬、業績、生産性について革新的な戦略を立て、ビジネスの目標を達成し課題

に取組むために、労働者や組合と対等なパートナーとして協力していくことに前向きである。

イオン 4 社では、会社設立から組合が登録されるまで平均して 2 年を要している。これだけで

も重要な成果である。イオンベトナムでは、会社設立の同年に組合が登録されている。イオン

マレーシアのみ、ジャスコからイオンに社名変更してから組合結成までに 8 年を要した。  

 

スマートパートナーシップの要素とツール 

 

本論の第 1 章で、スマートパートナーシップの主要な要素が特定されている（表 4）。程度の差

はあるものの、イオン 6 社でこうした要素のほぼ全てが確認された。スマートパートナーシッ

プの要素は次の通りである。 

 

• パートナーシップが機能するよう、上級管理者およびライン管理者が関わり支援を行う。 

• 従業員と組合の関わりには「価値付加」役割があるという認識を労使双方が持つ。 

• 経営側が労働基準を尊重、遵守 

• 制度的な場（仕組み、スキーム、プロセス）を含め従業員の意見表明および広範囲にわ

たる従業員の関わり 

• 教育とスキル開発 

• コミュニケーションと情報共有 

• 建設的かつ利益に基づいた団体交渉 

• スマートパートナーシップの他の主要素を活用・導入することで、時間をかけて築かれ

る信頼の文化 

• 強力で独立した組合 
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事例研究が示しているのは、社内にこれらの要素が多くあればあるほど、スマートパートナー

シップが発展し深まる可能性は大きくなるということである。上で示された要素の多くは、調

査を行ったイオン各社で様々な程度で利用されているパートナーシップツールの中でも、とり

わけ重要である。表 8 では、イオン各社で活用されるパートナーシップを集約・比較した。 

 
表 8：アジアのイオン 6 社で使用されているパートナーシップツール 

ツール 
イオン 

カンボジア 

イオン  

インドネシア 

イオン  

マレーシア 

イオンビッグ 

マレーシア 

イオン  

ベトナム 

イオン 

華東 

コミュニケー

ション 
✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

情報交換 ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

教育・研修 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

従業員と組合

が意見を表明

する仕組・場 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

従業員と組合

の意見を企業

戦略やプログ

ラムに統合 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

信頼の文化 ✓     ✓ 

建設的な団体

交渉 
✓   ✓  ✓ 

重要なアクタ

ーによる支援 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

経営トップと

組合指導者の

良好な人間関

係 

  
✓ 

UNI-MLC と 

✓ 

UNI-MLC と 
 ✓ 

 
表 8 からいくつかの所見を述べることができる。はじめに、教育・研修、従業員と組合が意見

を表明する仕組と場、重要なアクターによる支援といったツールは、イオン 6 社で発展中のス

マートパートナーシップに見ることができる。2 点目に、驚くことにイオン華東では、表 8 で

示されたスマートパートナーシップのツールが全て使われている。イオンカンボジアとイオン

ビッグマレーシアは、イオン華東に次いで 多く、9 つのうち 8 つのスマートパートナーシップ

のツールを使用している。3 点目に、使用しているツールが最も少ないのはイオンベトナムで

ある。最後に、経営トップと組合指導者の間の信頼関係と良好な人間関係は、イオン 6 社の中

で最も使用の少ないツールであった。 

 

イオン各社におけるスマートパートナーシップの発展レベルの比較については、イオン華東、

イオンカンボジア、イオンビッグマレーシアにおいては、その他のイオン各社と比べ、より実

質的で有意義な進展と成果（後述する）を挙げてきたことが事例研究の分析から示されている。

このイオン 3 社において、より多くのパートナーシップツールをより集中的に使用しているこ

とが、スマートパートナーシップの推進を大きく前進させてきた要因の 1 つと言えるだろう。 
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従業員と組合が意見を表明する仕組と場  

  
前述の通りイオン 6 社には、従業員と組合が意見を表明するための複数の仕組みと場が存在す

る。表 9 はこれを集約・比較するものである。 

 

表 9：イオン 6 社における従業員と組合が意見表明をする仕組と場  

  
イオン 

カンボジア 

イオン 

インドネシア 

イオン 

マレーシア 

イオンビッグ 

マレーシア 

イオン 

ベトナム 

イオン 

華東 

労使協議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

事業所協議 〇 〇 ― ― ― ― 

人事との労使

MT 
〇 ― 〇 〇 〇 〇 

安全衛生委員

会 
〇 ― ― ― ― ― 

意見箱 〇 〇 ― ― ― 〇 

SNS での意見

集約 
― 〇 ― 〇 〇 ― 

職場改善活動

プログラム 
〇 〇 ― ― 

〇 

（組合役

員のみ） 

〇 

ロードショー ― ― 〇 〇 ― ― 

新入社員オリ

エンテーショ

ンでの組合説

明 

― ― ― ― 〇 ― 

 
イオンビッグマレーシアの事例を除いて、中央レベルでの定例労使会議がイオン各社で開催さ

れている。店舗レベルの労使会議も毎月実施されている。イオンインドネシアとイオンベトナ

ムにおいて、新入社員向けの会社オリエンテーションで組合指導者が組合と組合加入の利益に

ついて講演を実施している点も興味深い。こうした場は、特にイオンインドネシアの労働組合

にとって新規の組合員を勧誘する良い機会となっている。 

 
組合が共同実施者としての役割を担う生産性に関する具体的なプログラムの実践が確認された

のは、山下社長が着手した職場改善活動プログラムを行うイオン華東のみである。マレーシア

においては、イオン労使間のスマートパートナーシップを実行に移し、両者の信頼を構築する
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革新的な方法としてロードショーが存在し、またより多くの組合員を獲得する効果的な戦略に

もなっている。イオンカンボジアでは、組合は労働安全衛生委員会に出席することで労働条件

改善の機会を獲得し、それが結果として生産性の向上と従業員離職率の減少をもたらした。 

 
スマートパートナーシップの強み：成果と功績の概要 

 

これまでのイオン 6 社における成果と功績（スマートパートナーシップの強み）とは何か？ 

表 10 に概略を示した。 

 
表 10：イオン 6 社におけるスマートパートナーシップの強み 

イオン 

カンボジア 

イオン 

インドネシア 

イオン 

マレーシア 

イオンビッグ 

マレーシア 

イオン 

ベトナム 
イオン華東 

離職率が 2014

年の 6％から現

在の 3％に減少 

        職場改善活動プ

ログラムを通じ

徐々に離職率が

減少  

          職場改善活動を

通じ店舗の生産

性が向上 

組合員数増加 組合員数増加 組合員数増加 組合員数増加   「真に」機能す

る組合への移行 

組合能力・経営

側と関わる自信

の向上 

管理者研修に

匹敵する機能

としての組合

指導者研修プ

ログラム 

組合能力・経

営側と関わる

自信の向上 

組合能力・経営

側と関わる自信

の向上 

  組合能力・経営

側と関わる自信

の向上 

団体協約     団体協約 団体協約   

コミュニケーシ

ョンの改善 

イオン基本作

業手順マニュ

アルの現地語

への翻訳 

    組合ホッ

トライン 

  

労使共同の活動   ロードショー ロードショー    職場改善活動プ

ログラムを共同

で実施 

労働安全衛生と

人的資源の改善 

インターンシ

ップ制度であ

るマガン利用

の削減  

 
内部昇進制度

（キャリア開

発プラン）や

「イオンビッ

グ標準用語」

マニュアルに

関し、組合が

会社に情報提

供 
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先に指摘した通り、パートナーシップツールが数多く、また集中的に使用されているのは、イ

オン華東、イオンカンボジア、イオンビッグマレーシアである。このことは、表 10についての

重要な見解の 1 つを部分的に説明しうるだろう。つまり、パートナーシップの成果と功績（パ

ートナーシップの強み）が労使にとってより実質的かつ有意義であるのも、これらの企業であ

るということだ。しかしこの所見は、他のイオン各社、特にイオンインドネシアにおいて発展

しつつあるスマートパートナーシップも重要な成果を挙げてきた事実を無視するものではない。

全体的に見れば、労使パートナーシップはまだ発展段階にあるものの、すでにスマートパート

ナーシップの強みを実証している。 

 
パートナーシップ構築の課題と取組み方  

 
これまでスマートパートナーシップは、イオン 6 社において成果を挙げてきたものの、多くの

課題が残されている。その 1 つはパートナーシップの持続性である。ここでは、スマートパー

トナーシップを機能させるためのイオン上級管理者の継続的関与が鍵となる。日本人上級管理

者へのインタビューから分かったのは、組合との連携に対してもっと前向きになるよう、こう

した管理者たちが現地上級管理者の一部を教育・説得するために尽力しているということであ

る。ある日本人上級管理者による提言（現地管理者を日本に派遣し、組合主義のプラス面およ

び、従業員や組合関与の価値付加役割について学ばせるという案）は、検討に値する。UNI 

Apro やイオングループ労連もこうした研修を実施できるだろう。 

  

持続性の問題とも関わるもう 1 つの課題は、スキルや能力の向上（問題解決、交渉、コミュニ

ケーション、分析的思考、スピーチ、財政状況の分析など）、そして組合指導者の自信を培うこ

とに関連する。このことは、従業員の賃金報酬や労働条件の改善だけでなく、業績や生産性に

関する革新的戦略を策定する対等なパートナーとして連携していく上で、組合が効果的に経営

側と関わるために重要である。同時に、従業員と組合の参加を企業成長戦略およびプログラム

に統合することで、労働者と組合指導者は、作業空間の設計・計画、マーケティング戦略その

他の職場の意思決定に効果的に貢献する上で必要な新しいスキルを学び、情報を得ることが可

能になる。 

 

UNI Apro やイオングループ労連などの重要なアクターは、とりわけイオン各労組の指導者た

ちへの研修支援を実施してきた。UA ゼンセンは UNI Apro とともに、インドネシア、マレー

シア、ベトナムの商業部門の労働者に対する研修を支援しており、研修にはイオン各労組の指

導者も参加している。従業員や組合の関わりがもつ価値付加役割について確認・評価すること

が、こうした研修活動の学習セッションの一部と言える。関連して、組合内の指導者の交代は、

こうした重要な労働組織の支援に負担をかける可能性がある。この点から、研修活動に組合指

導者の部下や、将来的な指導者となりうる組合員を参加させるのは良い戦略だろう。各労組は、

組合員のための能力開発やリーダーシップ研修を、自身で行うこともできるだろう。加えて、

年に一度開催されるイオングループユニオン・グローバルネットワークコミッティで行われる

情報や経験の交換を通じて、学びを高めることも可能だ。  
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第 7 章 結論 

本論は小売産業の直面する課題から始まった。すなわち、いくつもの購入オプションがある中

で顧客ロイヤルティを維持すること、破壊的な力を持つデジタル技術の影響に対応すること、

そして従業員を維持し、参加させることである。こうした諸課題に対応するには、イオン各社

でこれまでに利用されてきたスマートパートナーシップのツールを補完し、深化させる必要が

あるだろう。こうした課題に対応しうる可能性をもつパートナーシップのプロジェクトや試み

も既に始まっている（イオン華東の職場改善活動やイオンビッグマレーシアのロードショー、

イオンカンボジアの労働安全衛生に関連した活動など）。他の取組みは初期段階にある。本報告

書は、こうした取組みをまとめ、分析した最初の試みである。良いフォローアップとしては、

現在進行中のパートナーシップのスキームとプログラムに関するデータベース作成の任務を持

つ、地域の作業グループを設けることだ。これらパートナーシップの経験を基に、現在進行中

の取組みや試みを改善し、手を加えていくこともできるだろう。こうして集められた情報は、

イオングループ内でのスマートパートナーシップの強みに関する組織的な学びのプロセスを促

進するだろう。こうしたプロセスは仕事の世界で生じている転換を考慮した際に重要である。  

 

技術的進歩（すなわち人工知能や自動化、ロボットなど）、人口構造の変化、地球温暖化の影響

は、仕事とビジネスの未来に深刻な影響を及ぼしている。こうした課題は、政府、そして使用

者および労働者組織の徹底した取組みを要する。仕事の未来に関する論争に取組むために ILO

が設置した「仕事の未来世界委員会」は、「労働者が経済に貢献し続けている対価として、彼ら

に経済発展の成果を公平に分配し、その権利を尊重し、またリスクから保護する社会契約を再

び活性化する必要性を認識している。仕事の世界のあらゆる当事者による参加を通じて、現在

進行中の変化に対応するにあたり、社会契約はこの契約の妥当性を保証する上で重要な役割を

果たしうる」118。仕事の未来世界委員会は、社会対話は公共の利益であると強調している。ま

た、人間を中心に据えた仕事の未来についてのアジェンダを提起しており、そこでは経済・社

会政策、ビジネス慣行の中心に、人間と仕事が据えられている。 

 

ILO の社会対話推進および人間を中心に据えた仕事の未来に関するアジェンダと、イオン基本

理念は一致している。さらに後者は、人々と従業員を第一に据えている。イオンのスマートパ

ートナーシップモデルは、会社の「人間を第一に尊重する」という原則を実行する 1 つの戦略

となっている。先に触れたとおり、この原則はイオンのビジネス戦略にとって不可欠であり、

行動規範、従業員のためのフィードバックの仕組み、イオンホットライン、スマートパートナ

ーシップといった様々な手段を通じて具体化される。こうしたツールは、イオンの職場に組織

化しやすい環境をもたらしている。 

 

社会対話の 1 つの形態として、確かにスマートパートナーシップは、組合と企業にとって共同

で変化と課題に取り組んでいく方法の 1 つである。本報告書で検討したスマートパートナーシ

ップは初期段階にあるとはいえ、この点を明らかにしてきた。実際にスマートパートナーシッ

プは労使双方にとっての利益を生み出している。とはいえパートナーシップの強みの深度と広

がりは、いくつかの外部要因と内部要因によって決まるのであり、特に内部要因は最も重要な

影響を与える。組合と対等な立場での連携、多様で幅広いパートナーシップツールの集中的な

利用、そして強力で独立し、有能な組合のために尽力するという経営側の価値観は、スマート

 
118 International Labour Office (2019). Work for a Brighter Future – Global Commission on the Future of Work. 
Geneva: ILO, p. 10. 
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パートナーシップの成熟度と成果を形作る最も重要な要素である。イオン 6 社におけるスマー

トパートナーシップの事例研究はこの点を裏付けている。 

 

最後に、事例研究および再検討した文献が明確に示しているのは、組合が強力であり、なおか

つパートナーシップのための制度的な場が保証されて初めて、スマートパートナーシップの強

みが組合（組合員数の増加、賃金報酬と労働条件の改善、組合の能力と自信の向上などの点で）

および使用者（従業員の離職率削減、会社の業績改善、より高い生産性、平穏な労使関係など

の点で）の双方にとって有意義なものとなるということである。イオン各社で進行中の上記 2

条件の程度において、スマートパートナーシップは今後も成長・成熟を続け、これから数年の

うちにさらに多くの強みを生み出すだろう。 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマートパートナーシップの推進 

イオンの労使構想 

 

日本語版：UNI Apro 東京事務所／UNI 日本加盟組織連絡協議会 2021 年 2 月発行 
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