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13：30～13：40  主催者代表あいさつ  

南雲 弘行（国際労働財団 理事長）          

 

13：40～14：30  問題提起：変貌するアジアと労使関係の課題  

團野 久茂（国際労働財団 専務理事） 

 

14：30～16：30  現地報告：タイ、バングラデシュ       

（15:00～15分 

程度休憩予定）・タイ 

Mr.コムサン・トネシリ 

国営企業労働連盟（SERC）事務局長 

Mr.ヨンユット・メンタパオ 

タイ産業労働組合連合（CILT）事務局長 
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16：30～17：00    質疑、意見交換                     

 

17：00～17：15    まとめ  

團野久茂 (国際労働財団 専務理事)               

   

17：15～17：30  閉会 
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    バングラデシュ労働安全衛生環境基金（OSHE）代表 
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変貌するアジアと
労使関係の課題

（公財）国際労働財団

専務理事 團野 久茂

「労使紛争未然防止セミナー2014」

1

グローバル市場経済の
拡大に伴う世界的な構造変化

３つの大きな構造的変化

１）国家を超えた資本の利潤追求

・経済的な国境が限りなく低くな

り、資本は国民国家と離別

２）実物経済を大きく上回る金融

経済の登場（金融化）

・金融が実物経済（生産）を振り

回す時代 ⇒ 中産階級の崩壊

３）均質性の消滅と拡大する格差

・格差拡大時代の到来

重層的に２極化の世界経済

１）先進国と開発途上国の成長

・先進国は80年代から著しい鈍化

・成長エンジンの途上国への移行

２）多層化のグローバル経済

・それぞれの国は、一足飛びの近

代化部分と古い構造を残置

・近代性、超近代性、前近代性の

それぞれが混融(世界経済全体)

・産業主義的な「近代化モデル」

の終焉（90年代以降）
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世界主要各国の
ＧＤＰ推移＆割合

3

世界の地域別名目GDPの変遷

＜アジアの急成長＞

このデータは世界の
GDP全体に占める各

地域の割合を表した
ものである。

日本だけ単独で載せ
たが、アジアに含まれ
る。

見てわかるように、ア
ジア地域の成長基調
に比較し、北米、ヨー
ロッパの減速傾向が
わかる。

今後の世界の成長軌
道は確実に先進国か
ら開発途上国にシフト
してきている。

（単位％）

アジア
26.2⇒31.4

ヨーロッパ
33.6⇒30.1

北米
32.0⇒27.7

日本（参考）
8.7⇒8.7
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世界各国・地域別ＧＤＰ構成率＆成長率

5

東西冷戦構造の崩壊
1989年10月

ビルマ式社会主義への
大衆の蜂起（1998年）

1990年総選挙：NLD圧勝
民主化勢力への弾圧

1991年7月
経済自由化へ転換

政党活動の禁止（1960）
ﾊﾟﾝﾁｬｰﾔﾄ体制の法制化

(1962年）
複数政党制を求める
民主化運動の高揚1990年
（複数政党制の導入）

ﾊﾟｷｽﾀﾝより独立（1971年）
ｼﾞｱｳﾙ・ﾗﾌﾏﾝによる軍政
ｴﾙｼｬﾄﾞ政権1981年（軍政）
総選挙1991年）政党政治へ

ﾍﾞﾄﾅﾑ軍の撤退
（1989年）
和平協定(1991年）
政憲議会選挙

（1993年）

人民革命党による
一党体制の継続

ドイモイ政策
（1986年）

市場ﾒｶﾇｽﾞﾑ＆
対外開放政策

ｽﾊﾙﾄ体制崩壊1998
総選挙1996年
（民主化時代へ）

ｴﾄﾞｩｻ革命86年2月
国軍将校の蜂起
（ﾏﾙｺｽ政権崩
壊）

北京の春
天安門事件
（89年6月）

政治体制「改革運動」の推進
ﾍﾟﾚｽﾄﾛｲｶ・ｸﾞﾗｽﾁﾉﾌ（1985年～）

社会主義体制・連邦制の崩壊

世界の構造変化に連動した「アジアの変化」

ソビエト連邦共和国

中華人民共和国

フィリピン

ミャンマー

インドネシア

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ラオス

カンボジア
ﾊﾞﾝｸﾞﾗディッシュ

ネパール
インド
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世界の構造変化とアジア

-明確な発展戦略により
中進国入りを達成-

（2020年に向けた先進国入りﾋﾞｼﾞｮﾝ）
・マハティール政策（1981-2003）
・IT先進国政策（現在）を推進中
（IT先進国に向けたインフラ整備）

マレーシア

・1948年独立、一貫した民主主義を維持
・26年間（1956-2009）の内戦／民族対立

↓
観光中心に急速な経済発展を実現

スリランカ民主社会主義共和国

-明確な発展戦略による社会発展（知識
立国）-
・ﾘｰ･ｸｱﾝﾕｰ政権（1959-1990）
・2957億ドル（約30兆円）GDP
・54,775ドル／人 GDP
（平均世帯月収10,469ドル、約85万円）

シンガポール

-大いなる発展の可能性-
・人口1億9000万人（現在）

（ｱﾌｶﾞﾝからの移民急増）
→2050年に3億4000万人（世界第4位）
・経済発展は社会安定がﾎﾟｲﾝﾄ

パキスタン

-各国企業進出による工業化推進-
・2006年よりUDD&PAD対立

タイ

アジア
各国変化
（政治経済局
面の変化によ

る直結）

構造変化 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化＆市場経済化

経済連動

中東＆東アフリカ諸国へも連動

東西構造の
大変化

将来的には、一体的経済圏を形成

7

動く成長フロンティア

変化するアジアの強み
１．一つの時代が終焉（中国）
・安価で若い労働力 ⇒ 購買力ある中高年

・自立的発展ができない内陸部に課題

・貧富の差の拡大：大都市の農民工とＷＣ

・続発する農民暴動、都市部でのテロや汚染

２．ＡＳＥＡＮ移転のものつくり
・2007年頃から本格化（タイ、ベトナム）

・巨大市場のインドネシア（自動車、家電、資源）

・非製造業が牽引するフィリピン（高成長）

・注目のミャンマー（縫製業や下請け部品）

・より安価で若い労働力をもつバングラ

・ｲﾝﾄﾞｼﾅ半島、回廊十字路のｶﾝﾎﾞｼﾞｱ、ﾗｵｽ

３．フロンティアは西へ
・ＡＳＥＡＮの生産力、ｲﾝﾄﾞ/ﾊﾞﾝｸﾞﾗの労働力、

中東産油国や東ｱﾌﾘｶ資源（26億人経済圏)

両洋国家としてのASEAN
１．劇的拡大のインドとの取引
・インド洋を経由した海の道による経済発展

（家電製品、自動車部品、電子機器、石油製品等）

２．西に延びる回廊
・東西回廊 ： ﾀﾞﾅﾝ～ﾗｵｽ、ﾀｲ～ﾓﾗﾐｬイン

・第二東西 ： ﾎｰﾁﾐﾝ～ﾗｵｽ、ﾀｲ～ﾀﾞｳｪｰ

・南北回廊 ： ﾊﾞﾝｺｸ～ﾗｵｽ～昆明

３．変化するアジアの強み
・成長経済に転換したフィリピン

・生産拠点のベトナム・シフト（縫製、ｽﾏﾌｫ）

・ミャンマー、ﾊﾞﾝｸﾞﾗへの工場移転

・ＡＳＥＡＮ経済共同体：１５年末、関税撤廃

４．成長可能性大のﾊﾞﾝｸﾞﾗ
・人件費の安さ、勤勉かつ若い労働力

・縫製に加え家電、造船の地場産業の発展

8
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アジアへの日系企業進出の今後①

【出所】ジェトロ「2012年度在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査」

9

【出所】ジェトロ「2012年度在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査」

アジアへの日系企業進出の今後②

10
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アジアにおける日系企業進出の実態

インド
パキ

スタン

バン

グラデ

シュ

スリラ

ンカ

ミャン

マー

マレー

シア

シンガ

ポー

ル

タイ
インド

ネシア

フィリ

ピン

カンボ

ジア
ラオス 香港 台湾

ベトナ

ム

大韓

民国

ネ

パー

ル

ブル

ネイ
マカオ

その

他の

アジア

2011年 333 18 15 13 10 646 866 1,443 628 394 13 6 970 750 432 622 3 4 7 8

2012年 410 17 25 21 13 714 974 1,807 787 468 22 11 1,221 872 610 759 3 4 6 11
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【出所】経済産業省 海外事業活動基本調査結果概要（2012年度、2013年度より編集）
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アジアにおける労使紛争の現状
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インドネシアスト発生件数 シンガポール労使紛争件数 タイ労使紛争件数

フィリピン労使紛争件数 ベトナム労使紛争件数

【出所】ＪＩＬＡＦアジア雇用労働レポート

ベトナム
・2006年 最賃引き上げによりスト牽引
・2009年 世界的不況で外資系雇用減
退によりスト等一時沈静化

インドネシア
・2004年以降民主化と労働活動の自由
化に伴い、紛争増加

12
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１．フィリピンにおける組合概況
ITUC加盟ナショナルセンターは、フィリピン労働組合会議（ＴＵＣＰ）の他、
ＦＦＷ，ＳＥＮＴＲＯなど２組織
組織率は、全体で、８．９％（2012年）

２．フィリピンにおける労使紛争概況

賃金、労働条件、雇用などの諸問題に対し、三身一体制による利害調
整制度が確立されている

労働争議が起こった場合は、中央労使関係委員会、中央斡旋調停委員
会が解決を促進

労使紛争事例 ①フィリピン

年 2006 2007 2008 2009 2010

通告件数 353 340 362 286 276

実施件数 12 6 5 4 8

ストライキ・ロックアウト件数

【出所】ＪＩＬＡＦアジア雇用労働レポート
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３．フィリピンにおける労使紛争事例

労使紛争事例 ①フィリピン

＜労使紛争があった企業について：韓国電力／ＫＥＰＣＯ＞
 KEPCOは、韓国最大の電力会社であり同国内の93％の電力を供給
 韓国政府が51％投資
 1995年よりフィリピン政府の要請に応じ、KEPCOフィリピンで事業開始
 現在フィリピン総電力の12％を供給

＜ＫＥＰＣＯ雇用状況＞
 2000年より新たな工場の建設、管理労働者の雇用、試運転等、事業開始
 現地労働者の賃金は比較的良いものの、労働組合がある他の多国籍企業と比較すると低い
 労働条件向上をめざし労組設立を試みた

＜ＫＥＰＣＯにおける労働組合の設立と使用者側からの嫌がらせについて＞
 労組設立の動きに会社側は嫌がらせ（リーダー、潜在的組合員他に対して）
 過重労働、不当な転勤命令、残業の禁止など
 会社側は、嫌がらせをして労組設立をやめさせようとした
↓具体的には…
・組合結成日に総務部に軍人を送り込み圧力
・労働者の一部を監禁
↓
嫌がらせを受けつつ、無事組合設立
設立から10ヵ月後に労働協約締結

＜労働組合設立後の労使紛争＞
 労働時間の不当な変更（残業が取れない仕組みになった）
 労働組合は労働時間の不当な変更を認めないという内容もＣＢＡに入れるよう要求するも、書面での承諾を使用者側拒否
 1年に及ぶ団体交渉の末、以前の労働時間に戻すことに成功

14
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４．労使紛争を未然に防止するための労組の役割

労使紛争事例 ①フィリピン

労使協議を通じた労使対話の推進

労働者が企業・事業運営にとって不可欠であるということを
労使ともに認識

利益を生む（生産性向上）にあたっては、労使が協力し、労
働組合は公正な配分を求める

15

１．タイにおける組合活動
現在タイには13のナショナルセンターがあり、
うち4組織（ＳＥＲＣ／ＬＣＴ／ＴＴＵＣ／ＮＣＰ
Ｅ）がＩＴＵＣタイ協議会に加盟

２．タイにおける労使紛争概況
2012年に最低賃金の大幅な引き上げがなさ
れ、労使紛争なども微増したと言われるが、
統計なし（最低賃金の遵守については、労働
者側の申告に基づくが、解雇を恐れるため、
労働者側からの訴えは比較的少ない）

労使紛争事例 ②タイ

タイの労使紛争の統計

【出所】ＪＩＬＡＦアジア雇用労働レポート

年
紛争の件数 ストライキ等の件数

件数 労働者数 件数 労働者数

2002 128 60,613 17 6,290

2003 134 99,775 9 1,132

2004 127 54,919 7 3,575

2005 141 96,795 12 2,954

2006 76 32,410 10 4,105

2007 162 49,045 4 1,484

2008 122 51,843 10 4,187

2009 226 152,257 15 12,812

2010 221 110,334 4 2,081
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３．タイにおける多国籍企業の現状

労使紛争事例 ②タイ

 中間管理職のタイ人が労使関係を理解していないことが多く、そこから問題が発生する
 会社側は労働条件等を一方的に決定しがち
 団体交渉、労使協議等に使用者側は弁護士が入るように
 日系企業の労使関係＝素晴らしいという評価をうけていたが、最近では課題のある企業もあり（組合軽視中間管理者の配置など）

４．労使紛争事例
事例企業：海鮮物冷凍食品輸出企業（外資）
・従業員800名（男性80名、女性720名）・労組540名（男性20名、女性520名）

紛争内容：
組合側は会社へ20日分の特別手当を支給するよう要求
↓

会社側は、団体交渉では、給与・特別手当に関して妥結せず（会社側は4日分のみ支給）
↓

組合側が団体交渉を要求するも会社側応じず
↓

ロックアウト
↓

県の労働局による仲裁が入るも会社側妥結せず
↓

労働省より労働者を工場に戻すよう指示が出る
↓

会社は労働者を会社に戻したが、元の職場に戻さない、仕事を与えない、
組合活動を事実上禁止するなどの不当労働行為等に及ぶ

17

５．労使紛争を未然に防止するための労組の役割

労使紛争事例 ②タイ

労使紛争に関する情報収集

問題の分析

労使信頼関係に基づく労使ミーティングの定期実施

組合員に対する教育、理解共有

署名活動
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グローバリズムの波に対して
拡大・深化する地域主義の動き

強まる地域統合の動き
欧州からｱｼﾞｱ、ｱﾌﾘｶ、ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶに至るま
で、地域統合の動きを強めている。

・ＥＵ結成も地域統合の果実を最大化し
ようとしたものであり、07年から27国
体制にまで拡大している。

この地域主義の動きは、ｱｼﾞｱ太平洋地
域にも及んでおり、

・７６年：アジア友好平和協力条約(TAC)
（０３年：中国・日本、０４年：韓国、０６ 年インド
加盟）
・９４年：ｱｾｱﾝ安全保障ﾌｫｰﾗﾑ(ＡＲＦ）
・９５年：東南アジア非核兵器地帯条約
・９７年：ＡＳＥＡＮ（１０ケ国体制）

2015年）

アジア経済共同体(AEC)結成予定

成長するアジアへの変貌
ｱｼﾞｱ諸国家、諸地域が情報革命の先端をつ

かんで成長軌道に乗り、ﾓﾉ・ｶﾈ・ﾋﾄ・情報・技
術が国境をこえ相互に交流・侵透している。

第１段階）
・情報やﾃｸﾉﾛｼﾞｰが日本から韓国、台湾、香港、
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙのNIES諸国へ移転。更に、ASEAN諸
国や中国に及び、ｱｼﾞｱ 地域の技術基盤を構
築した。

第２段階）
・日本・韓国・台湾ﾒｰｶｰが海外工場移転等によ
る直接投資を増大させ、経済発展の投資基盤
を構築した。

第３段階）
・日本などからの開発援助が、遅れたｱｼﾞｱ地域
の産業ｲﾝﾌﾗを整備し、発展の社会経済基盤を
創り上げた。

(技術移転・直接投資・開発援助の好循環)
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各国・多国籍企業のアジア進出と
建設的な労使関係の構築

☞☞☞経済社会の持続的発展と国民生活の向上

①建設的な労使関係構築に向けた労働運動の展開
（現業職場からの信頼、労使相互の信頼関係）

②企業側事業遂行への協力と成果配分
（団体交渉と労使協議の両立と活用）

③社会の発展段階に応じた雇用・処遇条件の
整備・向上＆経営との両立

④社会発展（国民生活）を支える労働運動

経済・社会の持続的発展や産業・企業の事業の成否にとって、
労使関係の確立が根本的に大切（労使双方の理解と努力）
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JILAF Symposium on Preventive Measure against Labour Conflict in Multinational Enterprises in Asia

September 2014 Tokyo, Japan
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 タイ国の歴史の中で、労働者という階層が誕生したのは、サヤム国が国を開

いたラタナコーシン王朝の初頭の時代のことでした。イギリス政府は、サヤム

国との通商関係の樹立を協議するため、１８２２年に、ジョン・クロフォード氏を

大使として派遣しました。その後、１８３２年に、アメリカ政府も、サヤム国との

通商協議のために、エックマン・ロバート大使を派遣しました。しかし、その協

議は、サヤム国政府側にとって極めて不公平なものでしたので、政府は、承諾

しませんでした。さらに、１８５５年、イギリス政府は、サー・ジョン・ボウリング

（英語名 ： Sir John Bowring）を派遣し、４隻の軍艦でタイ湾の入り口を封鎖す

るという脅迫的な手口で、２度目の交渉を行いました。そして、１８５５年４月、

サヤム国は、遂に、「ボウリング条約」という条約に署名せざるを得ませんでし

た。 その結果、サヤムは、半植民地、半サックディナー制度(封建的身分制

度）の国となったのです。条約に署名した後、サヤム国の裁判所では、イギリ

スの支配下にある人間に対して、事件の審判を行う権限を剥奪され、さらに自

分で税率を決めることもできなくなったのです。サヤム国では裁判面や経済面

での主権を失う一方で、諸外国の投資家が入国し、サヤム国での投資を行い

ました。
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 国営企業の民営化反対闘争が本格化したのは、１９８３年のプレーム・ティンスーラーノン

大将政権でした。経済危機に見舞われ、世界銀行と国際通貨基金の政策助言によって多

くの国営企業は、後の政府においても徐々に民営化や廃止されました。その民営化反対

活動のピークを迎えたのは、１９９７年の経済危機に直面した時で、チャワリット・ヨンチャ

イユット大将政権の時でした。その影響は世界経済に及び、「トムヤンクン危機」と［タイ国

内で］呼ばれました。１９９７年７月２日にタイはバーツを固定相場制から、変動相場制に

切り替えなければならなくなり、その結果バーツの下落を招いて政府と民間の債務が１０

０％以上にまで膨らみました。特に６０以上の金融機関と多くの企業は倒産し、失業者が

何十万人にまで膨れ上がりました。その結果、チャワリット大将が首相を辞任し、チュワ

ン・リークパイ氏がその政権を受け継ぐことになりました。この時の政府は国際通貨基金

に趣意書を送り、資金援助と学術的支援の救済プログラムを受けて、新たな経済構造と

法律の改革に乗り出しました。政府はまた１１もの売国法律という屈辱的な法律を発布し、

債務の返済に充てる融資を受け取ろうとしました。この時の主な政策の一つが、国営企業

の売却で１９９９年国営企業資本法の発布でありました。

 国営企業の民営化反対闘争を指導したのは国営企業労働連盟であり、国民ネットワーク

グループと連携を取って売国政策と戦いました。当時は様々な手法を用いて、政府と国民

に民営化のデメリットの理解を呼びかけました。地方でも演説を行い、政府への直談判、

憲法裁への訴訟、外国の労働運動ネットワークへの呼びかけ、全国的な広報誌の交付等

のキャンペーンを展開しました。２００１年の総選挙においても、売国政策のある政党を選

ばないようキャンペーンを続けて、結果、現政党は総選挙の敗北まで追い込まれました。
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 タイラクタイ党のタクシン・シンナワット氏の政権は、選挙前は１１の売国法律と国営企業民営化の廃止

を約束したにもかかわらず、選挙当選後は、反対の政策をとりました。つまり、１９９９年国営企業資本法

に従って国営企業の民営化を進め、タイ石油公社、MCOT、空港公団などを株式市場に売却し、特にタ

イ石油公社の民営化は国民に多大の影響を与えました。莫大な株式の販売は１分１７秒で完売し、多く

の株は政府役人の家族の手に入りました。後に、訴訟を起こしてタイ石油公社の民営化手続きが法に

のっとっていないとの判決が出た後も、タイ石油公社を元通りにはできませんでした。タイ郵便公社、

CAT・テレコム、及びTOTも民営化されました。後に国営企業労働連盟は国民と連携して国営企業の民

営化反対同盟機関を作り、国営企業を取り返そうとしましたが、遂に、タクシン・シンナワット政権が売国

法律改正作業部会を設置することに同意しました。それは民営化してはならない国営企業と民営化可能

な国営企業の選別と、民営化後の国営企業の経営に国が関与する体制を整えるのが目的でした。そし

て、２００３年５月２３日にて首相がその趣意書に署名しましたが、結局実行に移りませんでした。その結

果、国営企業労働連盟は「民主主義のための国民同盟」と共に２００６年から行動し、２００８年には国営

企業民営化反対と、国営企業内汚職の撲滅を求めて反政府運動に参加しました。
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 技術と通信システムの進歩、発展により、また雇用の多様化により、一般の正規労働者が生産ライン・

工場の外に引き離され、臨時雇用、期間雇用、派遣労働等の非正規労働が増加し、もしくはホームワー

カーとして自宅で仕事を請け負うという［インフォーマルワーカー］雇用形態が広がり、雇用の保障が低

下しました。さらにタイの政府の方針と文化的背景により労働者の団結が妨げられてきました。例えば、

ILO87号98号の未批准であったり、自由にナショナルセンターが設立できる制度により、労働者は各々の

考え方によってそれぞれナショナルセンターを設立して、今では13ものナショナルセンターが乱立し一向

に労働者の結集、団結が進みません。結局政府に対して労働者の声を反映する力を持ちえず、労働者

のおかれている状況はより悪くなっているのが現状です。さらに使用者側に弁護士やアドバイザーが入

り、違法でなければ何をしても良いような風潮が広がっています。組合員長が給料を払うからと工場に立

ち入らせない、他の従業員との接触を禁ずる等、様々な手法を用いて、労働組合の弱体化を試みていま

す。また労働運動のリーダー達が政府や使用者に迎合したり、買収されたりして、組合員達の雇用を十

分に守れてないケースもあります。
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 SERCはこれらの状況を憂い、国鉄労組委員長でサーウィット第14代、15代SERC事務局長の時代に、労

働者の権利、労働環境の改善のために大規模な労働運動の実現のための労働運動の改革に取り組み

ました。民間企業労組やインフォーマルワーカーグループやNGOと協働し、レーバーソリダリティー委員

会を立ち上げました。またより政治に対する影響力を持つために「新たな選択肢としての政党を考えるグ

ループ」も立ち上げました。なぜなら労働者の声が政府に届かなければ、彼らの置かれている状況が改

善されない状態であったからです。またSERC組織内の改革にも着手しました。国営企業以外の民間企

業もメンバーになれるよう、役員の30％を女性とするようSERC内規を改定しました。これによりSERCは

組織化を促進し、民間や女性からメンバーを増やすことができました。また各地方（チェンマイ、ウタラ

ディット、ナコンサワン、コンケン、ナコンラーチャシーマ、プーケット、及びハジャイ）のSERCの拠点を拡

大し、強化していきました。こうして全国でSERCの組織化拡大と労働運動の強化に成功することができ

ました。これからもSERCは、よりよい社会へ変えるための闘争を続けていきます。そしてそれは、いつか

必ず実を結ぶと信じています。なぜなら、SERCは労働者の力を信じているからです・・・ 。
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 スントーン・ピロンルン氏、国家住居労働組合（１９８０～１９８１）

 スチャート・スコンタカーン氏、首都水道国営企業労働組合（１９８２～１９８３）

 ワタナ・イアンバムルーン氏、CAT・テレコム国営企業労働組合（１９８４～１９８５）

 ワタナ・イアンバムルーン氏、CAT・テレコム国営企業労働組合（１９８６～１９８７）

 エカチャイ・エクハーンカモン氏、首都水道国営企業労働組合（１９８８～１９８９）

 サネー・タンティサノ氏、首都水道国営企業労働組合（１９９０～１９９１）

 ミット・チャルーンワン氏、TOT国営企業労働組合（１９９１～１９９３）

 ミット・チャルーンワン氏、TOT国営企業労働組合（１９９４～１９９５）

 ソムサック・コーサイヤスック氏、国家鉄道国営企業労働組合（１９９５～１９９６）

 ソムサック・コーサイヤスック氏、国家鉄道国営企業労働組合（１９９７～１９９９）

 サネー・タンティサノ氏、首都水道国営企業労働組合（１９９９～２００１）

 ソムブーン・ワッッブサーン氏、CAT・テレコム国営企業労働組合（２００１～２００３）

 ソムサック・コーサイヤスック氏、国家鉄道国営企業労働組合（２００３～２００５）

 シリチャイ・マイガーン氏、国家発電労働組合（２００５～２００７）

 サーワィット・ケウワーン氏、国家鉄道国営企業（２００８～２０１０）

 サーワィット・ケウワーン氏、国家鉄道国営企業（２０１０～２０１２）

 コムサン・トネシリ氏、首都電気国営企業労働組合、（２０１３より現在）
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 あらゆる形態の独裁体制に反対し、王室を国家元首とする民主主義体制の統治が行われることを支

持、支持し運動を展開する。

 ［関係組織と］良好な連携を推進し、組織とその構成員を支援し、併せて、組織とその構成員同士の連携

を促進し、その他の労働団体も含めた広範な範囲の労働者の権益を守る。

 国営企業の従業員の雇用条件に係わる権益、および、全ての場所における労働者のその他の権益を

追求、保護すると共に、タイの労働者同士の労働運動、外国組織間との連携、その他の職業別労働者

グループ間の労働運動の促進のための支援と協力を行う。

 真の国民のための国家として、国民の利益を基盤とした国家に繁栄と進歩をもたらすために、国家を支

えて、開発するために、労働団体、民間団体、および、全ての種類の職業の市民と連携する。

 経済、社会、政治、および、その他種々の科目の教育を全組合員に提供できるように、支援、促進して

いく。

 国家、および、国民を主体とした権益を考慮して、国営企業の利益を保護し、維持する。

24
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 国営企業の民営化反対

 タイ人労働者、移民労働者を問わず差
別なく、全労働者の保護、および、権利
の向上を目指す

 政府にILO第８７号、および、第９８号の
批准を求める

 ディーセントワークの実現
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 政府反対運動の直接の原因となっ

たのは、政治家への恩赦法の制

定審議に係わるものでしたが、

元々の原因は、２００４年まで遡

る。

 インラック政権の汚職問題。 
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 タイ国で発生した２０１４年のクーデター。２０１４年５月２２日、１６：３０時、プラユット・ジャンオーチャ陸軍

大将を主導者とする国家平和維持評議会により、ニワットタムロン・ブンソンパイサン氏が率いる暫定内

閣が転覆されました。これは、タイの歴史の中で、１３回目のクーデターでした。その前には、２００６年に

もクーデターが起きていました。今回のクーデターは、２０１３年１０月に始まった政治危機の後で発生し

たものです。それは、恩赦法案の審議とタイの政治の中で影響力を持っていた元タックシン首相への抗

議運動に端を発するものでした。
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◦ 国営企業の民営化、廃止、民間の共同参入を検討している全ての案件を廃止すると共に、民営化し

てしまった国営企業を取り戻して、政府と市民に返還する。

◦ 公共サービスを良質なものとし、サービスの価格を正当に維持し、国民の生活水準向上のため、国

家の国営企業の運営を国の福祉事業と位置づけする必要がある。

◦ 政府は、政府自身が、国民が消費活動を行い、生活を維持し、ならびに、安全な生活を送るために、

必要なことを全面的に支援、保障するということを保証しなければならない。

◦ 国営企業従業員の執務方法の改善には、 “Service mind” が必要であり、市民に上質のサービスを

提供するためには、業務改善が必要であり、民間的手法の導入も必要となる。

◦ 組織の中での不正行為の監査をする制度が必要であり、監査の期日、期間、条件等を明確にしなけ

ればならない。

◦ 所属する組織での内部監査、国家不正防止処罰委員会の監査、そして、裁判所での審理を考慮す

れば、毎日多数の案件が持ち込まれて処理に長期の日数を費やす結果、不正を行った者を処罰す

る前に、あやふやになる、もしくは時効になってしまうことがある。
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 ・現政権はプラユット将軍率いる軍政

 ・今までの経験から1-2年間は継続すると考える

 ・その後、選挙を経て民政へ移行

 ・現在の暫定憲法において憲法起草委員会（ソーノー
チョー）が設置

 （ソーノーチョーは200名からなる憲法やその他の法
律の改訂を目的とした委員会）
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 ・国家改革議会（ソーポーチョー）は250名からなる、
国家改革案をまとめる議会でこの議会にSERCから3
名が応募

 ・サーウィット ケーオワーン 国鉄労組代表
 ・ソムサック ゴーサイスック 社会民主党代表
 ・マノップ グアラット 国営ゴム園労組代表

 ・国家改革議会において、労働者の権利、生活の向
上に繋がる改革案を盛り込むことを目指す。（ILO87
号、98号の批准、国営と民営の労働法統一化等）

 ・前回の反政府運動参加時に主張していた内容であ
り、国家改革議会内での実現を目指す
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ヨンユット・メンタパオ
タイ産業労働組合連合(CILT)暫定代表

TEAM事務局長

タイにおける労働者をめぐる状況

2014年9月18日

1

就労状況別 労働力人口一覧 2014年7月現在

就業者 3,849万人

失業者 37.9万人

季節労働者 3.42万人

労働力人口外 

1,597万人
主婦、学生、
高齢者など

出典: 国家統計局

農業従事者 1,321万人

15歳以上人口 5,487万人

労働力人口 3,890万人

国内人口 64,871,000人

農業従事者以外 2,528万人
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TAM

労働力人口内訳 (2014年7月)
出典: 国家統計局

労働力
人口計

3,849万人

フォーマルセクター労働者1,339万人

インフォーマルセクター労働者 2,510万人

移民労働者
ミャンマー、ラオス、カンボジアの3ヶ国出身者

合計 2,211,814 人

海外で就労しているタイ人労働者 2013年末現在
合計52,406 人

(台湾 26,592人、韓国 7,964人、スウェーデン 6,563人、イスラエル 6,008人、日本 5,693人) 

タイ国内で就労している外国人労働者 (2014年7月現在)
合計 139,425 人

(日本 34,402人、中国 13,992人、フィリピン 11,145人、インド 10,287人、イギリス 9,972人)  

3

フォーマルセクター労働者内訳 (2014年7月現在)

ﾌｫｰﾏﾙｾｸﾀｰ労働者
計 1,339万人

労働保護福祉局発表に基づく労働者数
8,076,809人 (工場数 352,652箇所)

従業員数1名以上の工場を対象

300～500万人は上記内訳に含まれない (労働保護法の対象外)

この人数の内訳は、公務員、中央・地方政府職員、地方行政機構職
員、国営企業職員、 私立学校法に基づく学校の校長または教師、

在タイ外国政府職員、国際機関職員である。

社会保障第33条加入者数
 9,890,353人(工場数 419,228箇所) 

工業省発表に基づく労働者数
4,065,083人 (工場数 138,177箇所)  従業員数7名以上で、工

場局に登録済みの工場のみ対象 、組織化可能なグループ

4
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組織率

労働組合数と割合、労働協約の締結割合

組織化可能な労働者数
4,065,083人

労働組合員数
計 427,459人

組織率
10.52 %

労働者数に対する
労働協約締結割合

組織化可能な労働者数
4,065,083人

労働協約の保護下にある
労働者数(2013年末現在)

307,703人

割合
7.57 %

5

各労働者グループにおける団結状況まとめ

マスメディア: 政治による介入、

労働者の権利を確保できてい
ない

公務員、行政職員: 国家公務員法

において、団結することが認めら
れていない。

海外で就労するタイ人労働者: 

明確な団結はみられない、［組
織化］人員不足。

移民労働者: 主体となって組織

化することが認められていない。
［組合員にはなれるが、委員長、
役員にはなれない］

ｲﾝﾌｫｰﾏﾙｾｸﾀｰ労働者: 雇用主は個別の雇用条件に収入格差を取り入

れているため、労働者同士がグループを結成して、まとまって団体交渉
に取り組めない状況を作り出している。また、雇用主が存在しないグルー
プに関しては、政府は対象として検討していない。

ﾌｫｰﾏﾙｾｸﾀｰ労働者: 「団結の自由」が制限されている。政府の方針と法
令には「団結の推進」が欠けている。政府方針･法令により、民間労働組
合と国営企業労働組合が分断された。判断・裁定過程に問題がある。

6
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グローバル
資本主義が
ﾌｫｰﾏﾙｾｸﾀｰ労
働者に与え

る影響

国営企業の
民営化

短期・臨時雇用、
外注、派遣、ｲﾝ
ﾌｫｰﾏﾙｾｸﾀｰ労働者

増加

民間セクター
における規制

緩和

労働組合の
交渉力低下製造拠点

の閉鎖と
移転

法的規制の緩和、
投資家のモチベー

ション向上

貧富格差・ 

不公平拡大

過重労働、低賃金、
超過勤務、福利厚生

と安定性の低下

7

2015年 ASEAN経済共同体(AEC)参加と
タイ国内産業への影響

一般労働者／非
熟練ワーカーの失
業

労働者の
交渉力低下

特定投資案件
の た め の 経 済
特 区 が 設 定 さ
れる

より低賃金、運
営容易な国で雇
用し生産活動を
行う

労働集約型産業
は、より低賃金の
国 へ 製 造 拠 点 を
移転する傾向

低賃金を求める
投資家を、取り込
むことができなく
なる

8
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脆弱なタイの労働運動
4つの要因

(4) 外部組織から
の援助依存

(2) タイ社会にお
ける見解、考え方、
信頼性

(1) 政府による労
働者の交渉力の
制限

(3) 労働運動内部
の制約とその限界

9

政府からの要因: 政府では現在においても労働
者の交渉力を制限しようとしている

ILO条約第87条、98条への批准を認めて
いない

労働関係法において、労働者の団結や組織
化はサポートされていない(特にサブコントラ
クター、インフォーマルワーカー、マイグラント
ワーカー、農業従事者、海外で就労するタイ
人労働者に対して)

1

1.1

1.2

10
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「使用者」と

「使用人」の文化

タイ社会の大半の人間は、現在でも、
労働者が経済開発や労働者の権利
に関する方針についての意思決定に

関与することを認めていない。

(2) タイ社会における見解、考え方、
信頼度に関する要素

11

1 2 3 4

労働者が
団 結 す る
ことを「異
質」なもの
で あ る と
みている

団結する
こ と は 、
雇用主に
背 く 行 為
で あ る と
考えてい
る

労 働 者 の
問 題 は
ニュースに
ならず、理
解されない

移民労働者
の団結は、
国家の安全
保障上のリ
ス ク で あ る
とみなされ
ている

社会の一般的な人々による見解

12
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雇 用 者 が 地 域
の権力者と良好
な関係にある

労 働 組 合 は
「敵」「障害」とみ
なされている 労働省が、親密

にしている雇用者
側に肩入れをす
ることがある

組織化に携わる
指導者を排除

13

透明性に欠けるマネジメント、汚職1

未熟な民主主義2

組合員による財政面の支援不足3

組織内部および外部社会への情報伝達不足4

(3) 労働運動内部の制約

功績のある労働運動指導者による権力の独占5

労働運動内部の分裂6

14
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(3) 労働運動内部の制約

人材および技術面での効率性の欠如7

組合員による参画不足、組合員数が不十分8

非専従組合員による組合運営9

専従労働運動指導者が非常に少ない10

組織が部門ごと、レベルごとに分離している11

優れた計画が策定されていない12

15

(4)
外部組織か
らの支援に
関する要素

労働組合には組合員から
の組合費のみで自立しよ
うという努力が欠けている
ため、外部からの資金的
援助で労働運動が行われ
ている

16
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TEAM設立の歴史

タイ電子・電機機器・自動車・金属労働組合総連合会
CONFEDERATION OF THAI ELECTRICAL APPLIANCES
ELECTRONICS AUTOMOBILE AND METAL WORKERS

17

国際組織とのつながり

140カ国
5,000万人

42 組織
28万人

18
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TEAM

タイ自動車労働組合連合
(TAW: Federation of Thailand Automobile Workers)

45+7組合 / 42,832人

タイ電機機器・電子労働組合連合
20組合 /  27,495人

タイ金属労働組合連合
10組合 / 3,198人

81組合

73,528人

2014年7月22日現在

19

スローガン

労働者の安定が、
未来の安定に繋がり、

安定した社会をつくる

ビジョン

独立した組織であること、
透明性のある労働者のための組織であること、

社会に貢献する組織であること

20
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組織方針

• 内部方針

1. 所属労働組合の強化を図るとともに、労働者の権
利向上を推進する。

 - 未組織労働者の組織化推進

 - 労働組合加入者数の増加

2. 労働者に対する教育、セミナーの提供

- TEAM役員 (各分野の講師数増を図る)
- TEAM加盟組織の労働者リーダー

3. 加盟組織の強化と、労使関係制度の発展を図る

4. 情報センターとなる

21

• 対外的方針

1. 国内外における活動の強化推進

2. 自動車、電子・電機機器、鉄鋼業界で開催される労
働者関連活動および社会的活動の参加

3. 安全衛生および環境面の向上に向けた活動の推進

4. 女性および子どもの権利向上の推進

5. 連携する労働者組織との協働の推進

6. 三者構成レベルにおける協働の推進

組織方針

22
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ＣＩＬＴ
１４６組合

１１２，２３３人

タイ電子・電機機器・自動車・金属労働
組合総連合会 (TEAM)
81組合 /  73,528 人

タイ繊維・被服・皮革労連（TWFT）
19 組合 /  9,260 人

ICEMタイ協議会 (ICEM-Thai)
37 組合 / 29,445 人

 １４年７月22日現在データ 

23
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現地報告：バングラデシュ 

バングラデシュの労働事情

ITUCバングラデシュ協議会(ITUC-BC)
事務局長

AR Chowdhury RIPON

1

バングラデシュの労働市場と組織率の状況

労働人口 5,670万人

インフォーマルセクター 4,730万人

男性 3,240万人

女性 1,490万人

フォーマルセクター：インフォーマルセクター 20：80

労働組合数と組合員数
（2014年1月13日現在）

7,260組織
231万9,255人

ナショナルセンター数と組合員数 32組織
107万6,367人

産業別労働組合数（別組織） 82組織
27万6,021人

出所：2010年度BBS、2014年GB向けILOレポート

2
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-労働法改正と生計費

-労働組合権

-ラナプラザ後の状況

-効果的な社会対話への取組み

-労働組合の統一を重視

バングラデシュにおける労使紛争の現状

3

労働法改正をめぐる問題：

バングラデシュ政府は、下記の点を考慮せず

１．労働組合の設立・継続登録について、全従業員の30％

の加入を義務付ける第179条(5)の廃止

２．労働組合活動への干渉：

第196条(2)(a&b)、第190条(e&g)、第317条(d)

３．ストライキ権に対する過度な制限：

第211条(1)(3)(4)(8)、第227条(c)

４．労働組合の役員選挙への干渉と労働協約に関する過度な

優先権：第1996条(2a&d)、第202条(c&e)、第204条

4
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5.労働裁判：裁判所は原則、政労使であるが、実務上

は必ずしもそうではない（審理において労働者代表の意

見が反映されない）

6.解雇：経営者は、理由を示すことなく合法的に労働

者・従業員を解雇することができ、裁判所への説明

責任もない（職場における自由な労働組合活動に対

する脅威）

7.輸出加工区（EPZ）における労働組合権：政府は2014年

の導入を約束していたが、実現せず

5

労働組合の総意
 今回の労働法改正は、労働組合との約束に反するも
のであり、労働組合権と建設的な労使関係の確保に
おいて大きな妨げとなる。

 早急な協議の再開と改正の見直しがバングラデシュ
政府に望まれる。

6
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 労働環境：アパレル、既製服製造業・建設・船舶解体な
ど多くの分野で、職場の安全衛生が労使紛争の主要な原
因の１つとなっている。アジアの中でも、バングラデ
シュは労災事故（死亡・傷害）発生率が も高い国の１
つで、安全衛生環境の整備が遅れている。

 生計費：バングラデシュの労働市場、特にアパレル分野
では、約10年以上前から、適正賃金と賃金遅配が大きな
問題となっており、労使紛争の原因となっている。

バングラデシュにおける労使紛争の現状

7

低生計費
低生計費は、職場での人間の尊厳に対する権利の確保に

おいて重要である。適正賃金によって生活の質が向上し、
健康的な暮らしを送ることができる。適正賃金は、安全な
住まい、栄養のある食事、質の高い教育、標準的な医療サ
ービス、適切な娯楽といった労働者の生活ニーズを満たす
ことができる水準にあるべき。同一労働同一賃金の原則も
確保されなければならない。バングラデシュでは、労働協
約の交渉を通じて適正賃金の確保を図る取組みが行われて
いる。

8
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ドキュメンタリービデオ「RMG: Growth with Tears」（6分）

リンク：https://www.youtube.com/watch?v=HVdj1NvpU_Q

労使紛争事例とその対策（e.g.ラナプラザ崩壊事故）

9

労働運動の要求

 建物の安全と防災

 職場での安全衛生

 労働組合権と労働者の社会セーフティネット

 被害者への適正補償

バングラデシュでは、ラナプラザ崩壊事故以降、労働
運動の焦点が労働者の安全確保へと変化した。労働運
動の要求は以下のとおり。

10
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ラナプラザ崩壊事故被害者への補償
- いまだに遠い解決への道のり：負傷した労働者や犠牲者遺族の負担は

日々増えている。

- 補償額は、バングラデシュ政府や雇用者よりも、発注元企業である海
外ブランドの方が多い。

首相府は、犠牲者遺族へ10万タカから50万タカ、四肢を失った労働者36
名へは100万タカから150万タカを支給。1,000名以上の負傷者の医療費
も、全額、バングラデシュ政府が負担する。現在までに、約2億2,900万
タカ（2億2,859万5,682タカ）が首相府より支出されている。

プライマークなどブランドや発注元企業の一部も、事故当時ビル内にい
た3,600名（工場労働者・救助員など）とその家族への財政支援として、
計200万米ドルを支払っている。

犠牲者への補償を支援するため、ILOが中立的な立場で議長を務める国
際信託基金も発足。 終的に必要な金額は4,000万米ドルに達すると見
積もられている。これまでに1,700万米ドルが寄付され、犠牲者へ支給
される予定。

11

「ラナプラザ」後の状況

労働の安全性が労使協議の 重要事項の１つとなって
いる（ただし、アパレル産業に限定され、船舶解体・
輸送・建設・化学・皮革加工など他の危険な産業では
特に注視されていない）。

バングラデシュ政府による労働安全衛生方針の発表
労働法改正：企業レベルでの労働安全衛生委員会の設
置義務（労働者50名以上の場合）

労働基準監督局の改革が始まる

12
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バングラデシュにおける

「アコード＆アライアンス」活動

 「アコード＆アライアンス」活動は、労働雇用大臣を長とする
国家政労使委員会（NTC）が管理監督している。防災・電気設
備・建築構造を評価するため、「アコード＆アライアンス」に
従った 低基準がNTCによって定められている。評価の結果、
一時閉鎖を命じられた工場については、工場施設検査局の検査
官が検査を実施する。

13

「アコード＆アライアンス」

 アパレル工場の評価によって生じる問題は、三者間
で解決される。ところが、工場が一時閉鎖となる場
合、発注元からの改善支援や労働者への賃金の支払
などの問題が残る。検査の結果12時間以内の閉鎖を
命じられた場合、直ちに賃金を支払うだけの資金力
が工場主にない可能性もあり、労働者の不安や賃金
遅配など、問題を複雑化させる。

14
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アパレル産業における労働組合の発展

 ラナプラザ崩壊事故後も、新たに124の労働組合が登録さ
れており、手続きの簡素化も相まって労働組合の登録は
拡大している。

 一方、使用者による参加型委員会（Participatory 
Committee）の設置が増加しており、アパレル産業におけ
る労働組合の発展の脅威となっている。

 アパレル産業における持続可能で統制のとれた労働組合
の発展のためには、ITUC監督下での統一された労働組合
活動が必要である。

15

アパレル産業における労働組合の取組み

 労働組合は、生地・アパレル産業の安全かつ持続可能な発
展に積極的に取り組んでおり、バングラデシュ経済にとっ
て重要な役割を果たしている。

 そのためには、結社の自由、団体交渉権、生計費を満たす
ような 低賃金額への改定、現在実施中の「防火と建造物
の安全性をめぐる協定」の成功など、国際的な中核的労働
基準の順守が不可欠である。法整備と運用の両面でこれら
の権利を実現するために、政府に残された課題は多い。

16
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バングラデシュにおける労使紛争防止のため
ITUC-BCが実施しているその他の活動

 法令遵守：バングラデシュにおける労使紛争防止のため
には、職場・企業レベルでの質の高い機能的な労働監査制
度と現行労働法の適切な運用が不可欠である。ITUC-BCで
は、引き続き政府に対して現場レベルでの適切な運用を働
きかけている。

 ITUC-BCは、労働者側からの要求事項の実現のため、バン
グラデシュ政府と対話の場を持っている。しかし、政治的
意志の不足や経営者側の消極的な態度が原因で、この対話
はあまり機能していない。

 ITUC-BCでは、大規模な労使紛争の解決に向け、バングラ
デシュ政府に対し、全国政労使協議委員会とセクター別政
労使協議委員会の設置を働きかけている。

17

ITUC-BCから在バングラデシュ日系多国籍企業へ
のお願い

日本とバングラデシュの経済関係の現状

日本とバングラデシュは、1972年2月10日の国交樹立以来、
経済・技術協力、文化交流、相互訪問などを通じて友好的
な関係を築いている。

日本は、バングラデシュにとって重要な開発支援パート
ナーであり、バングラデシュの経済社会発展のため数多く
の支援を行なっている。2002年12月8日には相互技術協力
強化のため、両国政府間で技術協力協定が締結されている。

18
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二国間協定・条約
 1973年：海外青年協力隊の派遣に関する交換公文

 1978年：国際為替交換に関する協定

 1980年：航空サービスに関する協定

 1982年：文化協定

 1991年：所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税防止の

ための条約

 1999年：投資の奨励と保護に関する協定

 2002年：技術協力に関する協定

19

バングラデシュにおける日系企業の進出状況

 現在、バングラデシュへは181社の日系企業が進出。

 2008年から、中国への過度な依存を軽減するため日本政府が
提示した「チャイナプラスワン」戦略により、多くの日系企
業が中国以外の国への投資移転を進めてきた。

 その結果、バングラデシュ、タイ、ベトナム、カンボジアな
ど、中国以外のアジア諸国への日系企業による投資が増加し
ている。

20
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 両国間の貿易収支は、バングラデシュが車両や電子製品・
部品など輸入しているため、日本の大幅な黒字となってい
る。バングラデシュから日本への輸出品は、衣類、皮革・
皮革製品、靴など。

 輸出促進局の統計によると、2012-13年度におけるバング
ラデシュから日本への輸出額は、7億5,027万ドル（前年度
：6億52万米ドル）。

 バングラデシュ銀行の統計によると、2012-13年度におけ
る日本からバングラデシュへの輸出額は、11億9,000万米
ドル（前年度：14億5,000万米ドル）。

21

バングラデシュの輸出加工区（EPZ）への日本からの
投資

バングラデシュ輸出加工区庁によると、EPZへ投資してい
る日系企業は35社（合計投資額2億9,105万米ドル）で、
うち25社は操業中、10社が操業準備中である。

これらEPZ内の日系企業では、バングラデシュ人1万1,203
名、日本人78名、他国籍55名が勤務している。

また、さまざまな分野で日本とバングラデシュの合弁事
業も数多く設立されており、日本からバングラデシュへ
の投資は2009年から2011年までの3年間で15倍に急増して
いる。

22
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新動向

バングラデシュ投資委員会で現在審査中の日系投資案
件は、合計で12億米ドルにのぼる。自動車・アパレル
・電子・日用消費財など、多くの日系投資家がバング
ラデシュへの投資に興味を示している。

バングラデシュの豊富な労働力に関心を持つ日系投資
家からは、日系企業専用のEPZの設置を望む声が上が
っている。

23

バングラデシュ政府の対応
 先日、シェイク・ハシナ首相立会
いの下、東京において、バングラ
デシュ輸出加工区庁（BEPZA）と
日本貿易振興機構（JETRO）との
間で覚書が締結され、イッシュワ
ルディ、モングラ、ウッタラの
EPZ内区画を日系の新規投資家へ
優先して割り当てることが合意さ
れた。

24
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バングラデシュにおける日系多国籍企業への要望

 職場従業員への適正賃金および健全な労働条件の確保

 適切な安全衛生基準の維持と企業の説明責任の確保

 作業単位および企業レベルでの主要な労働基準確保の好例
の周知（具体的には、団結権及び団体交渉権の確保）

 バングラデシュにおける合弁投資企業や他国の多国籍企業
にとって模範となる取組み

 日本とバングラデシュ間の労使関係の推進への取組み

25

ご清聴ありがとうございました
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バングラデシュ経営者連盟（BEF）
事務局長

Farooq Ahmed

1

1. バングラデシュにおける労使紛争の概要

2. 主な労働災害と関連する労使紛争の事例

3. 労使関係の改善に向けた取り組み

4. 日系企業および多国籍企業への期待とBEF

としての役割

5. 労使紛争未然防止に向けたBEFとしての

取り組み
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•背景
 社会変動
 経済状況
 ガバナンス（統治能力）/地方行政
 教育と文化

•産業発展
独立前
独立後
経済の自由化

3

•労使関係（IR）と労働関連法規
バングラデシュにおける労使関係の沿革

•主要セクターにおける労働組合の発展
ジュート（黄麻）/紅茶/皮革/医薬品/

•バングラデシュの縫製業の発展
縫製業における労働組合
労働者と経営者の傾向と視点
労使紛争の原因
職場環境

グローバル化・外部圧力の影響
労働災害

4
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2. 主な労働災害と労使紛争の実例

 スペクトラム衣料工場崩壊事故

 タズリンファッション工場火災事故

 ラナプラザ工場崩壊事故

 これまでの対応措置

 政府の対応

 経営者の対応

 発注元企業の対応

 ドナーの対応

5

3. 労使関係の改善に向けた取り組み

 研修

 労働法改正

 コンプライアンスの徹底

 発注元企業からの支援

 政府からの支援

6
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4. 日系企業に望むこと

 研修

 モチベーション・アップに向けたプ
ログラム

 交流プログラムの促進

 バングラデシュへの投資拡大

7

5. BEFが日系企業およびその他企業に提供できること

 ニーズに即したビジネス環境の促進

 法的サポート

 投資の円滑化

 アドバイス支援

 バングラデシュの状況に関する企業
向けオリエンテーション

8
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6. 労使紛争解決のためのBEFのこれまでの取り組み

 労使関係の改善に向けた話し合い

 団体交渉の推進

 意識づけ

 ステークホルダーとの交流

 ベストプラクティスに学ぶ組合員教育

 研修

9
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 国営企業の民営化反対闘争が本格化したのは、１９８３年のプレーム・ティンスーラーノン

大将政権でした。経済危機に見舞われ、世界銀行と国際通貨基金の政策助言によって多

くの国営企業は、後の政府においても徐々に民営化や廃止されました。その民営化反対

活動のピークを迎えたのは、１９９７年の経済危機に直面した時で、チャワリット・ヨンチャ

イユット大将政権の時でした。その影響は世界経済に及び、「トムヤンクン危機」と［タイ国

内で］呼ばれました。１９９７年７月２日にタイはバーツを固定相場制から、変動相場制に

切り替えなければならなくなり、その結果バーツの下落を招いて政府と民間の債務が１０

０％以上にまで膨らみました。特に６０以上の金融機関と多くの企業は倒産し、失業者が

何十万人にまで膨れ上がりました。その結果、チャワリット大将が首相を辞任し、チュワ

ン・リークパイ氏がその政権を受け継ぐことになりました。この時の政府は国際通貨基金

に趣意書を送り、資金援助と学術的支援の救済プログラムを受けて、新たな経済構造と

法律の改革に乗り出しました。政府はまた１１もの売国法律という屈辱的な法律を発布し、

債務の返済に充てる融資を受け取ろうとしました。この時の主な政策の一つが、国営企業

の売却で１９９９年国営企業資本法の発布でありました。

 国営企業の民営化反対闘争を指導したのは国営企業労働連盟であり、国民ネットワーク

グループと連携を取って売国政策と戦いました。当時は様々な手法を用いて、政府と国民

に民営化のデメリットの理解を呼びかけました。地方でも演説を行い、政府への直談判、

憲法裁への訴訟、外国の労働運動ネットワークへの呼びかけ、全国的な広報誌の交付等

のキャンペーンを展開しました。２００１年の総選挙においても、売国政策のある政党を選

ばないようキャンペーンを続けて、結果、現政党は総選挙の敗北まで追い込まれました。

19

 タイラクタイ党のタクシン・シンナワット氏の政権は、選挙前は１１の売国法律と国営企業民営化の廃止

を約束したにもかかわらず、選挙当選後は、反対の政策をとりました。つまり、１９９９年国営企業資本法

に従って国営企業の民営化を進め、タイ石油公社、MCOT、空港公団などを株式市場に売却し、特にタ

イ石油公社の民営化は国民に多大の影響を与えました。莫大な株式の販売は１分１７秒で完売し、多く

の株は政府役人の家族の手に入りました。後に、訴訟を起こしてタイ石油公社の民営化手続きが法に

のっとっていないとの判決が出た後も、タイ石油公社を元通りにはできませんでした。タイ郵便公社、

CAT・テレコム、及びTOTも民営化されました。後に国営企業労働連盟は国民と連携して国営企業の民

営化反対同盟機関を作り、国営企業を取り返そうとしましたが、遂に、タクシン・シンナワット政権が売国

法律改正作業部会を設置することに同意しました。それは民営化してはならない国営企業と民営化可能

な国営企業の選別と、民営化後の国営企業の経営に国が関与する体制を整えるのが目的でした。そし

て、２００３年５月２３日にて首相がその趣意書に署名しましたが、結局実行に移りませんでした。その結

果、国営企業労働連盟は「民主主義のための国民同盟」と共に２００６年から行動し、２００８年には国営

企業民営化反対と、国営企業内汚職の撲滅を求めて反政府運動に参加しました。

20
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 技術と通信システムの進歩、発展により、また雇用の多様化により、一般の正規労働者が生産ライン・

工場の外に引き離され、臨時雇用、期間雇用、派遣労働等の非正規労働が増加し、もしくはホームワー

カーとして自宅で仕事を請け負うという［インフォーマルワーカー］雇用形態が広がり、雇用の保障が低

下しました。さらにタイの政府の方針と文化的背景により労働者の団結が妨げられてきました。例えば、

ILO87号98号の未批准であったり、自由にナショナルセンターが設立できる制度により、労働者は各々の

考え方によってそれぞれナショナルセンターを設立して、今では13ものナショナルセンターが乱立し一向

に労働者の結集、団結が進みません。結局政府に対して労働者の声を反映する力を持ちえず、労働者

のおかれている状況はより悪くなっているのが現状です。さらに使用者側に弁護士やアドバイザーが入

り、違法でなければ何をしても良いような風潮が広がっています。組合員長が給料を払うからと工場に立

ち入らせない、他の従業員との接触を禁ずる等、様々な手法を用いて、労働組合の弱体化を試みていま

す。また労働運動のリーダー達が政府や使用者に迎合したり、買収されたりして、組合員達の雇用を十

分に守れてないケースもあります。

21

 SERCはこれらの状況を憂い、国鉄労組委員長でサーウィット第14代、15代SERC事務局長の時代に、労

働者の権利、労働環境の改善のために大規模な労働運動の実現のための労働運動の改革に取り組み

ました。民間企業労組やインフォーマルワーカーグループやNGOと協働し、レーバーソリダリティー委員

会を立ち上げました。またより政治に対する影響力を持つために「新たな選択肢としての政党を考えるグ

ループ」も立ち上げました。なぜなら労働者の声が政府に届かなければ、彼らの置かれている状況が改

善されない状態であったからです。またSERC組織内の改革にも着手しました。国営企業以外の民間企

業もメンバーになれるよう、役員の30％を女性とするようSERC内規を改定しました。これによりSERCは

組織化を促進し、民間や女性からメンバーを増やすことができました。また各地方（チェンマイ、ウタラ

ディット、ナコンサワン、コンケン、ナコンラーチャシーマ、プーケット、及びハジャイ）のSERCの拠点を拡

大し、強化していきました。こうして全国でSERCの組織化拡大と労働運動の強化に成功することができ

ました。これからもSERCは、よりよい社会へ変えるための闘争を続けていきます。そしてそれは、いつか

必ず実を結ぶと信じています。なぜなら、SERCは労働者の力を信じているからです・・・ 。

22
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 スントーン・ピロンルン氏、国家住居労働組合（１９８０～１９８１）

 スチャート・スコンタカーン氏、首都水道国営企業労働組合（１９８２～１９８３）

 ワタナ・イアンバムルーン氏、CAT・テレコム国営企業労働組合（１９８４～１９８５）

 ワタナ・イアンバムルーン氏、CAT・テレコム国営企業労働組合（１９８６～１９８７）

 エカチャイ・エクハーンカモン氏、首都水道国営企業労働組合（１９８８～１９８９）

 サネー・タンティサノ氏、首都水道国営企業労働組合（１９９０～１９９１）

 ミット・チャルーンワン氏、TOT国営企業労働組合（１９９１～１９９３）

 ミット・チャルーンワン氏、TOT国営企業労働組合（１９９４～１９９５）

 ソムサック・コーサイヤスック氏、国家鉄道国営企業労働組合（１９９５～１９９６）

 ソムサック・コーサイヤスック氏、国家鉄道国営企業労働組合（１９９７～１９９９）

 サネー・タンティサノ氏、首都水道国営企業労働組合（１９９９～２００１）

 ソムブーン・ワッッブサーン氏、CAT・テレコム国営企業労働組合（２００１～２００３）

 ソムサック・コーサイヤスック氏、国家鉄道国営企業労働組合（２００３～２００５）

 シリチャイ・マイガーン氏、国家発電労働組合（２００５～２００７）

 サーワィット・ケウワーン氏、国家鉄道国営企業（２００８～２０１０）

 サーワィット・ケウワーン氏、国家鉄道国営企業（２０１０～２０１２）

 コムサン・トネシリ氏、首都電気国営企業労働組合、（２０１３より現在）

23

 あらゆる形態の独裁体制に反対し、王室を国家元首とする民主主義体制の統治が行われることを支

持、支持し運動を展開する。

 ［関係組織と］良好な連携を推進し、組織とその構成員を支援し、併せて、組織とその構成員同士の連携

を促進し、その他の労働団体も含めた広範な範囲の労働者の権益を守る。

 国営企業の従業員の雇用条件に係わる権益、および、全ての場所における労働者のその他の権益を

追求、保護すると共に、タイの労働者同士の労働運動、外国組織間との連携、その他の職業別労働者

グループ間の労働運動の促進のための支援と協力を行う。

 真の国民のための国家として、国民の利益を基盤とした国家に繁栄と進歩をもたらすために、国家を支

えて、開発するために、労働団体、民間団体、および、全ての種類の職業の市民と連携する。

 経済、社会、政治、および、その他種々の科目の教育を全組合員に提供できるように、支援、促進して

いく。

 国家、および、国民を主体とした権益を考慮して、国営企業の利益を保護し、維持する。

24
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 国営企業の民営化反対

 タイ人労働者、移民労働者を問わず差
別なく、全労働者の保護、および、権利
の向上を目指す

 政府にILO第８７号、および、第９８号の
批准を求める

 ディーセントワークの実現

25

 政府反対運動の直接の原因となっ

たのは、政治家への恩赦法の制

定審議に係わるものでしたが、

元々の原因は、２００４年まで遡

る。

 インラック政権の汚職問題。 
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 タイ国で発生した２０１４年のクーデター。２０１４年５月２２日、１６：３０時、プラユット・ジャンオーチャ陸軍

大将を主導者とする国家平和維持評議会により、ニワットタムロン・ブンソンパイサン氏が率いる暫定内

閣が転覆されました。これは、タイの歴史の中で、１３回目のクーデターでした。その前には、２００６年に

もクーデターが起きていました。今回のクーデターは、２０１３年１０月に始まった政治危機の後で発生し

たものです。それは、恩赦法案の審議とタイの政治の中で影響力を持っていた元タックシン首相への抗

議運動に端を発するものでした。

29

◦ 国営企業の民営化、廃止、民間の共同参入を検討している全ての案件を廃止すると共に、民営化し

てしまった国営企業を取り戻して、政府と市民に返還する。

◦ 公共サービスを良質なものとし、サービスの価格を正当に維持し、国民の生活水準向上のため、国

家の国営企業の運営を国の福祉事業と位置づけする必要がある。

◦ 政府は、政府自身が、国民が消費活動を行い、生活を維持し、ならびに、安全な生活を送るために、

必要なことを全面的に支援、保障するということを保証しなければならない。

◦ 国営企業従業員の執務方法の改善には、 “Service mind” が必要であり、市民に上質のサービスを

提供するためには、業務改善が必要であり、民間的手法の導入も必要となる。

◦ 組織の中での不正行為の監査をする制度が必要であり、監査の期日、期間、条件等を明確にしなけ

ればならない。

◦ 所属する組織での内部監査、国家不正防止処罰委員会の監査、そして、裁判所での審理を考慮す

れば、毎日多数の案件が持ち込まれて処理に長期の日数を費やす結果、不正を行った者を処罰す

る前に、あやふやになる、もしくは時効になってしまうことがある。

30
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 ・現政権はプラユット将軍率いる軍政

 ・今までの経験から1-2年間は継続すると考える

 ・その後、選挙を経て民政へ移行

 ・現在の暫定憲法において憲法起草委員会（ソーノー
チョー）が設置

 （ソーノーチョーは200名からなる憲法やその他の法
律の改訂を目的とした委員会）

31

 ・国家改革議会（ソーポーチョー）は250名からなる、
国家改革案をまとめる議会でこの議会にSERCから3
名が応募

 ・サーウィット ケーオワーン 国鉄労組代表
 ・ソムサック ゴーサイスック 社会民主党代表
 ・マノップ グアラット 国営ゴム園労組代表

 ・国家改革議会において、労働者の権利、生活の向
上に繋がる改革案を盛り込むことを目指す。（ILO87
号、98号の批准、国営と民営の労働法統一化等）

 ・前回の反政府運動参加時に主張していた内容であ
り、国家改革議会内での実現を目指す

32
－32－



ヨンユット・メンタパオ
タイ産業労働組合連合(CILT)暫定代表

TEAM事務局長

タイにおける労働者をめぐる状況

2014年9月18日

1

就労状況別 労働力人口一覧 2014年7月現在

就業者 3,849万人

失業者 37.9万人

季節労働者 3.42万人

労働力人口外 

1,597万人
主婦、学生、
高齢者など

出典: 国家統計局

農業従事者 1,321万人

15歳以上人口 5,487万人

労働力人口 3,890万人

国内人口 64,871,000人

農業従事者以外 2,528万人

2
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TAM

労働力人口内訳 (2014年7月)
出典: 国家統計局

労働力
人口計

3,849万人

フォーマルセクター労働者1,339万人

インフォーマルセクター労働者 2,510万人

移民労働者
ミャンマー、ラオス、カンボジアの3ヶ国出身者

合計 2,211,814 人

海外で就労しているタイ人労働者 2013年末現在
合計52,406 人

(台湾 26,592人、韓国 7,964人、スウェーデン 6,563人、イスラエル 6,008人、日本 5,693人) 

タイ国内で就労している外国人労働者 (2014年7月現在)
合計 139,425 人

(日本 34,402人、中国 13,992人、フィリピン 11,145人、インド 10,287人、イギリス 9,972人)  

3

フォーマルセクター労働者内訳 (2014年7月現在)

ﾌｫｰﾏﾙｾｸﾀｰ労働者
計 1,339万人

労働保護福祉局発表に基づく労働者数
8,076,809人 (工場数 352,652箇所)

従業員数1名以上の工場を対象

300～500万人は上記内訳に含まれない (労働保護法の対象外)

この人数の内訳は、公務員、中央・地方政府職員、地方行政機構職
員、国営企業職員、 私立学校法に基づく学校の校長または教師、

在タイ外国政府職員、国際機関職員である。

社会保障第33条加入者数
 9,890,353人(工場数 419,228箇所) 

工業省発表に基づく労働者数
4,065,083人 (工場数 138,177箇所)  従業員数7名以上で、工

場局に登録済みの工場のみ対象 、組織化可能なグループ

4
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組織率

労働組合数と割合、労働協約の締結割合

組織化可能な労働者数
4,065,083人

労働組合員数
計 427,459人

組織率
10.52 %

労働者数に対する
労働協約締結割合

組織化可能な労働者数
4,065,083人

労働協約の保護下にある
労働者数(2013年末現在)

307,703人

割合
7.57 %

5

各労働者グループにおける団結状況まとめ

マスメディア: 政治による介入、

労働者の権利を確保できてい
ない

公務員、行政職員: 国家公務員法

において、団結することが認めら
れていない。

海外で就労するタイ人労働者: 

明確な団結はみられない、［組
織化］人員不足。

移民労働者: 主体となって組織

化することが認められていない。
［組合員にはなれるが、委員長、
役員にはなれない］

ｲﾝﾌｫｰﾏﾙｾｸﾀｰ労働者: 雇用主は個別の雇用条件に収入格差を取り入

れているため、労働者同士がグループを結成して、まとまって団体交渉
に取り組めない状況を作り出している。また、雇用主が存在しないグルー
プに関しては、政府は対象として検討していない。

ﾌｫｰﾏﾙｾｸﾀｰ労働者: 「団結の自由」が制限されている。政府の方針と法
令には「団結の推進」が欠けている。政府方針･法令により、民間労働組
合と国営企業労働組合が分断された。判断・裁定過程に問題がある。

6
－35－



グローバル
資本主義が
ﾌｫｰﾏﾙｾｸﾀｰ労
働者に与え

る影響

国営企業の
民営化

短期・臨時雇用、
外注、派遣、ｲﾝ
ﾌｫｰﾏﾙｾｸﾀｰ労働者

増加

民間セクター
における規制

緩和

労働組合の
交渉力低下製造拠点

の閉鎖と
移転

法的規制の緩和、
投資家のモチベー

ション向上

貧富格差・ 

不公平拡大

過重労働、低賃金、
超過勤務、福利厚生

と安定性の低下

7

2015年 ASEAN経済共同体(AEC)参加と
タイ国内産業への影響

一般労働者／非
熟練ワーカーの失
業

労働者の
交渉力低下

特定投資案件
の た め の 経 済
特 区 が 設 定 さ
れる

より低賃金、運
営容易な国で雇
用し生産活動を
行う

労働集約型産業
は、より低賃金の
国 へ 製 造 拠 点 を
移転する傾向

低賃金を求める
投資家を、取り込
むことができなく
なる

8
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脆弱なタイの労働運動
4つの要因

(4) 外部組織から
の援助依存

(2) タイ社会にお
ける見解、考え方、
信頼性

(1) 政府による労
働者の交渉力の
制限

(3) 労働運動内部
の制約とその限界

9

政府からの要因: 政府では現在においても労働
者の交渉力を制限しようとしている

ILO条約第87条、98条への批准を認めて
いない

労働関係法において、労働者の団結や組織
化はサポートされていない(特にサブコントラ
クター、インフォーマルワーカー、マイグラント
ワーカー、農業従事者、海外で就労するタイ
人労働者に対して)

1

1.1

1.2

10
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「使用者」と

「使用人」の文化

タイ社会の大半の人間は、現在でも、
労働者が経済開発や労働者の権利
に関する方針についての意思決定に

関与することを認めていない。

(2) タイ社会における見解、考え方、
信頼度に関する要素

11

1 2 3 4

労働者が
団 結 す る
ことを「異
質」なもの
で あ る と
みている

団結する
こ と は 、
雇用主に
背 く 行 為
で あ る と
考えてい
る

労 働 者 の
問 題 は
ニュースに
ならず、理
解されない

移民労働者
の団結は、
国家の安全
保障上のリ
ス ク で あ る
とみなされ
ている

社会の一般的な人々による見解

12
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雇 用 者 が 地 域
の権力者と良好
な関係にある

労 働 組 合 は
「敵」「障害」とみ
なされている 労働省が、親密

にしている雇用者
側に肩入れをす
ることがある

組織化に携わる
指導者を排除

13

透明性に欠けるマネジメント、汚職1

未熟な民主主義2

組合員による財政面の支援不足3

組織内部および外部社会への情報伝達不足4

(3) 労働運動内部の制約

功績のある労働運動指導者による権力の独占5

労働運動内部の分裂6

14
－39－



(3) 労働運動内部の制約

人材および技術面での効率性の欠如7

組合員による参画不足、組合員数が不十分8

非専従組合員による組合運営9

専従労働運動指導者が非常に少ない10

組織が部門ごと、レベルごとに分離している11

優れた計画が策定されていない12

15

(4)
外部組織か
らの支援に
関する要素

労働組合には組合員から
の組合費のみで自立しよ
うという努力が欠けている
ため、外部からの資金的
援助で労働運動が行われ
ている
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－40－



TEAM設立の歴史

タイ電子・電機機器・自動車・金属労働組合総連合会
CONFEDERATION OF THAI ELECTRICAL APPLIANCES
ELECTRONICS AUTOMOBILE AND METAL WORKERS

17

国際組織とのつながり

140カ国
5,000万人

42 組織
28万人

18
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TEAM

タイ自動車労働組合連合
(TAW: Federation of Thailand Automobile Workers)

45+7組合 / 42,832人

タイ電機機器・電子労働組合連合
20組合 /  27,495人

タイ金属労働組合連合
10組合 / 3,198人

81組合

73,528人

2014年7月22日現在

19

スローガン

労働者の安定が、
未来の安定に繋がり、

安定した社会をつくる

ビジョン

独立した組織であること、
透明性のある労働者のための組織であること、

社会に貢献する組織であること

20
－42－



組織方針

• 内部方針

1. 所属労働組合の強化を図るとともに、労働者の権
利向上を推進する。

 - 未組織労働者の組織化推進

 - 労働組合加入者数の増加

2. 労働者に対する教育、セミナーの提供

- TEAM役員 (各分野の講師数増を図る)
- TEAM加盟組織の労働者リーダー

3. 加盟組織の強化と、労使関係制度の発展を図る

4. 情報センターとなる

21

• 対外的方針

1. 国内外における活動の強化推進

2. 自動車、電子・電機機器、鉄鋼業界で開催される労
働者関連活動および社会的活動の参加

3. 安全衛生および環境面の向上に向けた活動の推進

4. 女性および子どもの権利向上の推進

5. 連携する労働者組織との協働の推進

6. 三者構成レベルにおける協働の推進

組織方針
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ＣＩＬＴ
１４６組合

１１２，２３３人

タイ電子・電機機器・自動車・金属労働
組合総連合会 (TEAM)
81組合 /  73,528 人

タイ繊維・被服・皮革労連（TWFT）
19 組合 /  9,260 人

ICEMタイ協議会 (ICEM-Thai)
37 組合 / 29,445 人

 １４年７月22日現在データ 
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