


 

はじめに 
～ 「アジアにおける労使関係と労働組合の課題」の発刊にあたって ～ 

 

公益財団法人 国際労働財団(ＪＩＬＡＦ) は設立以来、一貫して「開発途上国の自由にして民

主的な労働運動の発展と健全な社会経済開発に貢献すること」を理念に活動を展開してきました。

今日、国際労働分野における開発協力や人材育成など、ＪＩＬＡＦがこれまで培ってきた活動や取

り組みは、ますます重要性を増し、期待も高まっております。そういった要請に応えていくことこ

そがＪＩＬＡＦの使命だと認識しております。 

また、ＪＩＬＡＦが支援する地域の中心としてきたアジア諸国と日本は、近年ますます相互依存

関係を深め、アジアの健全な発展と平和は、日本国と一体不可分な関係にあるといっても過言では

ありません。 

そのような観点をふまえ、本プロジェクトは、日本の企業別組合・産別などが、アジア諸国にお

ける安定的な労使関係とその根拠となる健全な労働組合の発展に貢献できるよう情報を整理し提

供することを目的として設置されました。 

今回の調査研究は、このテーマに深く関わってこられた専門家および実務家が合同でプロジェク

トチームを編成し、相互の交流により知見を深めながら取り組んだことに特徴があります。 

また、それぞれに専門とする分野を担当いただいたことで、その内容においては意欲的で熱意あ

る「試論」や「提言」といったものが含まれることとなりました。よって読者の皆さまには、この

「試論」や「提言」は、執筆者それぞれの研究成果としてとらえていただき、ご活用いただければ

幸いに存じます。 

なお、報告書の標題は「アジア」としつつ、今回の調査は４ヵ国にとどまっております。この点

については、ご斟酌いただき今後の取り組みとさせていただくことでお許しをいただきたいと存じ

ます。 

本調査研究においては、大変多くの方々にご協力をいただきました。対象国の日系企業、商工会、

使用者団体、労働組合、労働団体、政府機関など、関わっていただいたすべての皆さまに、衷心か

ら御礼申し上げます。 

また、プロジェクトメンバーはもとより、主査としてプロジェクトメンバーの報告に寄り添い、

粘り強く最後までプロジェクトの目的を完遂すべくご尽力をいただいた高木郁朗・日本女子大学名

誉教授に深甚なる敬意と感謝の意を表させていただきます。 
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本報告書の目的と構成 

 

 

１．本書の構成と基本的内容 

この報告書は、2017年以来、ＪＩＬＡＦの内部に設置された研究プロジェクトによる現地調査な

どにもとづき、東南アジアに属する４つの国(インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア)の労働

組合に関する最新の現地情報を基礎に、これらの国々の労働に関わる現況と課題を明らかにするこ

とを目的としている。労働組合、関連団体、事業団体、国際的な活動に従事されている方や関心を

持っている方を対象として、現地の労働事情に関する基礎的知識の確認、労使紛争の未然防止など

様々なニーズに役立てていただけることをねらいに活用していただくことを期待している。 

４つの国の調査対象となった訪問先は、各国の事情によって多少の違いはあるが、ほぼ共通する

のは、各国の代表的なナショナルセンター、進出している日本企業とそこに存在する労働組合、各

国駐在の日本大使館､それに日本人商工会議所などであった。いずれの訪問先も、あらかじめ提出

した質問状に沿って、資料の準備などを含め、真摯
し ん し

に対応していただき、貴重な情報をいただいて

いる。これらの訪問先および対応していただいた方々には改めて感謝の意を表したい。ただ、日本

からの進出企業については、実態をより鮮明にするという趣旨もあって、特に了解が得られたケー

スをのぞいては匿名としている。 

本報告書は、いわばタテ軸とヨコ軸の２つから構成されている。タテ軸ともいえる最初の部分で

は、対象となった４ヵ国について、調査および各種の資料で得られた情報をもとに、労働事情を軸

にして関連する状況を総体的に明らかにしている。ここでは、概括的な歴史的事情、ＧＤＰの推移、

労働法制や社会保険など制度の実態、日本との関係、雇用・就業・失業など労働経済面での特徴、

個別企業レベルでの、特に日本からの進出企業を軸とした労使関係上の特質、組織率やナショナル

センター、産別組織など労働組合のあり方の特徴、それに労働関連のＮＧＯの活動といった話題が

とりあげられる。これらの項目によって、読者が当該国の労働に関する基礎的な情報を得ることが

できるように整理されている。 

ヨコ軸ともいえる後半の部分では、賃金、社会保障、労働組合の状況といった個別の課題ごとに、

各国の共通性と異質性を明らかにするよう、比較検討が行われている。読者がこの検討によって、

それぞれのテーマについて各国ごとにどのような特質があるかに関わる理解を深めることができ

るよう配慮されている。タテ軸とヨコ軸は、緊密な関係があるから、たとえば、ある国の賃金につ

いて後半により詳しい記述がある場合には、前半の関連箇所では後半の当該部分を参照するよう、

注が付されているので活用してほしい。 

 

２．本研究会の問題意識 

ここで、本研究会の問題意識を明らかにしておきたい。今回の研究プロジェクトが組織された背

景には、とりわけ労働組合の活動に携わる人びとに、アジア･太平洋地域の国々への理解を一層深

めてもらい、アジアの労働運動に関わる人びととの連携をより深めていただきたいという気持ちが
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ある。報告書にもこの気持ちが反映している。アジア全域ということでは、調査対象となった４ヵ

国だけでは、この課題を全面的に果たすことは不可能であるが、労働という視点からいわば例解を

示すという点では、大きな意義を持っていると考える。問題の焦点はなぜ、もっと多くの人びとに

アジア・太平洋地域の労働問題に関心を持っていただく必要があるか、という点にある。 

この点をまず日本を中心に検討する。1990年代のバブル崩壊以降の20年間に日本経済をめぐる国

際関係はまったく変化してしまった。かつては、日本は輸出大国としていわば世界に君臨してきた。

しかしそれはいまではまったくの伝説となっている。図表１を見てみよう。ここには2011年以降

2017年までの経常収支の動向が示されている。このうち貿易収支を見ると、2015年までは実は貿易･

サービス収支(貿易収支だけでも)は赤字であり、経常収支が大幅な黒字となっているのは、第一次

所得収支が大きな黒字となっているからである。ここでいう第一次所得収支というのは外国で得た

雇用者報酬に投資収益(直接投資収益＋配当金＋証券投資収益など)を加えたもの(ともに日本から

外国に対して支払った分を差し引いている)で、基本的には企業が海外投資を行って得た利益のこ

とである。貿易収支が赤字で、それを海外投資収益で補うというのが2011年から2015年までの構造

であった。2016年と2017年については貿易･サービス収支は黒字ではあるが、輸出と輸入はほぼ均

衡しており、経常収支の黒字の圧倒的部分は投資収益によるものであることが分かる。もっともそ

れでも日本が輸出大国であるという意見はありうるが､ＧＤＰに対する輸出の比率を見ても、韓国

の約43％、ドイツの約37％、中国の約24％に比して日本は、近年やや上昇しているとはいえ、約15％

と低い水準にとどまっている。要するに日本は輸出依存大国であるよりはるかに海外投資収益依存

国である。 

 

図表１ 2010年代の日本の経常収支の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような投資収益をどこから得ているのか。図表２は、過去20年について見た国別の投資残高

の一覧である。2017年末現在、日本の直接投資残高の合計は約１兆5,000億ドルであるが、その対

象は、大きくはアメリカ、アジア各国、これよりやや少ないが、ＥＵに３分されている。アジアで

は、現在の残高では中国が圧倒的に多く、アジア全体の４分の１強を占めている。しかし伸び率で

見ると、中国への投資残高の急増はほぼ2010年頃までで、それ以降の伸びが著しいのは、もともと

（単位：１億円）
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投資残高の多かったタイにインドネシアとベトナムを加えた東南アジア諸国である。今回の研究対

象国であるタイ、インドネシア、マレーシア、ベトナムを合計すると、ざっといえば全世界対象の

日本の投資残高の約10分の１に相当する約1,300億ドルに達する。もっとも近年はアベノミクスの

円安誘導政策の影響もあり、全体としての海外投資残高が伸び悩みも見せているが。 

 

図表２ 日本の国・地域別対外直接投資残高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

むろん、研究対象となっている地域に限定されるわけではないが、かりに海外投資の対象となる

地域や企業において安定的な労働環境が維持されないならば、今日の日本経済の国際面を支える海

外収益は、大きな動揺にさらされることとなる。こうしたことを考えるならば、進出企業の安定的

な経営の確保という側面からも、日本経済全体の国際的位置の確保という点からも、企業レベルの

安定的な労使関係の維持とその前提となる当該国の労働者の福祉の向上をもたらすような社会シ

ステムの構築が重要となる。このような労使関係と社会システムの構築は、第一義的に当該国の労

働者の活動に求められなければならない。しかし、たとえば日本の労働組合が各国の労働組合など

の自主的な活動を支援することは不可欠の条件である。日本の労働組合が、企業別組合や関係する

産別、ナショナルセンターとしての連合が、それぞれその役割に応じて、進出先の国々の労使関係

の安定に資するための活動を積極的に展開することは、まさにみずからのための活動でもあること

が自覚される必要がある。 

しかし、アジアの国々における労働に関わる課題は個別企業グループの関連のみによってもたら

されるものではない。たとえば賃金をとりあげてみる。企業の海外進出は､一般に指摘されるよう

に、対象国の労働者の低賃金を利用することに限定されるわけではない。現に、日本企業の進出は

一方においてアメリカやＥＵ諸国のように、賃金や労働時間など労働コストが日本を上回っている

地域にも多く進出している。また、海外に進出している業種には、低賃金が市場競争の大きな武器

（単位：100万ドル） 
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となる製造業に限定されず、デパートやスーパーのような現地の消費に依存する小売業もある。と

はいえ、アジア諸国への進出の１つの大きな目的が、労働コストが低いと想定される地域での生産

活動にあったこともたしかである。こうした事態は、日本の企業に限らず、いわゆる先進国の国際

的な投資活動一般の中で見られることである。サプライチェーンの末端における児童労働のような

非人権的なあり方が指摘されるのも、こうした状況があるからにほかならない。 

いいかえれば、日本から進出した企業の内部でなく、それをとりまく一国の社会システムのあり

方が全体として問題となっている。たとえば、日本から進出した企業の内部においてのみ、閉鎖的

に安定的な労使関係を構築できるといったことはありえない。これらの国々において、賃金や労働

時間、労働安全衛生など労働条件面と団結権保障などを含む労働組合権の確保の両面にわたる労働

法制や社会保障制度、さらにもっと広く教育制度などの社会的なインフラストラクチュアの確立が

不可欠となる。 

これらのシステムもまた当該国の国民的な営みが主役であることは言をまたないが、これだけ経

済的な関わりを持つようになった日本の労働組合が、進出企業の労使関係という視点を超えて、一

国の社会システムの構築を、様々なかたちで支援することもまた不可欠の活動である。すぐあとに

見るように、アジアは広大であり、しかも急速に経済発展をとげている。日本を含む先進国の労働

組合にとっては、こうした規模と成長率を持つアジアの経済が順調に展開していくよう、安定的な

労使関係と社会システムの確立をはじめ、様々な条件を整えていくことに貢献することは、アジア

諸国の労働者などの福祉の向上のためにも、自国の経済と労働者生活の安定のためにも不可欠な事

業であるといわなければならない。 

本報告書は以上のような問題意識のもとに、既述のように、対象の４ヵ国について、タテ・ヨコ

の両面で、焦点となる課題が示されている。 

 

３．アジア諸国の労働問題の所在 

このような問題意識を発展させるために、ここでは、今日のアジア･太平洋地域の一般的な特徴

を示しておきたい。 

いうまでもなく、アジア・太平洋地域は地理的に広く、そこで居住する人口も多い。地理的な広

がりでいえば、ＩＴＵＣ－ＡＰ（国際労働組合総連合アジア太平洋地域組織）が対象とするアジア・

太平洋諸国をとって見ても、東西(たとえば日本からイスラエル)では地球の約３分の１、南北(た

とえば日本からニュージーランド)では地球のほぼ半分を占めている。人口から見ると2017年現在

の世界人口約74億人のうち、約47億人、すなわち約63％がアジア太平洋地域に居住している。本報

告書の対象としている国々はいわゆる東南アジアとされる地域に属しており、インド以西や中国、

日本は含まれないが、東南アジア地域には人口順位で世界４位のインドネシア(約２億6,200万人)、

12位のフィリピン(約１億500万人)、14位のベトナム(約9,300万人)が含まれる。このうちインドネ

シアとベトナムは今回調査の対象国である。これらの国の人口規模はヨーロッパ中西部の｢大国｣で

あるドイツ(約8,200万人)、イギリス､フランス、イタリア(いずれも6,000万人台)を上回る。これ

ら３国の人口は人口順位20位のタイ(約6,900万人)とほぼ同規模である。アジア諸国の中では人口

規模上小国に属するマレーシア(約3,200万人)でさえ、オランダ(約1,700万人)や、スウェーデン(約

1,000万人)など北欧諸国よりもはるかに大きい。これらの人口規模を考えるだけでも、労働問題を

軸に人類全体の福祉を考えるときには、アジアのあり方を抜きにすることは絶対にできない。 
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ただ人口に関しては、むろん国によって差はあるが、東南アジアに関していえば、ほぼ人口爆発

の時代は終わっている。全体としては少子高齢化の時代に入っているといってよく、労働市場の状

況からも社会政策のあり方からも、新しい課題に直面しつつある。 

同時に、こうした大きな人口規模を持つ現在のアジアは、急速に経済的な規模を拡大し世界経済

の中で、大きな位置を占めるにいたっている。典型的には中国である。2017年段階の単純なドル換

算による名目ＧＤＰのランキング１位はアメリカ(約19兆4,000億ドル)であるが、２位の中国はす

でに12兆ドルを超えており、３位の日本(約４兆9,000億ドル)の2.5倍､４位のドイツ(約３兆7,000

億ドル)の３倍に達しようとしている。複利計算では６％を超える水準の経済成長が10年続くと、

現在のＧＤＰの２倍に達することになるが、単純計算では中国は、10年程度で現行の２倍水準に達

し、少なくとも現在のアメリカの名目ＧＤＰ水準以上に達することになる。 

このような中国に限らず、一般的にアジア諸国の経済成長率は高く、急速に世界の中での経済規

模を拡大している。まだ2008年リーマンショック後の大景気後退から完全に脱却しているとはいえ

ない2017年でも、今回の研究対象国であるベトナム6.8％､マレーシア5.9％、インドネシア5.1％と

高い経済成長を示し、政治的混乱のあとで成長に陰りがみえるタイでも3.9％となっている。その

他のアジア・太平洋地域の大国では、インド、フィリピンが6.7％となっている。いずれも、ドイ

ツ2.5％、アメリカ2.3％、日本1.7％より断然高い。 

これだけの規模と成長率を持つアジア･太平洋の国々が、様々な原因で経済的な障害に陥ること

があれば、世界経済全体への影響ははかりしれない。アメリカのヘッジファンドの行動を契機とし

た1997年にタイのバーツにはじまるアジア通貨危機はすでに世界経済全体に与える影響の大きさ

を示していた。しかしアジア諸国の経済規模は20年前の比ではない。これらのアジア諸国が持つ世

界経済への影響力も20年前の比ではない。 

アジア･太平洋地域は広大であると同時に多様性の世界でもある。ユーラシア大陸の西部は世界

の主要な宗教の起源となった地域である。現在では、その地域にはイスラム世界が広がっているが、

その宗教圏は東南アジアにも広がり、今回の研究対象であるインドネシアやマレーシアも含まれる。

ただ、今回の研究対象国はいずれも多民族国家であり、国民を構成しているすべての民族が同一の

宗教を信仰しているわけではないから、各国ともに、国内には、複数の宗教あるいは宗教的な要素

が、様々な問題をかかえつつ、共存しているともいえる。 

政治面でも多様性をもっている。東南アジアでは、18世紀に至るまで、独自のすぐれた仏教文化

などを有する王朝やイスラム国家が支配していたが、それ以降は西欧諸国が植民地化した。研究対

象国では、インドネシアをオランダ、マレーシアをイギリス、ベトナムをフランスがそれぞれ領有

した。東南アジアで独立王国として存在を続けたのは唯一タイだけであった。第二次大戦中には、

マレーシアやインドネシアは戦場となり、日本に占領された時期もあった。ベトナムやインドネシ

アでは激烈な独立戦争を経て、独立国家が建設されたが、ベトナムではさらに長期にわたるアメリ

カとの戦争も展開されて、統一国家が形成された。研究対象である４ヵ国では、現在では、一党独

裁が続いているベトナムをのぞいては、代表制民主主義の仕組みを持っているが、実態は国によっ

て異なっている。 

日本の労働組合などが、これらの国での支援活動を行ううえでは、それぞれの国の歴史的、文化

的、政治的、かつ社会的な多様性に十分配慮しなければならないことになる。 
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経済的にも多様である。2017年の東南アジア諸国をとって､１人あたり名目ＧＤＰ(単純ドル換

算)を見ると、もっとも高いのはシンガポール(約５万7,000ドル)で、世界でもっとも高いルクセン

ブルク(約10万6,000ドル)などを別とすれば、ほぼアメリカ(約６万ドル)なみとなっている。ちな

みに日本(約３万8,000ドル)には、東アジア諸国である韓国(約３万ドル)、台湾(約２万5,000ドル)

が近接する。中国は約9,000ドルで、ロシア(約１万1,000ドル)や先進国のクラブとされるＯＥＣＤ

加盟国のトルコ(約１万1,000ドル)、メキシコ(約9,000ドル)に近接する。 

今回の研究対象国では、マレーシアが約9,800ドル、タイが6,600ドル、インドネシアが約3,800

ドル、ベトナムが約2,400ドルとなっている。１人あたりＧＤＰが東南アジア地域でもっとも低い

国々は、ネパール(約800ドル)、ミャンマー(約1,300ドル)、カンボジア(約1,400ドル)である。た

だしこのうち、ネパールは、2017年の経済成長率が7.5％と高い水準を示しており、まもなく1,000

ドル水準をクリアすると推定される。世界的には、このあとに、アフガニスタン、イエメン(いず

れも500ドル台)といった中東の紛争地域が続き、さらにその下には、南スーダン(約200ドル)など

500ドル未満のアフリカ諸国が続く。 

これらの数値を見ても分かるように、東南アジアの国々の中では、国ごとの格差が40倍(ミャン

マーとシンガポールの格差を基準として)に達するという大きな格差構造を持っている。この計算

は単純なドル換算を適用しており、たとえば購買力平価を用いれば、各国間の１人あたりＧＤＰは

もう少し縮小する可能性はあるが、少なくとも単純なドル換算では、マレーシアとミャンマー、カ

ンボジアとのあいだでも８倍という格差がある。特殊な位置を占めるシンガポールを別として、東

南アジアと東アジア全域を見ると、一人あたりＧＤＰでは、２万ドル以上グループに、日本、韓国、

台湾が属し、かなりあいだをあけて6,000～１万ドル水準に、中国、マレーシア、タイが位置し、

ふたたびかなりあいだをあけて、2,000ドルから4,000ドルのあいだに、インドネシア、フィリピン、

ベトナムといった国々が並び、さらにふたたび大きな間隔をあけて、1,000～1,500ドルのあいだに

ミャンマー、カンボジアが位置する、という構造を持っている。 

たしかに、サハラ以南の一部のアフリカ諸国のように１人あたりＧＤＰが500ドルに達せず、国

民の多くが飢餓や栄養失調状態に陥ったりするのがふつうの状態であるという国は東南アジア諸

国ではもはや見られないが、おなじ東南アジア諸国を比較しても、国ごとに大きな格差があること

は間違いない。 

労働問題に直接関わる分野においても、東南アジアと一言でいっても実は多様である。たとえば、

ＩＭＦ（国際通貨基金）のデータベースで、2017年の平均失業率を見ると、インドネシアはかなり

高く5.4％であり、マレーシア3.4％であるが、ベトナムは2.2％とかなり低く、タイにいたっては

0.7％と極端に低い。 

失業率が低いといっても、安定した就業が実現しているとはかぎらない。たとえば、ベトナムは

公式の失業率は低いものの、いまでは日本、台湾などへの実質的な労働力輸出国としての側面を持

っている。また別の問題点として、特にタイに例示されるようなインフォーマル労働者の存在があ

る。インフォーマル労働者については国際労働機関（ＩＬＯ）が、2015年の総会で採択した「イン

フォーマル経済からフォーマル経済への移行」とする勧告(204号勧告)があり、途上国においては

(実は先進国においても増加している可能性があるが)、ディーセントワークを妨げている最大の存

在としている。同勧告ではインフォーマル労働者とは、インフォーマル経済での就業者としている
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が、例示として挙げられているものには、農業部門や運輸部門に見られる自営業的なものだけでな

く、サプライチェーンの末端に位置する下請け企業での就業者や家事労働者も含まれている。要す

るに、たとえばタイにおいて、失業率が低いといっても、その就業が不安定で、労働法や労働組合

が関わる明確な雇用契約のもとでの就業ではない労働者が多い可能性がある。東南アジア諸国では

このようなインフォーマル就業者の比率が50％以上に達するとする研究もあるが、主として先進国

からの投資によって運営されている企業と伝統的な産業との実質的な二重構造の問題を含め、統計

上の数値を超えた不安定就業という構造的な問題が存在している。 

労働組合の現状については、各論で詳述されるが、４つの研究対象国のうち、ベトナムを例外と

すると、組織率が低く、同時に労働組合が統一されていない、という問題点がほぼ共通に存在する。

例示的でいえばタイで２％程度、マレーシアで６％程度と推定される。この両国では、ナショナル

センターとよびうる労働組合組織は存在するとはいえ、統一的なナショナルセンターは形成されて

いない。東南アジアおよび東アジアで比較的組織率が高い国は、中国を例外とすると、日本、韓国、

シンガポール、フィリピンであるが、いずれも20％程度未満である。 

 

４．３つの軸の活動の必要性 

以上のことを想定すると、ここでの研究対象となっている４ヵ国を中心にして、アジア・太平洋

地域においては、労働組合に関わって３つの軸の活動が不可欠であることが分かる。 

第一の軸は、企業・産業のレベルで、しっかりした健全で、安定的で建設的な労使関係をつくる

ということである。この場合の労使関係とは、企業と労働組合が対等に交渉・協議を行い、働くう

えでのルールを構築していくということである。その前提は、企業・産業のレベルにしっかりとし

た労働組合が組織されているということである。この点では、今回の研究の中で発見された重要な

労働組合の経験がある。すなわち、これらの国々に多く存在する日本系の企業の１つにおいて、本

国日本の企業別組合と、関連する国際産別組織(ＧＵＦ)が協力･支援して、進出先の現地企業での

組織化を成功させ、基本的な労働協約の締結まで行ったという事例である。この企業の労働組合の

場合には、組合の結成以降も、日本本国の組合、東南アジアのいくつかの国に存在する同一企業の

組合間で相互に情報交換を行っている。また、この本国の経営陣も、安定的で建設的な労使関係確

立の意義を認め、現地での労働組合結成には、自主的な認証をあたえるなどの立場をとっている。

このような経営側の対応は、このケースでは、結果として、仕事に対するモチベーションの高さや

技術者層や中間管理層の定着率の高さとして企業側の利益にもつながっている。 

国際産別組織と本国の企業別労働組合の協力による組織化と働き方のルール化という方法は、

様々な組織化の方法の１つにすぎないとはいえ、これらの地域には、日本に企業別労働組合がある

企業の海外進出が多く、それらの企業別組合は日本国内の産別組織をつうじてＧＵＦとつながりを

持っている状態を考えると、有力な組織化法であることは明らかであろう。 

しかし、このような現地の海外進出企業について日本国内の企業別労働組合の協力によって、当

該国で組織化が進展し、安定的な労使関係と労働者の良好な労働･生活水準がすべて実現するとは

とうていいえない。組織化について見ても、たとえば工業団地ごとの組織化をはかるといった手法

がとられており、企業グループ間の組織化を超える内容を持っている。実際に進出企業ごとの組織

化の活動では、たとえば、サプライチェーンの末端やインフォーマル労働者のレベルまでにはとど
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かないことになる。ここで登場するのは、２つめの軸としての労働関連のＮＧＯである。 

実際に、東南アジア地域で展開されている活動を見ると、労働関連のＮＧＯの大きさにつきあた

る。アメリカ(ソリダリティ･センター)、オーストラリア（アフィーダ）、ドイツ(ＦＥＳ)、ノルウ

ェー(ＬＯ)などの北欧諸国の、多くはそれらの国々のナショナルセンターをバックに持つ労働関連

ＮＧＯが東南アジア諸国でも活発に活動している。 

労働関連のＮＧＯの活動としては、３つの側面がある。１つは、この点はＪＩＬＡＦは除くが各

国のナショナルセンターや産別組織に対してドナー(資金提供者)として活動するという側面であ

る。ドナーとしてのＮＧＯの位置は重要である。研究対象となるこれらの国々において組織率が低

いうえに、賃金も低くて高い組合費を徴収できないといった場合には、たとえばナショナルセンタ

ーを維持・運営していく場合にこうした外国のドナーは不可欠の要素となっているからである。ド

ナーの存在は現地労働組合の活動内容を制限する可能性がないわけではないが、今回の研究対象か

らはそのような事例は発見されていない。 

ＮＧＯの活動の２つめは、現地事務所を持ち、労働組合の組織化や争議などを直接に支援すると

いう活動内容である。特に争議支援では、別の系統の労働組合などと対立する可能性があり、労働

関連ＮＧＯとＩＴＵＣの地域組織やＧＵFとのあいだではたえず緊密な情報交換が望まれる。 

３つめは、労働組合という枠組みを超えて、住宅や教育など、インフラストラクチュアが不足し

ている分野で、施設やサービスを提供していくという、一種の国際的な社会貢献活動である。 

このような労働関連のＮＧＯの活動の特徴の１つは、たとえば「人権」といった基本的な活動理

念が大きくかかげられることである。また、こうしたＮＧＯにたいしては本国政府が大きな財政支

援を行っているケースもある。 

最後の３つめの軸は、現地政府に影響を及ぼして、労働法制や社会保障制度の確立を推進してい

くという側面である。ここではＩＬＯの位置は大きい。ＩＬＯが各国に有する現地事務所をつうじ

て、ＩＬＯ条約や勧告の批准ないしは完全な履行を推進したり、テクニカルな支援を行ったりする

ことは、現地における労働権の確立や社会システムの改善に現に大きな役割を持っている。しかし

それにとどまらず、ＩＴＵＣの地域組織やＧＵＦ、それに労働関連のＮＧＯによる現地政府への働

きかけは、これらの国々において、大きな効果を持っている。 

 

以上の内容は、タテ･ヨコの両面からなる以降の各章に具体的に記述される各国とテーマ別の報

告の予備知識として活用してもらえれば幸いである。 

 

各章については、基本的には各章の筆者の責任でまとめられるが、必要があると判断した場合に

は、主査の権限で内容を修正、補強、削除させていただいた。 

また、全体を通じて、それぞれの内容については見解や提言などに試論的な部分が含まれており、

必ずしもＪＩＬＡＦの見解を反映するものではないことを含みおきいただきたい。 

 

序章 本報告書の目的と構成 
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表が示すように、インドネシアは、赤道上に東西5,000km以上にまたがり、世界 多の大小１万

3,000以上の島からなる国家である。人口は２億5,000万人以上、つまり日本の２倍以上の人口を持

つ、東南アジアにおける 大、世界全体でも第４位の大国である。国際的には、政治面でも、経済

面でも、大きな注目を集める国である。図表１が示すように、経済成長率は、アジア通貨危機のさ

なかの1998年に大幅な低下をみせたが、その後回復し、リーマンショック以降も、毎年５％程度と

なっている。インドネシアは、2016年現在の１人あたりＧＤＰは、約3,600ドルで、１人あたりＧ

ＤＰ 1,000～13,000ドルを中進国と定義する世界銀行の定義では中進国、また、図表２が示すよう

に、同国の主要産業は製造業で、世界各国からの投資が進展していることから、新興工業地域の一

環を占めている。ただ、新興工業地域に属する国の多くがそうであるように、貿易収支のマイナス

が続き、海外収支のバランスが海外からの投資によって保たれている。また、失業率が６％と高い

水準にあることも、同国経済の問題点を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13



 

図表１ 経済成長率等統計 

 

 

 

 

 

 

図表２ 主要産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．インドネシアの歴史の中での労働組合 

(1) インドネシアの歴史概観 

インドネシア地域では５世紀頃から様々な王朝が生起し、中国とインドを結ぶ交易の中継拠点と

して栄えた。12世紀以降にはイスラム化が進展した。16世紀に入り、大航海時代になると、豊富な

香辛料を求めて、ポルトガル､イギリス、オランダなどヨーロッパの商人が、つぎつぎと訪れるよ

うになった。激しい競争ののち、インドネシア地域で覇権を確立したのはオランダだった。 

15世紀以来スペインの支配下にあったオランダは、1581年にスペインから分離宣言、1648年に独

立したが、すでに1602年には大航海時代のアフリカやアジアに進出し、オランダ東インド会社を設

立、バタビア（現ジャカルタ）を拠点に東南アジア地域の植民地経営（香辛料貿易）を行ってきた。

オランダ東インド会社は、インドネシア全域を事実上統治していたが、1799年に解散し、インドネ

シアは、オランダ政府の直接統治下におかれることとなった。ただし、ナポレオン戦争時代には、

本国政府の実質が失われ、イギリスの統治下におかれたこともあったが、全体としてはインドネシ

ア地域はオランダ植民地としての位置を持つこととなった。 

20世紀に入ると、インドネシアの民族意識が高揚するようになり、1927年には、スカルノに率い

られる国民党も結成されて、独立運動が高揚するようになった。これらの運動はオランダ当局によ

って激しく弾圧され、指導部は長期にわたって逮捕･投獄された。 

大きな転機となったのは、第二次大戦中、日本軍がこの地域を占領したことであった。占領下で

釈放されたスカルノらは、独立のための活動を進め、日本の降伏ののち、1945年８月17日に独立を

宣言した。この独立宣言の際、掲げられたのがパンチャシラ５原則(１．唯一神への信仰、２．公

平で文化的な人道主義、３．インドネシアの統一、４．協議と代議制において英知によって導かれ

第１章 アジア各国の労働事情概況 
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る民主主義、５．インドネシア全人民に対する社会正義)だった。オランダはこれを認めず、再植

民地化をはかったため、独立戦争がはじまり、1949年12月には国際会議で独立が承認された。スカ

ルノは初代大統領に選出された。 

独立後、国内の分裂状態を克服するという目的もあり、「指導される民主主義」の名のもとでス

カルノの独裁体制が強化された。国際的には、東西対立の中にあって、ネルー･インド首相、周恩

来・中国首相、ナセル・エジプト首相らとともに第三勢力の結集につとめ、1955年にはバンドン会

議を主催した。 

スカルノ体制は、1965年にスハルト(1968年から大統領)に権力委譲が行われて終焉
しゅうえん

したが、スハ

ルト体制のもとでの独裁体制は続いた。しかし、1997年に発生したアジア通貨危機以降インドネシ

ア国民の窮乏が強まり、ジャカルタ暴動が発生した。1998年、スハルト独裁は終焉した。 

その結果として、インドネシア政治の民主化が進展し、1999年には総選挙が行われるようになり、

さらに2004年からは大統領が直接選挙で選出されるようになった。現在は2014年の大統領選挙に勝

利したジョコ・ウィドドが、第７代大統領をつとめている。 

 

(2) インドネシアにおける初期の労働運動 

インドネシアで結成された 初の労働組合は蘭印教員労働組合（ＮＩＯＧ：Netherlandesch-Indisch 

Onderwijzers Genootschap: Netherlands Indies' Teachers Association）であるとされている。

1894年（1897年という説もある）にインドネシア在住のオランダ人教員によって結成された労働組

合である。その後、プランテーション労働組合、砂糖産業労働組合、手工業労働組合、郵便労働組

合、鉄道労働組合など、多くの労働組合が結成された。 

オランダ本国におけるナショナルセンターの結成が19世紀末から20世紀初頭であるので、ほぼ同

じような時期に労働組合が設立されてきたことになる。本国での労働組合結成の流れが植民地であ

るインドネシアにも波及したといえる。一方でこれらの労働組合はインドネシアに在住するオラン

ダ人の組織であった。インドネシア人労働者も加入した 初の労働組合は、1908年結成の民営の鉄

道や路面電車（トラム）の従業員で構成された鉄道・トラム従業員協会（ＶＳＴＰ：Vereniging v. 

Spoor en Traam Personnel）であるといわれている。これは1908年にインドネシア人知識人で結成

された穏健な独立運動である「ブディ・ウトモ」の影響とされる。 

この時期、インドネシア人のみが加入する労働組合の結成も進んだ。インドネシア人税関職員労

働組合（1911年）、補助教員労働組合（1912年）、インドネシア人金融労働組合（1914年）、阿片栽

培労働組合（1916年）、地方自治体職員労働組合（1916年）などの公企業や私営プランテーション

労働組合（1915年）などが結成されている。また華僑系の労働者も1909年に労働組合を結成してい

る。 

1919年には22の労働組合組織が結集し、初の全国組織である労働運動統一機構（ＰＰＫＢ）が結

成された。ＰＰＫＢは結成大会において、 低賃金、日中の８時間労働と夜間の６時間労働、年14

日の有給休暇、労働者の社会保障と政治的権利を要求している。 

1920年から1925年にかけて、工場、乾ドック、港湾、金融、鉄道・トラムの労働組合がストライ

キを実施するなど、労働争議が相次いだ。オランダ植民地政府はこれらの動きを受けて、労働法の

制定の必要性を認識し、1921年には司法省のもとに労働事務所が設置された。1922年には新たに別
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の労働組合組織インドネシア労働組合協会（ＰＶＨ）が設立されている。 

オランダ植民地政府は、鉄道・トラムでの労働争議に対し、労使調停協議会を設置して事態の鎮

静化をはかるが、調停はうまくいかず、労働者や労働組合の賃金労働条件向上への要求を全国的な

ものへと拡大させることになった。政府は1923年にストライキ扇動禁止令を公布したが、それでも

労働争議は鎮静化せず、多くの逮捕者を出す結果となった。政府の圧力とともに不況からの企業業

績の悪化を受けた経営者による解雇で、労働組合員は世界恐慌がはじまった1929年以降減少の一途

をたどり、ついには華僑労働者の組織のみが存続するようになってしまった。 

1940年、政府は雇用関係条例（Arbeidsverhouding Regeling Ordinance）を制定した。これは民

間企業の従業員を保護することを目的とした条例であり、これにより労働運動は再度全国的な統一

組織を構築していき、ＧＡＳＰＩ（インドネシア人労働者協会）の結成へとつながった。しかしそ

の後日本軍の占領により、労働組合活動を含むほとんどの社会運動は禁止され、労働組合はジャカ

ルタや東ジャワで地下に潜ることとなった。 

 

(3) 独立運動期からスカルノ体制期の労働運動 

1945年、インドネシアの独立宣言後、11月17日にはインドネシアの労働組合の統一を掲げたイン

ドネシア労働戦線（ＢＢＩ）が結成された。ＢＢＩは独立運動に関与するべきと主張する派閥と、

社会経済分野での活動を行うべきと主張する派閥に分裂し、独立運動派はインドネシア労働党を結

成しスカルノなどが進める独立運動に参加した。社会経済活動派は他の組織との合併統合を経て

1948年にインドネシア労働者中央組織（ＳＯＢＳＩ）となった。ＳＯＢＳＩは国際労働運動との連

携を求め、共産圏の労働組合との関係強化を進めていき、インドネシア国内ではインドネシア共産

党の影響下にあった。 

1949年、オランダからの独立移行、1950年に憲法が制定された。1950年憲法では結社の自由がう

たわれており、1950年代にはおよそ150の全国的な労働組合が存在し、数百の単位（事業所別）労

働組合と７の労働組合連合が存在していた。しかしそのほとんどが政党の下部組織として1955年に

実施された初めての総選挙への集票組織として結成されたものであった。一方で賃金労働条件向上

を求める未登録の労働組合によるストライキもこの時期多発した。 

1955年以降、スカルノ独裁体制が強まる中で政党とつながりの強い労働組合は、政治的安定を求

め当時政治勢力として力をつけてきた国軍との連携を進めるようになった。また国軍は共産党の組

織拡大を警戒し、職業集団の調整機関として1964年に職能組織ゴルカル（Golongan Karya）を発足

させた。 

 

(4) スハルト時代の労働運動 

1965年、スカルノからスハルトへ権力が移譲されると、共産党が非合法化された。これは今日ま

で続いている。労働組合の中では、国際共産主義運動と連携し、国内で共産党に呼応して蜂起した

ＳＯＢＳＩに対する強硬な弾圧が行われた。 

1968年にスハルト大統領が就任すると1945年憲法とパンチャシラ原則を推し進め、労働運動はそ

れを支持促進する勢力として形成されていった。多くの労働組合がそのような活動に積極的に参加

し、1969年には21の労働組合が連携と協議の場としてインドネシア労働組合協議会（ＭＰＢＩ）を

第１章 アジア各国の労働事情概況 
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結成した。1970年代に入り、政府は乱立する政党の整理統合を行った。その結果1955年総選挙で議

席を得ていた29の政党が、３政党とゴルカル職能組織にまで整理された。労働組合もその影響を受

け、1973年にはＭＰＢＩを構成していた21組織が全インドネシア労働組合連合（ＦＢＳＩ）を結成

し、21の産業別労働組合を下部組織とすることとなった。さらに1985年、さらなる統合を目標に、

連合体であったＦＢＳＩを単一の労働組合組織へと組織機構の変更を行った。名称は全インドネシ

ア労働組合（ＳＰＳＩ）となり、９の産業別部会を設置した。国際労働運動からは、ＳＰＳＩにつ

いて「インドネシアにおける唯一の許された労働組合とされており、自由に労働組合を加入・結成

できるという労働者の権利を侵害するもの」、「ストライキなどの労働者の権利を侵害し、海外投資

を誘致する政府の管理下にある官製労働組合」として批判されることとなった。 

1992年、ＳＰＳＩとは異なる労働組合であり、民主化運動を展開していたグループがインドネシ

ア福祉労働組合（ＳＢＳＩ）を結成し、承認申請を政府に提出したものの、その第１回定期大会は

開始40分で警察によって解散させられ、1994年の全国時限ストライキなどでは議長ら指導者が逮捕

された。以降ＳＢＳＩに対し、議長が国家転覆罪で起訴されるなど、政府の圧力が強まっていった。

国際労働運動は「スハルト独裁に対抗する反体制労働組合」であるとして、このＳＢＳＩに対する

支援を強化していくことになった。 

一方ＳＰＳＩは、「官製労働組合」であるとの批判を受け、1994年、それまでの単一労働組合か

ら、産業別労働組合が結集する連合体として組織機構を変更し、名称を全インドネシア労働組合連

合（ＦＳＰＳＩ）へと変更した。ＦＳＰＳＩには13の産業別労働組合が加盟するという組織形態と

なった。それでも「企業別労働組合はＦＳＰＳＩに加盟するべし」という規定が残るなど、官製労

働組合の性格は残った。 

 

(5) 改革期（レフォルマシ）の労働運動 

1998年スハルト政権の崩壊で誕生したハビビ大統領は、政党結成の自由化や、中核的ＩＬＯ８条

約すべての批准など、民主化改革（レフォルマシ）を進めた。 

労働組合内部にも改革を求める声が大きくなり、ＦＳＰＳＩ内部でも改革派の運動が高まった。

産業別組織の中で「改革派（レフォルマシ）」が作られたり、インドネシア金属産業労働組合連盟

（ＦＳＰＭＩ）を脱退したり、さらには労働組合結成が自由化されたことにより、先のＳＢＳＩも

政府に登録が認められたほか、80組織以上の労働組合が短期間に結成・登録された。この改革派グ

ループは2003年にインドネシア労働組合総連合（ＫＳＰＩ）に結集することとなる。ＫＳＰＩのほ

かに、改革派が抜けたあとでも、地方組織の地盤を持ち、国営企業、公務員・教員、古くからイン

ドネシアで事業を展開している外資系企業の労働組合などを基盤に持つ全インドネシア労働組合

総連合（ＦＳＰＳＩ＝ＫＳＰＳＩ）、民主化運動組織であったインドネシア福祉労働組合総連合（Ｓ

ＢＳＩ＝ＫＳＢＳＩ）が大きく勢力を伸ばし、ＫＳＰＩ、ＫＳＰＳＩ、ＫＳＢＳＩの三大ナショナ

ルセンターが形成された。 

 

[三大ナショナルセンターの共闘とその後の分裂] 

2012年10月３日、インドネシアの主要労働組合は、全国21の県・市の80ヵ所以上の工業団地で、

200万人以上が参加（主催者発表）する全国ストライキを実施した。このストライキは三大ナショ

 

 

 

 
17



 

ナルセンターがインドネシア労働組合協議会（ＭＰＢＩ）を結成し、アウトソーシングの根絶、低

賃金の拒絶（ 低賃金の引き上げ）、国民健康保険の早期実施の三大要求を掲げて実施したもので

ある。 

労働組合による一連の活動の中には、高速道路や公道の占拠、スウィーピングと呼ばれる各企業

への組合員の強制動員やアウトソーシング・ 低賃金に関する強制的な監視、破壊行為などが行わ

れ、警察による逮捕・拘留や、その後の解雇問題などが発生したが、アウトソーシングについては、

５業種（警備、配膳、清掃サービス、輸送、採掘サービス）のみに制限する政令が11月21日に交付

されるなど、このＭＰＢＩによる運動は、大きな成果をあげた。 

ところが2014年の大統領選挙では、ＫＳＰＩがプラボウォ・スビアント候補を支持、ＫＳＰＳＩ

がジョコ・ウィドド候補を支持し、ＭＰＢＩの共闘体制が崩れることとなった。その後ＫＳＰＳＩ

やＫＳＢＳＩの内部分裂、トップの国営企業重役への就任など、労働運動の分裂が憂慮される事態

となっている。 

低賃金は2016年に成立した政令第78号（ＰＰ78）により、地域別 低賃金の引き上げ率が経済

成長率＋インフレ率で自動的に算出されるようになり、2017年と2018年の地域別 低賃金はその政

令に沿って引き上げられるようになった。また、アウトソーシングの問題は現在マガン（実習生）

の問題に変化している。マガンとは工業高校や専門学校の生徒が学校の授業の一環として民間企業

で実習するもので、実施にあたっては、学校からの要請、カリキュラムの作成、技能訓練や座学の

ための施設が必要であるとされており、 低賃金以下（交通費や昼食費の支給のみ）でも違法では

ないが、企業の中には低賃金労働者として何年もマガンの制度のもとで働かせているところもある

とされている。 

近（2017年）の労働移住省の発表では、労働組合員数は横ばいか減少気味なのに対し、労働組

合数は増加しているとし、労働組合の分裂が進んでいることが、統計上でも明らかになったとして

いる。実際、既存の労働運動に対抗し、分裂（スピンアウト）する労働組合が増加している。 

 

３．現段階の労働組合の概況 

(1) ナショナルセンター 

労働組合に関する法律2000年第21号により、従業員10名で労働組合を結成することができるよう

になった。その労働組合＝単位組織（ＰＵＫ、ＳＰ、ＳＢ）が５組織で労連を結成でき、労連３組

織で、ナショナルセンターを結成することができる、とされている。現在の主要ナショナルセンタ

ー（ＫＯＮＦＥＤＥＲＡＳＩ）はつぎのとおりである（詳細は第２章58頁参照）。 

 

1) インドネシア労働組合総連合（ＫＳＰＩ） 

ＫＳＰＩには９つの産別が加盟している。国内の主要ナショナルセンターの中では 大の組織

である。直面する課題は、労働者の生活向上という目的を達成することにおかれている。特に

低賃金の引き上げに力をいれている。 低賃金は労働者の希望を満たしていない。30ドルとかな

り低い。 低賃金について労働組合側の要求は、2017年の310万ルピアから８％＋50ドルの引き

上げである390万ルピアだったが、360万ルピアにとどまった。また制度的にも交渉なしに決定さ

れるようになり、民主主義をどうするかの問題もある。社会保障について退職金制度が導入され
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たが、十分なものではないとして要求を継続している。ＩＴＵＣ加盟。 

 

2) インドネシア福祉労働組合総連合（ＫＳＢＳＩ） 

反体制民主化活動家であったムクタール・パクパハンが主導して結成した労働組合。ＫＳＰＳ

Ｉが唯一のナショナルセンターとされていた時代には、体制外労働組合とされ、民主化の支援を

行う欧米から多くの資金援助があった。ＩＴＵＣ加盟。 

 

3) 全インドネシア労働組合総連合（ＫＳＰＳＩ） 

現存するもっとも古い労働組合で、スハルト政権時代には唯一のナショナルセンターであり、

職能組織であるゴルカルを構成していた。欧米諸国からは政府の支配下にあるとみなされ、「官

製労働組合」と批判されたこともある。役員選挙をめぐる内部抗争で、現在２派以上に分裂して

いる。 

 

(2) 産業別組織（ＦＥＤＥＲＡＳＩ） 

1) インドネシア金属産業労働組合連合（ＦＳＰＭＩ） 

傘下に自動車・部品、電機・電子、機械、造船、航空宇宙、複合産業の６部門の労働組合があ

る。 

組織人員は237,700名、インドネシア全土40州に組合員がおり、31の地域本部を設置している。

女性比率は35％。 

主な活動は組織化、政策提言強化、法律支援体制整備、広報活動充実、ＰＰ78撤廃活動、低賃

金への抗議行動、マガン（実習生）制度への問題提起活動など。 

国際的にはインダストリオールに加盟、国内ではＫＳＰＩに加盟。 

 

2) インドネシア労働組合同盟（ＡＳＰＥＫインドネシア）Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia 

郵便・物流、商業・小売り、金融、情報・通信・テレコム、メディア・エンターテイメント、

グラフィック（印刷）、医療、観光、設備・保守、人材派遣という11の分野のサービス産業の労

働者を組織する労働組合連合 

会長１名のほか副会長４名と、10の地域本部の本部長が選出される。 

活動の基本方針は社会的対話（ムシャワラ）とされる。交渉で膠着状態になってもＡＳＰＥＫ

インドネシアが関与しデモを行うが、基本方針をもとに対話で解決するよう取り組んでいる。社

会的対話を通じて政府やステークホルダー、経営者団体と覚書を締結することもある。政府に対

しては特に労使関係に関する重要事項について政策提言を行っている。 

女性委員会と青年委員会を設置している。女性の多い職場が多く、女性の役割と能力の向上、

地位の向上、法律にもとづいた女性労働者の権利の追求などの活動を行っている。また青年委員

会は35歳以下の組合員で構成されている。これらの委員会では将来の組織を担う、次世代の役員

候補の能力向上のための訓練を提供。 
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3) ＵＮＩグローバルユニオンとＵＮＩ－ＡＰＲＯ（国内ではＫＳＰＩに加盟） 

75加盟組合の10万人を組織している。主な加盟組織は、ヘロー・スーパーマーケット、ロッテ、

メトロ・デパートメント、テレコムセル、インドサット、アクシアタ、フアウェイ、ユナイテッ

ドトラクター、ダナモン銀行（三菱ＵＦＪが買収を進めている）、ＣＩＭＢニアガ銀行、メイバ

ンク・シャリア銀行、アンタラ通信、ジャカルタ環状高速やボゴール環状高速などの高速道路５

公社、国営企業であるインドネシア郵政など。 

 

そのほかの主要な組織として、金属・機械・電子労働組合連合（ＬＯＭＥＮＩＫ：ＫＳＢＳＩに

所属する金属系の産業別組織）、金属・電機・機械労働組合連合（ＦＳＰ－ＬＥＭ：ＫＳＰＳＩを

上部団体とする金属系の産業別組織）などがある。 

労働組合の単位組織としては、ＰＵＫ、ＳＰ、ＳＢなどとよばれる、主に企業別の労働組合が存

在する。10名で結成・登録することが可能であり、１企業内に複数の単位労働組合が存在し、それ

ぞれが別の産別／ナショナルセンターに加盟していることも多い。 

人的資源省の説明では、現在インドネシア国内に14のナショナルセンター（Konfederasi）、118

の労連（Federasi）が登録されている。単組が５組織集まって労連を結成でき、労連が３組織集ま

ってナショナルセンターを結成できる。単組は１企業に２組織結成されていれば、２組織と数えら

れる。ナショナルセンターや労連の組織数は増加しているが、組合員数は減っている。単組数は当

初約11,000組織あったのが、現在は約7,000組織に減少している。組織率は２％程度と推定されて

いる。組合員数の減少、組織率の低下については、人的資源省では、労働者自身が、労働組合が労

働者にとってプラスになる活動を行っているのか、労働者が望む活動を行っているのか疑問を持ち、

労働運動から距離を置くようになったことが要因ではないかとの分析もあるとしている。 

なお、経営者側の組織としては、全国組織として、インドネシア経営者団体連合会(ＡＰＩＮＤ

Ｏ)、インドネシア商工会議所(ＫＡＤＩＮ)、業界・産業組織として、インドネシア・リテール産

業経営者団体(ＡＰＲＩＮＤＯ)、インドネシア自動車工業会(ＧＡＩＫＩＮＤＯ)、インドネシア物

流協会（ＡＬＩ）などがあり、日本からの進出企業では、ジャカルタ・ジャパン・クラブ(ＪＪＣ)

がある。また政府では労働問題に関しては、人的資源省が担当官庁となっている。 

 

４．労使関係の制度と現状 

(1) 社会対話と労使協議制度 

現在の労使関係を規定する法制度は、2000年以降に制定されたものである。これらの法は、形式

上、使用者に厳しい内容であったとする意見もある。当時の政権が左翼であり、労働組合出身者が

労働大臣になることもあったという事情を反映していた。しかし、労働法は政府だけでなく、労使

からの意見を聞くフォーラムを経てから作成したものであった。 

人的資源省の説明によれば、インドネシアの労使関係の特徴は社会的対話（ムシャワラ）である。

いいかえれば、会社の就業規則、ＰＫＢ（労働協約：Perjanjian Kerja Bersama）、権利と義務な

ど、労働者と経営者が同じ観点を持つことが基本とされている。 

労働協約は民主主義的である。労働組合と一緒に作成するからである。従業員の50％以上を労働

組合が代表していることが必須条件である。50％以下の場合はプロポーショナルである。労働協約
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は現在3,829本が登録されている。インドネシア国内の企業数からすればこの数値は十分ではない。 

一方、就業規則は会社が決めるものであり、民主主義的ではない。そのため可能であれば労働者

との対話を通じて作成していくことを推奨している。この対話を実質化するものとして、労働法の

中では社内でＬＫＢ（労使二者協議制度：Lembaga Kerjasama Bipartit）を設置することが義務づ

けられているが、これは労使の問題や、生産性向上への協力、会社設備、安全衛生など労使の矛盾

が大きくならないよう防止するものである。ＬＫＢは話し合いの場であり、労使交渉の場ではなく、

また労働者から経営者に提案する場である。ＬＫＢ設置は従業員50名以上規模の企業で義務となっ

ており、50名以下は任意となっている。ＬＫＢは現在16,857社に設置されている。 

ＰＫＢは労使が交渉して決める権利と義務、および基本的な労働条件について規定したもの。そ

れ以外の問題は話し合いで交渉が行われる。ボーナス、賃金、残業などについては別途ＬＫＢで話

し合われるが、ＬＫＢは交渉の場ではなく、提案を行う場である。ＰＫＢに新しい項目が追加され

る場合などは、ＬＫＢでの話し合いがベースとなる。ＰＫＢには法的拘束力があるが、ＬＫＢは提

言・提案するものである。ＰＫＢ交渉を推進していくためのモデルとなるＰＫＢを作っている。 

労使紛争の調停は、2004年労働法に規定されている。ＬＫＢでの話し合いがもとになる。解決の

ためＬＫＢで話し合い、解決できなければ調停・仲裁を求める。調停・仲裁は調停官（Arbitrator）、

仲介官（Conciliator）、仲裁官（Mediator）が担当する。ＬＫＢでの話し合いで解決できる問題は

そのように進め、解決できれば合意書を作成する。合意できなかった場合は調停・仲裁もしくは労

働裁判所に訴えることになる。2016年のデータでは、1,680件、2017年は1,588件の労使紛争が発生

した。この件数は減少傾向にあるとされる。 

 

(2) 低賃金 

低賃金は、各企業の従業員の賃金決定にも重要な影響を与えるものとなっている。 低賃金は

賃金の 低ラインを決めているもので、水準ではない。 低賃金制度は地域別の 低賃金と地域・

セクター別（業種別）の 低賃金がある。地域別 低賃金はそれまで地域の労働局が調査するＫＨ

Ｌ（適正生活水準）を基準として政労使の協議を経て決定されていたが、2015年10月23日付け政令

2015年第78号（ＰＰ78）によってＧＤＰ上昇率と物価上昇率を足したものとして定式化された。 

しかし地域・セクター別の 低賃金は地域における政労使三者構成会議で協議されるものである。

地域別 低賃金に沿って話し合われるが、上げ幅は＋αされることが多い。地域・セクター別 低

賃金に関しては地方選挙に左右されたり、労働組合が抗議行動を行ったりしていた。地域のセクタ

ーにおける代表制も問題があり、特に労働組合側から誰がでて、どのように話し合いを行っている

のか不明である。物価上昇との関係では名目ではかなり上昇しているが、実質ではそれほど上がっ

ていないのではないかと推定される。 

2018年は日本円で月約36,000円8.71％の引き上げだった。2016年ＰＰ78により、2017年と2018年

の地域・セクター別は自動的に算出されている。「前年の物価上昇率」＋「前年の経済成長率」で

算出されるため、2017年の 低賃金は物価上昇率3.07％＋経済成長率5.18％＝8.25％となった。 

それ以前は物価調査が行われ、政労使三者で議論され決定していた。そのため選挙を見越した大

幅な引き上げ設定など弊害がでていた。地域・セクター別は県や市の単位で制定できる。東部のブ

カシ県やカラワン県ではまだ制定されていない。昨年も遅れた。この制定が遅れると賃金交渉も遅
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れ、労働者が被害を受ける。１月に遡及して適用されるが、事務作業が煩雑になり、この間の退職

者には適用が難しい、資金繰りが厳しいなど問題がある。 

低賃金以外には労働法によって、賃金の公平さを確保することが必要とされ、賃金スケールの

構造が、役職、仕事の質、教育、勤続・就労年数で構成されているということについて規定されて

いる。 

また、労働法では、レバラン手当（断食明けボーナス）、ホテル・レストラン業でのサービス手

当についても規定されているが、ＰＫＢの締結件数が少ないこともあり、全国をカバーできていな

い。人的資源省によれば、政府はＰＫＢの必要性を会社に理解させるための説明を行っている。 

労働組合の状況は、現在インドネシア国内に14のナショナルセンター（Konfederasi）、118の労

連（Federasi）が登録されている。単組が５組織集まって労連を結成でき、労連が３組織集まって

ナショナルセンターを結成できる。単組は１企業に２組織結成されていれば、２組織と数えられる。

ナショナルセンターや労連の組織数は増加しているが、組合員数は減っている。単組数は当初約

11,000組織あったのが、現在は約7,000組織に減少している。組織率は２％程度と推定されている。 

 

(3) 労使関係についての訓練 

労働法の整備や社会対話の場の提供のほかに、労働組合と経営側に対して訓練を行っているが、

予算が少ないので、十分な活動はできていない。訓練担当者への訓練であるトレーナー養成訓練を

行っている。労働組合幹部への訓練で、指導方法、交渉方法、ＰＫＢの作り方、 低賃金の構造な

どをテーマに実施している。産業別でも実施している。ＬＫＢについて組合員に政策を伝え関与を

促すものである。また新しい政策ができた時に、経営者団体であるＡＰＩＮＤＯの地方組織、地方

政府、労働組合と話し合いの場をもって、政策を浸透させる努力をしている。 

海外政府やＮＧＯとの協力は、それぞれの労働組合がＩＴＵＣ／ＩＴＵＣ－ＡＰ、ＵＮＩ、イン

ダストリオールなどとの協力を推奨している。政府としてはＫＯＩＬＡＦへの訪問をする程度。海

外政府からの訓練はまだ多くはない。2000年に国際協力機構（ＪＩＣＡ）がマッカサルで日本政府

主催の労使関係セミナーを開催したことがある。労使が参加した。連合からの講演もあった。この

ような支援を希望している。この場合はＪＩＣＡに提案し資金を出してもらって開催した。このよ

うなサポートをＪＩＬＡＦにも求めている。 

 

５．現状での問題点 

＜社会保障＞ 

インドネシアでは現在、失業保険制度、ＢＰＪＳ（労働社会保障実施機関：Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial）、家事労働者／インフォーマルセクター労働者、安全衛生、人材育成、 低賃

金などが国内の課題。日本人関連では、就労許可手続きについてなどが課題となっている。 

失業保険制度は日本の制度を検討し導入した制度である。ＢＰＪＳは２つの機関で構成されて

いる。すなわち、健康保障制度を扱うＢＰＪＳクセハタン（健康保障機関：Kesehatan）と労災

補償、老齢給付、死亡保障を扱うＢＰＪＳクテナガクルジャーン（労務保障機関：Ketenagakerjaan） 

である。 

インドネシアでは企業が国の社会保障の肩代わりをしている。2015年６月から国民皆保険制度
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が導入されたが、医療機関は１ヵ所しか登録できない、医師のレベルも低いなど、使い勝手の悪

い制度であり、会社によっては引き続き民間の医療保険制度を継続しているところもあり、社会

保障の分だけコストアップとなっている。 

 

＜人材育成＞ 

人材育成は省庁の縄張りが明確に表れている。工業省は高度人材育成で大学院卒を対象にし、

教育省は大学や高等学校での学校教育、人的資源省が職業訓練を通じた人材育成を対象としてい

る。 

 

＜中核的労働基準＞ 

インドネシア政府はＩＬＯの中核的８条約すべてを批准済みである。しかし労働基準監督官の

条約は未批准で、安全衛生も日本の1960年代レベルにとどまっている。日本からは、30年前から

政府開発援助（ＯＤＡ）で支援してきたが、すでに１人あたりＧＤＰが3,000ドルを超えており、

通常なら卒業していてもいい時期であると考えられる。インドネシア政府はＩＳＯ基準やＩＬＯ

基準が大好きなので、法律はしっかりと作っているが、運用が問題で、たとえば監督官の能力向

上が必要である。労働者にはゼロ災害の意識づけが必要であり、監察制度を導入するべきであろ

う。 

 

＜労使紛争＞ 

労使紛争の状況は、2015年以降公表されていない。件数は低下傾向にあったが、公表するまで

もなくなったという意味なのか不明である。インドネシア政府は工業団地を国家重点地域として

指定している。国の核となる産業立地ということで、警察は工業団地の警備をしっかり行うよう

になった。特にジャカルタの警察（警視庁）の管轄の工業団地は厳しい警備が行われている。し

かし地方、特に東部（東ジャワなど）はまだまだ工業団地での争議が発生している。 

2016年、2017年、2018年とここ３年、大きな労使トラブルは発生していない。2011年が一番激

しく、2014年、2015年まで発生していた。抗議行動も激しくなく、かつてはデモがあるという情

報が出ると外出を控えていたが、今はデモもあまり行わず、行ってもイスタナ（大統領宮殿）に

向かってのデモで、工業団地の方にはあまり来ない。これはＭＭ2100から投資調整庁に対し、法

律にもとづかないデモや、暴力行為を止めさせるよう書簡を送ったおかげではないかと推定され

る。その後激しい抗議行動や暴力行為は鳴りを潜めた。 

 

＜団体交渉＞ 

実態としては、ほとんどの労使では団体協約（ＰＫＢ）交渉は２年に１回行われ、賃金労働条

件に関する昇給やボーナス交渉は年１回行われる。交渉時期はいろいろで、年末や年度末、レバ

ラン（断食明け）前などもある。団体協約や賃金合意が失効する２ヵ月前くらいから交渉が始ま

る。労働組合は以前に比べれば賢くなった。以前は短絡的で、意見の相違がちょっとでもあると

すぐに山猫ストに入ったりしていたが、そのようなストで解雇されるとその支援（裁判など）の

ため労働組合に多額の資金が必要とされるところから、鎮静化したのではないかと推定される。
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また以前ほどインドネシア経済が過熱していないことも原因の一つであろう。2008年から2014年

はインドネシア経済が急激に成長し、労働組合も強気なターゲット設定を行った。2014年からブ

レーキがかかっている。雇用市場も買い手市場になっている。また労働組合が海外の支援組織か

ら支援を得られていないのではないか。 

 

＜労働組合自体の問題点＞ 

労働組合内にはコミュニケーションの問題がある。執行部と組合員の間で話が伝わらない。執

行部の理解力の問題もあるかもしれない。労使で話し合ったことと、工場で組合員に報告してい

ることで、全く違う内容ということもある。 

 

＜マガン（実習生）について＞ 

座学と技能実習とを併用するマガン制度について、労働組合は悪用されていると主張している

が、日系企業では悪用しているところはないのではないかと思われる。マガンを使っていても雑

用程度になっている。専門学校ではカリキュラムに入っていて、研修すると単位がつく。報酬や

収入の体系が決まっていないことが問題で、お小遣い程度（交通費＋昼食代）でいいというとこ

ろもある。また契約社員と同等のところもある。正規の従業員の就業機会を奪うと主張するので

あれば、この制度について期間と報酬を決めることを要求する方が良いのではないか。 

 

６．企業における労使関係～ＨＥＲＯスーパーマーケット労働組合のヒアリングから好事例として～ 

＜当初は敵対的な労使関係＞ 

1998年にインドネシアにおいて自由で民主的な労働組合が結成されるようになったが、ＨＥＲ

Ｏスーパーマーケット労働組合の結成は1999年９月１日に行われた。1998年には、アジア通貨危

機の中で、年率80％にのぼるインフレ率があり、ジャカルタ暴動が発生してスハルト政権が倒れ

たが、その際、ＨＥＲＯも店がおそわれるなど、会社は経済危機によって悪影響を被る中で、労

働組合結成の動きによって紛争が生じることとなった。特に、この経営危機の中で大量解雇が行

われたことが事態に大きな影響を与えた。 

こうして結成当初の組合の経営側との関係は非常に敵対的なものであった。労働組合はインド

ネシアでもっとも戦闘的な労働組合のひとつとして知られていたし、ストライキは日常的に発生

していた。 

ＨＥＲＯはもともと家族経営であり、短期間に大企業へと成長した企業であったが、2000年代

に入ると、会社の態度も開かれたものとなり、その後の労使関係は良好に推移している。 

 

＜団体協約交渉について＞ 

団体協約交渉は２年に１回行われる。団体協約は2005年から交渉・締結、それ以前は就業規則

のみだった。団体交渉の議論は非常に活発で衝突も起きる。特に権利義務の条項が焦点となる。 

ＡＳＰＥＫの訓練プログラムには団体交渉についてのトレーニングがある。よりよい団体協約

締結のための訓練である。また財務諸表の見方、会社業績、経済状況、組合員の生活への考え方

などのプログラムもある。そのようなプログラムがあるからこそＡＳＰＥＫに加盟している。 

第１章 アジア各国の労働事情概況 
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行動を起こすこともある。これはストライキではなく、抗議デモである。本社前で労働組合の

代表者何人かで実施するが、この行動によって交渉を行わせるようにし、デッドロックを避け、

ストライキの前に話し合いで解決できる。対話の機会がある限りストライキはしない、というの

が、現在の労働組合の立場である。 

 

＜賃金交渉について＞ 

ＨＥＲＯスーパーマーケットはインドネシアで も歴史のある小売業者であり、30年以上事業

を継続している。社会的責任も認識しており、 低賃金はしっかり遵守
じゅんしゅ

するということを前提と

している。賃金交渉は３月１日より開始し、４月には妥結し、１月に遡及して支払われる。 低

賃金が引き上げられているので、その 低賃金の５％から10％の水準である。 

賃金交渉は、団体協約交渉とは別の交渉である。現在小売業界は厳しく、売り上げが20％から

30％落ちている。国民の購買力低下が見られる。また、オンラインやネット販売との激しい競争

に直面している。同業他社も厳しく、パサラヤ（デパートメントストア）は事業を縮小し、セブ

ン-イレブンは倒産してしまった。賃金交渉ではあるが、交渉というと勝ち負けの問題となるた

め、労使の話し合いとしている。 

 

＜地方組織について＞ 

組合は各店舗に支部を置いている。ＤＰＣ（Dewan Pimpinan Cabang）と呼ばれている。ＤＰ

Ｃを束ねる地域本部を州や県・市ごとに設置している。スマトラ、ランプーン・パレンバン、メ

ダン、バタム、ジャカルタ首都圏、南ジャカルタ、中央ジャカルタ、西ジャカルタ、西ジャワ、

中部ジャワ、東ジャワ、バリ、ロンボク、マッカサル、メナドなどに地域本部がある。 

 

＜従業員の採用や昇進について＞ 

ＨＥＲＯには、内部昇進と外部採用のプログラムがある。当初はグループ１からグループ５ま

での階層があり、事例として挙げればジャクワン労組委員長が採用されたときは初任者としてグ

ループ１から入った。清掃職として採用されその後昇進し現在はグループ５である。外部採用は

有名大学から幹部候補生を採用している。その一例がマルシム書記長がそうである。 

労働組合は双方のプログラムで採用された従業員が所属している。話し合いも一緒に行う。団

体協約にも両者について言及されている。幹部候補生に空席があればまず内部昇進を検討し、能

力的に該当者がいない場合には、会社が外部から採用する旨を労働組合に申し入れ、その後会社

が外部からの採用を開始する。ミドルマネジメントは内部昇進が多いが、トップマネジメントは

外部採用である。 

現在はグループ１という設定はない。契約社員についてもグループ１に位置づけられていた時

もあったが、現在は異なる。現在は、契約社員として１年から２年、試用期間という位置づけで

採用し、その後正社員へ登用される。グループ３以降は正社員であるスタッフ、グループ５以降

がミドルマネジメント、グループ８がＣＥＯという位置づけである。契約社員の比率は約60％で

ある。 
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＜転勤への対応について＞ 

メナドやマッカサルなど新たに店舗を立ち上げたとき、近隣の東ジャワにある店舗から正社員

が転勤して指導にあたった。東ジャワはＨＥＲＯスーパーマーケットが強い地域であり、そこか

ら派遣された正社員が新規店舗の従業員を教育する。通常２年程度の派遣期間である。会社は転

勤のための諸手当や子女の教育補助などを支給している。教育手当は小学校まで教育費すべてが

支給される。 

 

＜労働時間と休日について＞ 

１日８時間、週６日労働、７時－15時と14時－22時の２シフト制である。レバラン（断食明け

大祭－通常１週間ほどの休暇となる）など宗教上の長期休暇のときは店舗で店長と従業員が話し

合いで調整する。全員がムスリムではないので、それぞれの宗教の行事の日程にあわせて調整し

休暇を取得している。 

 

＜現在労働組合が直面する大きな問題について＞ 

少なくとも会社が話し合いに応じているので、大きな問題は存在しない。というより労使共通

の問題はいつでもある。現在の大きな問題は、「店舗閉鎖に関する協議」である。消費の減退に

よりいくつかの小規模の店舗を閉鎖せざるを得ないのではないか、との話がでており、閉鎖後の

従業員の雇用をどうするかなど、労使で話し合いを行っている。 

 

＜マガン（研修生）制度について＞ 

契約社員はいるが、マガンはいない。契約社員は１年から２年の期間で正社員として採用され

る。専門学校からの依頼を受けて３ヵ月程度の実地研修の場を提供することはある。これは専門

学校のカリキュラムのひとつである。書記長も学生時代に実地研修を受けており、その後正式に

応募した。実地研修中の人材は即戦力となっている。ＨＥＲＯには違法なマガンはいない。 

 

＜労働組合活動について＞ 

専従者は１人だけ。労働組合本部事務所の事務員のみである。委員長も書記長も通常会社の仕

事をしている。労働組合役員への成り手はたくさんいる。そのため労働組合組織の中に役職を多

く設けて、意欲のある人には何らかの活動に参加してもらうようにしている。 

ＨＥＲＯは労働協約にも触れられているが、労使だけでなく、会社全体が調和のとれた会社で

ある。 

第１章 アジア各国の労働事情概況 
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第２節 タイ 

１．政治・経済情勢と社会の特質 

(1) 基礎情報 

日本との比較において、面積が約1.4倍に対して、人口は約半分である。公用語は、タイ語であ

る。また、ほとんどの国民は、仏教を信仰している。 

 

タイの基礎情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 政治情勢 

タイでは、1782年にチャオプラヤー・チャクリーが「ラーマ１世」として王に即位し、ラッタナ

コーシン島に新しい都を建設して建国したラッタナコーシン王朝（チャクリー王朝またはバンコク

王朝とも呼ばれる）が現在まで続いている。 

19世紀末、ヨーロッパ列強が東南アジアにも押し寄せ、ビルマ（ミャンマー）やラオス、カンボ

ジアなど近隣諸国が相次いでイギリスやフランスの植民地となった。当時の王であるラーマ４世と

ラーマ５世は、中央集権的な絶対王政のもと、行政組織の改革やインフラの近代化をはかる一方、

イギリス、アメリカ、フランスなどと通商条約を結び、東南アジアで唯一独立を守り通してきた。 

しかし、1932年に官僚や軍部による「立憲革命」と呼ばれるクーデターが起き、それまでの絶対

君主制から立憲君主制に移行した。「立憲革命」を主導した「人民党」はクーデター後に内部分裂

し、その後は軍部が主導する政権が続いた。なお、1939年には軍事政権下で国名がシャム国から「タ

イ王国」へと改められ、現在に至っている。 

1973年に軍事政権が崩壊し、1975年の総選挙をうけて文民政権が誕生した。しかし、その後も軍

部によってクーデターが引き起こされ、憲法と議会が廃止されるなどの混乱がたびたび生じている。 

直近では、2013年11月にインラック首相によって、タクシン元首相の恩赦と帰国を認める法案が

可決されたことに反発する反政府勢力によるデモが激化したため、2014年５月に軍を中心とする

「国家平和秩序維持評議会（ＮＣＰＯ）」が全統治権の掌握を宣言した。 

ＮＣＰＯは、同月、民政復帰に向けた「ロードマップ」を公表。同ロードマップにもとづき、2016

年８月に新憲法案が国民投票により可決され、2017年４月、新憲法が発布された。 

 

 

 

 

 
27



 

(3) 経済情勢 

①2014年５月に軍を中心とする「国家平和秩序維持評議会（ＮＣＰＯ）」が全権を掌握するなど

の政情混乱等もあり、2014年のタイ経済の成長率は0.7％に落ち込んだが、2015年は2.9％、2016

年は3.2％と成長を遂げている。（名目ＧＤＰ4,069億ドル 2016年） 

②消費者物価は低位安定しており、為替はバーツ安ドル高の傾向にある。 

③主要な産業は、農業が就業者の40％を占めるが、ＧＤＰでは12％にとどまる。コンピューター

や自動車などの製造業が就業者15％だが、ＧＤＰ34％、輸出額の90％弱を占める。 

④主な輸出先は、米国、中国、日本で、主な輸入先は、中国、日本、米国である。 

 

(4) 社会の特質 

タイでは、徐々に少子化が進んでおり、1990年前半から合計特殊出生率が２を切るようになり、

2015年時点では1.50まで落ち込んでいる。少子化の原因としては、女性の高学歴化によって社会進

出が拡大したことに伴い、晩婚化、未婚化が急増していることが挙げられる。 

加えて、他のアジアの国と同様、医療技術の発達に伴い、高齢化にも拍車がかかっている。 

 

図表１ タイの出生率の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．労働経済 

(1) 労働力人口 

労働力人口は、3,855万人。産業別では、農林水産業32％、製造業17％、商業金融17.7％、建設

業６％となっている。労働力人口の６割に相当する約2,000万人が自営業や家族労働等のインフォ

ーマルセクターで働いている。 

タイのインフォーマルワーカーは、農業従事者、屋台、タクシー運転手などを指しており、労働

省・労働保護福祉局の定義では、以下のいずれかに当てはまる労働者を指す。 

・労働者保護法で保護されていない労働者 

・社会保障等で保護されていない労働者 

・不安定な就労形態、収入の労働者 

第１章 アジア各国の労働事情概況 
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タイの労働者の 終学歴別構成は、初等教育までが47.0％、中・高等教育までが31.6％と多く、

大卒以上は20.5％と少ないが、大卒の割合が年々増加している。 

また、女性の就業率も高く、管理職に占める女性の割合も33.9％（2015年）となっており、日本

よりもはるかに女性の社会進出が進んでいる。 

 

図表２ 産業別労働者人口（割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３ タイの労働者の就業構造（イメージ） 
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図表４ 管理職に占める女性の割合 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 失業率 

タイの失業率は全体的に低い水準で推移しており、2015年時点も0.9％と低い水準を維持してい

る。理由として、少子高齢化により労働力の供給が需要を下回っていること、屋台、白タクのドラ

イバーなどインフォーマルワーカーとして働けば職には困らないことなどが考えられる。 

 

図表５ タイの失業率の推移 

 

 

 

 

 

 

(3) 外国人労働者の送り出しと受け入れ 

タイ国内においては、15.9万人の一般の外国人が就労許可を得ている（2015年時点）。うち、約

3.7万人が日本人で も多い。 

一方、近隣三国（ミャンマー、ラオス、カンボジア）と政府間の取り決めにより、労働者の受け

入れが可能となっているが実績は低調であり、合計20万人程度といわれている。ただし、政府間の

取り決めによる手続きにもとづく就労許可を得ていない近隣三国からの違法移民労働者は、300万

～400万人といわれている。このため、労働省雇用局への登録と国籍確認により違法移民労働者の

「合法化」の手続きがとられている。 

 

(4) 日本企業の進出状況 

バンコク日本人商工会議所（ＪＣＣ）の加盟企業数は1,747社（2017年４月）であるがＪＣＣ非

加盟企業を含めると日系企業が約4,500～5,000社あるといわれている。 
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その内自動車関連が231社、電気・機械が183社である。日系企業で働くタイ人被雇用者数は約90

万人（製造業59万人、サービス業30万人）、日本人駐在員数は約3.7万人である。 

 

３．労働条件の概要 

(1) 賃金 

タイの賃金は、リーマンショックによって2009年に一旦前年を下回った。2011年以降はＧＤＰの

伸びを上回る上昇を続けたが、2015年は賃金の伸びがわずかにとどまった。また、タイの賃金の特

徴として、バンコク周辺の都市部と地方の水準の格差が大きいことが挙げられる。 

 

図表６ タイの平均賃金（１ヵ月あたり）の推移 

 

 

 

 

 

図表７ タイの賃金の動向 
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図表８ タイの賃金（地域別） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 低賃金制度 

タイの 低賃金については、2012年までは地域・県ごとに政労使三者が構成する賃金委員会が審

議し、閣議決定をもって地域別の 低賃金が決定されていた。 

その後、当時の政権与党であったタイ貢献党が 低賃金「全国一律300バーツ」への引き上げを

公約としていたため、2013年１月から 低賃金は全国一律300バーツに引き上げられた。 

2014年５月に発生したクーデター後の軍事政権下でも、2014年と2015年は、タイ貢献党政権時の

閣議決定を引きついで、300バーツに据え置かれた。2016年から 低賃金の引き上げが議論された

が、経済情勢を考慮すると引き上げるべきではないとの論調が強く、300バーツに据え置かれた。 

2017年からは、従来の地域・県ごとの経済情勢等の客観的指標を考慮して引き上げられるかたち

に戻されることとなった。 

 

図表９ タイの主要県の地域別最賃の推移 
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(3) 日系企業の休日・所定労働時間の実態 

① 休日制 

製造業では、週休２日と隔週週休２日制がほぼ同じ割合である。一方、非製造業では大半が週

休２日を採用している。 

 

 

 

 

② 休日数 

年間の休日数は、非製造業の方が多い。 

 

 

 

 

(4) 職業紹介 

求人・求職のあっせんは、労働本省や各県労働事務所が行っている。その機能は弱く、ほぼ民間

業者（許可制）が担っている。貼り出しや口コミでの直接募集も多い。 

2015年、雇用のマッチングの機能強化のため、日本のハローワークをモデルとした求人・求職、

失業保険、職業訓練等のサービスをワンストップで提供する「スマート・ジョブセンター」を労働

省内に設置した。 

 

(5) 労使紛争の状況 

近年の労使関係は、比較的安定している。しかし、労使紛争が発生する傾向は地域、工業団地ご

とに異なっており、個別には大きな労使紛争が生じる場合もある。 

 

図表10 労働争議件数 

 

 

 

 

 

 

 

４．労働法体系、ＩＬＯ条約の批准状況 

(1) 労働者保護法 

日本の労働基準法に相当する。労働時間、賃金（ 低賃金を含む）、労務管理、解雇、女性・児

童の労働などのルールを規定している。 
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① 労働時間 

労働時間は１日８時間、１週48時間を上限。 

 

② 休日 

休日は、週あたり１日以上。慣習による休日は年13日以上。有給休暇は年６日以上（１年以上

勤務者）。また、種々の欠勤が権利として認められており、病欠勤の場合、年間30日以内なら有

給。軍務による欠勤の場合、年間60日まで有給。その他、就業規則に沿った不可避の用事による

欠勤は無給。 

 

③ 時間外労働 

時間外労働をさせるには、あらかじめ被雇用者の同意をとることが必要である。また、時間外

労働は週合計36時間を超えてはならない。時間外労働手当は、平均賃金の1.5倍以上。 

 

④ 休日労働 

休日労働をさせる場合には、あらかじめ被雇用者の同意を得ることが必要である。休日手当は

賃金の２倍。 

 

⑤ 休憩時間 

休憩時間は勤務日１日あたり５時間につき１時間。２時間以上の時間外労働がある場合は、時

間外労働に入る20分以上の休憩時間を付与しなければならない。 

 

⑥ 出産休暇 

出産休暇は90日を超えない範囲で取得の権利を有する。45日以内まで有給。 

 

⑦ 解雇規制 

解雇支払日またはそれ以前に書面で予告することにより、その次の賃金支払日に解雇すること

ができる。事前通告をしない場合でも当該日数の賃金を支払うことにより即時解雇が可能である。 

勤続期間に応じて解雇補償金を支払わなければならない。解雇補償金は120日以上の勤務から

発生（30日分）する。 

定年による離職も解雇に含まれ、解雇補償金を支払わなければならない。就業規則に定年に関

する記載がない場合、定年は60歳と規定されている。（実際は55歳で離職する人が多い） 

 

図表11 解雇補償金 
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機械の導入・変更による生産ラインや販売・サービスなどの事業の合理化を理由とした事業主解

雇の場合、一般的な事業主解雇で定められている解雇補償金に加え、勤続期間が６年間を超える労

働者に対しては、特別解雇補償金を支払わなければならない。 

 

(2) 労働安全衛生環境法 

＜主な規定＞ 

・使用者は労働者に安全で衛生的な作業条件および環境を与えなければならない。 

・政労使および労働安全衛生専門家により構成される労働安全衛生・環境委員会を設置し、同委員

会に労働安全衛生に関する政策、計画、対策や省令、告示、規則の発布に対し意見を提出する権

限を与える。 

・労働安全衛生の促進や調査研究などのために労働安全衛生・環境基金および労働安全衛生・環境

機構を設置する。 

 

(3) 技能開発促進法 

＜主な規定＞ 

・労働省技能開発局が国家技能標準試験（技能検定）を実施する。 

・労働大臣が告示した職種に関して技能研修を実施した者に対して、税制上の優遇措置を実施する。 

 

(4) ＩＬＯ条約の批准状況 

タイのＩＬＯ条約の批准数は18（2017年）。８つの基本条約のうち87号（結社の自由および団結

権保護）、98号（団結権と団体交渉権）、111号（雇用と職業における差別待遇の禁止）の３条約が

未批准である。 

 

５．ソーシャルパートナーの概況 

(1) 労働関係法 

労働関係法にもとづいて労使それぞれが団体を設立することができる。 

労働者は、複数の労働者で構成する「労働組合」、複数の労働組合で構成する「労働組合連合」、

複数の労働組合または労働組合連合で構成する「労働組合協議会（ナショナルセンター）」を設立

することができる。法定の手続きを経て登録された労働組合以外は正当な労働組合として認められ

ないため、使用者側は登録された労働組合以外と交渉に応じる必要はない。 

また、使用者は、同一事業を営む使用者で構成する「使用者協会」、複数の使用者協会で構成す

る「使用者協会連盟」、複数の使用者協会連盟で構成する「使用者団体協議会」を設立することが

できる。 

 

＜労働組合に関する主な規定＞ 

・労働組合は規約を有し、労働省に登録する必要がある。（同じ使用者のもとで雇用されている

労働者の少なくとも10人以上。すべての氏名、年齢、職業、住所を記載） 

・２以上の組合で労働組合連合（同じ業種または同一使用者）、15以上の組合および組合連合で
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労働組合協議会（ナショナルセンター）を設立することができる。 

・公務員は労働組合を設立できない。 

＜使用者団体に関する主な規定＞ 

・使用者団体設立にあたっては同一の事業を営む者でタイ国籍を有する使用者３名以上が発起人

となり、使用者協会の規約案を作成し、国に申請しなければならない。 

・国は、申請が法律の要件を満たし、かつ当該使用者協会の設立が公序良俗に反しない限り登録

を拒否することはできない。 

 

(2) タイの労働組合事情 

① 軍のクーデターによる影響 

1975年に労働組合や労使紛争解決ルールを規定した労働関係法が制定された。労働関係法の成

立に伴い、1976年に国内の労働組合を結集してタイ労働組合協議会（ＬＣＴ）が結成された。し

かし、その年に軍部によるクーデターが起きて戒厳令が発令され、労働法制の効力が停止され、

ストライキも禁止された。1981年には、この禁止措置が解除され、また、1990年には労働者の傷

病や失業に対する保障措置を規定した社会保険法が成立したが、その直後の1991年には、国営企

業労働者の組合結成やストライキ権が剥奪された。この措置は、2000年に解除され、国営企業労

働連盟（ＳＥＲＣ）が再結成された。 

 

② 労働組合の現況（詳細は、第２章 第２節 ２．タイに記載） 

2015年現在、政府に登録されている労働組合は民間1,472（約45万人）、公営企業48（約18万人）

である。組織率は、２～３％と低い。これは、軍事政権下において設けられた法律の中に「政治

的な目的で５人以上の集会ができない」との規定があるため、組合活動を行うことも難しいこと

が要因ではないかという説もある。 

 

図表12 労働組合数・組合数（民間）の推移 
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第３節 ベトナム 

１．一般的背景、歴史と政治、経済発展の状況、社会の特質 

(1) 一般的背景 

1) 基礎情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

インドシナ半島東部、南シナ海に面したメコンデルタ地域の海上交通の重要な地点にあり、首

都はハノイである。国土は南北に長く、北に中国、西にラオス、カンボジアと接している。国土

は約33万平方km、九州を除いた日本の面積とほぼ同じである。総人口は約86％を占めるベトナム

民族（キン族）と53の少数民族をあわせて9,370万人（2017年）であり、ＡＳＥＡＮ内ではイン

ドネシア、フィリピンに次いで第３位の人口を持つ。都市部の人口が急増しているため、世界第

14位（2018年世界保健機関）と、世界的に見ても人口が多い。その約半数が30歳以下であり、日

本の高度成長期時代と同じくらい若い世代が多い。就業者数（15歳以上を対象とする）は5,370.3

万人（2017年）、大学修了の就業者割合が増加している。失業率（2017年男性15～59歳、女性15

～54歳を対象）は2.2％（全体）、7.51％（15歳～24歳）である。 

熱帯・亜熱帯気候であり、肥沃な土地に恵まれた稲作地域、豊富な熱帯産物、鉱山資源を有し、

原油、天然ガス、レアアースなど、埋蔵天然資源の潜在性への期待も高まる。 

国民の多くが農業に従事しており、主な農産物はこしょう（輸出量世界第１位）、米、コーヒ

ー豆（いずれも輸出量世界第２位）など。スパイス（シナモン、ブラックペッパーなど）は、世

界第一の輸出国である。近年都市部を中心とした工業化が進んでおり、図表１に示すように、農

村人口は近年徐々に減少している。 

 

図表１ ベトナムの産業別就業人口（ベトナム統計局） 
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2) ベトナムの歴史と政治 

ベトナムは他国から侵略・統治される長い苦難の歴史を持つ。紅河デルタ地域に起きた文郎（ヴ

ァンラン）国誕生以降、フン王（ヴァンラン国の歴代王の総称、初代フン王は日本の神武天皇の

ような位置づけとされている）の王朝が100年以上続いたが、その後1,000年以上にわたって中国

の支配を受ける。 

中国からの独立後、1802年にフエに阮朝（グエン朝）が創設されるが、1858年にフランスがベ

トナムを侵略、1862年にはフランスと甲戌条約（サイゴン条約）を結び、フランスに多くの権益

を譲渡、1887年以降はフランス領インドシナとしてフランスの支配下に置かれる。その後、1946

年から1954年にベトナム民主共和国の独立をめぐってフランスとベトナム独立同盟（ベトミン）

の間で戦われたインドシナ戦争は、フランスが敗北し、フランスはベトナムから撤退するが、ア

メリカがベトナムにベトナム共和国（南ベトナム）を樹立し、南北が分断された。アメリカの介

入はカンボジア、ラオスに拡大する。1975年にサイゴンが陥落し、アメリカに勝利した後も、ベ

トナムがカンボジアに侵入、中国と戦うなど、他国からの侵略や戦火が繰り返された。 

ベトナムの国民の大半は農家であった。ホー・チ・ミンはフランスの支配下に育ち、南北に分

かれるベトナムの民族の独立を模索する中で、「マルクス・レーニン主義」と出合い、民族独立

をめざした運動を始める。アメリカによりベトナム戦争が勃発したが、結果的にはソ連や中国が

支援を行う北ベトナムが勝利したことが、ベトナムが社会主義国家として存在する経緯である。 

 

3) 経済発展の状況 

① ドイモイ政策 

＜ドイモイとは＞ 

1986年のベトナム共産党第６回党大会で提起されたスローガンである。主に経済（価格の

自由化、国際分業型産業構造、生産性の向上）、社会思想面において新方向への転換をめざ

すものである。日本語では刷新と訳される。この政策のもとで、計画経済ではなく、市場を

通じて財・サービスの取引が自由に行われる「市場経済」に移行した。政治的には共産党一

党独裁を維持しつつ、経済的には国有企業の株式会社化、外資誘致などの資本主義化を導入

している。 

ドイモイ政策により、共産党と国家機関（立法：国会、行政：内閣、司法： 高人民裁判

所等）による分権化が進み、1992年憲法改正で正式に、共産党が基本方針、政策を策定し、

国家機関が立法化・執行を実施するようになっている。国家主席をはじめとする国会議員は

国民の直接選挙により選出され、国民は投票しないことで信任しないことができる（投票者

数の50％以上の票を獲得することが当選の条件）。また、この改正により、共産党組織など

の推薦を受けずに、自主的な立候補が認められ、共産党員でなくとも被投票者となることが

できるようになった。 

 

② ドイモイ政策後の変化 

ホー・チ・ミンにより社会主義化された農業は、ドイモイ政策後、集団的農業（合作社が農

地の大半を所有して農業経営の基本的単位となる）から農家単位の農業となった。 
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工業的には、ドイモイ政策後、市場経済移行に伴い外資系企業の誘致が進んだ（図表２参照）。

韓国系企業ＬＧ、サムスンなどがその生産と組立の拠点をベトナムに設立したことを背景に、

ベトナムの輸出額は急激に増加し、2016年にはタイを抜いた。ＬＧ、サムスンの生産拠点は、

半分をベトナムが占めており、雇用の創出といった点で影響力が大変大きい。なお、ベトナム

国内での消費を目当てとした進出・投資も注目され、ハノイ、ホーチミンなど都市部近郊に大

型のショッピングセンターなどの建設が進んでいる。こうした投資は急速な都市化をもたらし

ている。この結果、ベトナムにおける経済成長は大きなものとなった。図表３に示すように、

リーマンショック後、成長率が一時的に５％台に落ちたが、それ以前の５年間は７％台、2010

年以降は６％台を維持している。１人あたりＧＤＰは、2000年初頭の500米ドルから2017年の

約2,300ドルまで約５倍に達している。 

 

図表２ 対内直接投資＜新規・認可ベース（2014年以降新規・拡張合計）＞（国・地域別・上位５位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３ 実質ＧＤＰ成長率および１人あたりＧＤＰ 

 

 

 

 

 

③ ドイモイ政策後の労使関係の変化 

ベトナム政府は外資系企業の誘致を進めるため、法定 低賃金を2000年から６年間凍結した。

この結果、外資系企業の投資は進んだが、賃上げに対する要求が増加し、2006年以降ストライ

キが急増した。ストライキの急増は、企業内での労使交渉が促進される要因となった。ベトナ

ム労働総同盟（ＶＧＣＬ）は労働協約のモデルの締結だけでなく、当該企業に沿う内容の労働

協約を労使によって交渉・締結するよう働きかけている。 

なお、ベトナムにおけるストライキは法律上の手続きが煩雑なため、正式な手続きを踏まな
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い「山猫ストライキ」がほとんどである。 

ドイモイ政策により外国からの直接投資が増加したことで、労使関係面でも外資系企業への

対応が不可欠となった。 

 

２．日本企業の進出状況と技能研修制度 

(1) 日系企業進出状況（海外進出企業一覧 東洋経済） 

進出企業数：1,637社 

企業名：キヤノン、パナソニック、ホンダ、トヨタ自動車、富士通、日本電産、ブリヂストン、 

富士ゼロックス、マブチモーター、イオン、ファミリーマートなど 

 

ベトナム日本商工会議所（ハノイ、ハイフォン、北部ベトナム）715社（2018年11月１日） 

ホーチミン日本商工会議所 966社（2018年３月）、ダナン日本商工会 109社（2017年３月） 

※日系企業の進出数は韓国に次いで第２位である。 

 

＜日越共同イニシアティブ＞ 

「日越共同イニシアティブ」とは、ベトナムの投資環境を改善し、外国投資を拡大することを

通じて、ベトナムの産業競争力を高めることを目的として、2003年４月日越両国首脳の合意によ

って設置された枠組みである。日系企業が長期的、安定的にベトナムで事業を行うことができる

よう日本政府、ベトナム政府、日系企業が協力して法の問題、課題などを話し合い、必要に応じ

て改正などできるよう取り組みを行っている。また、日本政府から法整備に関する提言をもらう

などの支援を得ている。支援分野はビジネス投資、インフラ整備、税制、労働分野であり、労働

分野に関しては、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省（ＭＯＬＩＳＡ）が日系企業との対話を実

施している。対話によっていくつかの法制度を改正してきた。 

 

(2) 日系企業の課題 

1) 従業員の定着 

スキルが十分でない従業員が継続就業し、スキルに応じて賃金を抑える対応をした場合、一般

的に年功序列型賃金を望む傾向があるため、不満が出やすい。 

 

2) 労働者は韓国企業と取り合いの状況 

韓国はサムスンが15万の労働者を雇用、そのサプライヤーを含めるとかなりの数になるため、

労働者の確保が重要な課題である。日系企業の多くは魅力のある会社、また、地域に愛される会

社をめざして福利厚生の充実や社会貢献活動などに力を入れている。 

 

3) 部品の調達 

ベトナム国内の産業は開発途上であり、素材、部品メーカー等の裾野産業の発展は遅れている。

品質管理などを考慮すると、部品をベトナム国内の他から仕入れるより、自社で生産した方が安

価であるケースが多い。 
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(3) 技能実習生制度について 

「技能実習生制度」は技能実習に参加を希望するベトナム人に対して送出機関を紹介し高額な手

数料を要求するブローカーの存在や、日本の監理団体が技能実習生の受入れに際してキックバック

などを要求しているなどの問題が指摘されている。 

そのため、「制度を通じて日本からベトナムへの技能等の移転を適正かつ円滑に行い、国際協力

を推進する」ことを目的として、2017年６月６日日本側 塩崎厚生労働大臣、ベトナム側 ズン労

働・傷病兵・社会問題大臣が署名し『日本国法務省・外務省・厚生労働省とベトナム国労働・傷病

兵・社会問題省との間の技能実習に関する協力覚書（ＭＯＣ）』（2017年11月１日発効）を交わし、

技能実習生の送出しや受入れに関する約束が定められた。この二国間取決めにより、2018年９月１

日以降は認定送出機関以外からの技能実習生の受入れは認められなくなった。 

厚生労働省は「送出機関についても、日本とベトナムの協力覚書において『技能実習生の募集や

ベトナムの送出機関及び日本の監理団体との間における技能実習生の送出し及び受入れに際し、ブ

ローカーが介入することを許容し、又はブローカーが日本の監理団体に対し賄賂を提供し、又は手

数料を支払うことを許容する行為』をしていないことが認定基準の１つとなっている」としている。 

 

３．労働市場・労働条件と労働政策 

(1) 労働力 

韓国と並んで少子高齢化が進んでいるが、現状としては、全人口の６割以上が40歳未満（2017年

ベトナム統計局）であり、豊富な労働力が見込まれる。労働人口自体は全体としては拡大している

が、サービス業の求人や海外への出稼ぎが増えており、工場労働に人が集まりづらくなっている。 

 

(2) 低賃金 

賃金は基本的には 低賃金によって規制されている。 低賃金は政府が「全国賃金審議会」にお

いてベトナム労働総同盟（ＶＧＣＬ)ならびに使用者団体と協議を行い、地域別に決定する。 

 

図表４ 地域別最低賃金額（ベトナム・ドン（ＶＮＤ）／月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働法に定められている 低賃金の指標は経済成長率、消費者物価指数、 低生活水準の３つで

ある。そのうち、 低生活水準は、次のように決められる。 

53品目の食品、および、食品以外の品目について、必要量を購入することができるよう設定して

いる。食品については、１日2,300kcal以上の摂取を基準とする。食品は生活必需品総量の45％～
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職場における対話の目的と形式（労使間の対話の義務）（労働法典63条） 

１. 職場における対話は、職場における労使関係を構築するために、情報を共有し、使用者と労働者との間の理

解を深めることを目的とするものである。 

２. 職場における対話は、労働者と使用者、または労働者集団の代表者と使用者との直接的な話し合いを通じて

実現され、事業場（基礎）における民主的規制の実現を保証するものである。 

３. 使用者、労働者は、政府の規定するところにしたがって、その職場で、事業場（基礎）における民主的規制

を実現する義務を有する。 

50％、養育費は、１労働者あたり１人子が育てられるよう設定しており、養育費は子ども１人につ

き、総費用の７割を加算する。現在 低生活費は185～190ＵＳドル、 低賃金は 低生活費の７～

８割と設定している。ベトナムの 低賃金はラオス、カンボジアより高く、フィリピンよりは低い。 

 

(3) 労働法体系 

ベトナムの労働関連の法律は、2012年に改正された「労働法」、「労働組合法」がある。労働法は

2020年中での再改正を予定している。改正では、労使関係に関する事項が重視され、改正に先立っ

て、労働・賃金部および労使関係発展支援センターを再組織して権限を強化し、労働関係・賃金局

が８ヵ月前に設立された。 

ベトナム国労働・傷病兵・社会問題省（ＭＯＬＩＳＡ）は「ストライキ、労使紛争を防止するた

めに、法制度にて『団体交渉での労使での対話の強化』し、労働者も意見を述べ、交渉できるメカ

ニズムをつくりたい。また、団体協約は労働者の過半数が賛成すれば効力を持つようにさせたい」

との意向を有している。 

2012年改正労働法により企業は３ヵ月に１回の対話、年に１回の大会の開催が義務づけられた。

対話に関しては労働法63条に規定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベトナム労働組合規約第７章「労働組合の財源と財産」「第37条 労働組合の財源」により、使用

者は労働者の賃金総額の２％に相当する額、労働者は賃金の１％に相当する額を毎月労働組合経費

として納めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※労働法ではｂの「労働者の賃金総額の２％に相当する労働組合経費」は労働組合未設立の場合で

も、「機関、組織、事業体」は経費を納入しなければならない。 

ベトナム労働組合 規約第７章 労働組合の財源と財産（第 37 条） 労働組合の財源 

１．労働組合は、法律およびベトナム労働総同盟の規定にもとづいて財源を管理、使用する。 

労働組合の財源は以下の各収入源からなる： 

ａ．労働組合員によって毎月納められる、賃金の１％に相当する労働組合組合費 

ｂ．機関、組織、事業体によって納められる、労働者の賃金総額の２％に相当 

する労働組合経費（ここにいう賃金とは、社会保険料納付の根拠となる賃金である） 

ｃ．国家予算からの補助金 

ｄ．その他の収入源：各文化、スポーツ活動、労働組合の経済活動からの収入；国家から委託されたテーマ、

プログラムからの収入；国内および外国の各組織、個人からの援助、資金提供 
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(4) ＩＬＯ条約の批准状況 

ベトナムのＩＬＯ条約の批准数は21で、８つのＩＬＯ基本条約のうち、第87号（結社の自由およ

び団結権の保護）、第98号（団結権および団体交渉権）、第105号（強制労働の廃止）の３条約が未

批准である。国内労働法がこれらのＩＬＯ条約の結社の自由等の要件と接触する可能性があるため

と考えられる。 

 

４．労働組合の組織と活動 

(1) ベトナム労働総同盟（ＶＧＣＬ） 

ベトナムの唯一の労働組合全国組織であり、組合員数は約960万人（女性：47.9％）（2016年12月）

である。この組合員数は第一次産業を除く就業者の約３分の１を含み、組織率は東南アジア諸国で

もっとも高いと推測される。執行委員数は代表委員会（主席団）26人、執行委員会173人（女性：

50人）（2017年１月）。大会を５年に１回開催している（2018年第12回大会を開催）。全国産業別組

織20組織が加盟している。主な加盟産別業種は①公務員、②保健、③工業および商業、④繊維被服、

⑤建設である。地方組織（省・市組織）は63組織で、125,560の労働組合が加盟している（2016年

12月）。 

対外的には、世界労連（ＷＦＴＵ）、アセアン労働組合協議会（ＡＴＵＣ)に加盟しており、国際

産業別組織（ＧＵＦ）ＩｎｄｕｓｔｒｉＡＬＬ、ＵＮＩグローバルユニオン、ＢＷＩに加盟する産

業別組織がある（※詳しくは２章に記載）。 

なお、これに対応する使用者組織は、ベトナム商工会議所（ＶＣＣＩ）、ベトナム協同組合連合

（ＶＣＡ）である。両者とも、国家政策の改正、立案などに参加している。政府はＶＣＣＩとＶＣ

Ａの両者を使用者代表として見ており、ＩＬＯ年次総会には両者が交互に出席する。 

ＶＣＣＩは、非国有企業および大半の外資系企業を代表している。研修、情報提供、企業フォー

ラム開催など、企業の支援を行っている。ＶＣＡは協同組合や中小企業を主な会員とする団体で、

全国各地に支部を設置している。 

 

(2) 労働組合の外資系企業の組織活動 

ベトナム労働総同盟の大きな課題は、外資系企業において労組役員が兼任で人事異動が多く労使

交渉を行うためのスキルがないことである。そのため、外資企業の労働組合役員を対象に、労使交

渉のスキルアップを目的とした研修の実施を計画している。 

繊維・縫製業については、産業別労組が企業別労組の設立を指導している。例えば、ハイフォン

にある野村ハイフォン工業団地（ＮＨＩＺ）にある縫製産業の企業は産業別労組が労働組合を設立

する際に支援を行った。それ以外の産業では、工業団地労組が使用者側、労働者双方に働きかけて、

労働組合設立に対する同意を得て、臨時の中央執行委員会を開催し、工業団地内の他の企業でも組

織化をはかるよう働きかける。組織化については、①使用者側、労働者双方に働きかける従来の設

立方法と、②労働者の方から労働組合設立の働きかけが起きる新しい方法の２つがある。日系企業

の場合はほとんどが①に該当する。 
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(3) 企業別労使関係 

ベトナムの労働組合の基礎単位は企業別労働組合である。企業別労働組合の役員は、企業の主任

クラスであることが多く、使用者側の主導により、労働組合の役員が選ばれることもある。労働組

合の主な活動は組合員の福利厚生の充実、慰安イベントなどが主流であったが、日系企業において

は、使用者側が「労働組合の役割」を労働組合の役員に「指導」することにより、日本的な労働組

合の形成がなされつつある企業が見られるようになった。 

労働者の苦情は法で実施が義務づけられている使用者側との対話（３ヵ月に１回の労働組合との

対話、および年１回の労働者全員との対話＝「労働組合大会」）で使用者側に持ちあがるケースが

多く、ストライキを起こす際も、労働組合が主導することは大概においてない。 

これとは別に、労働者個人や労働組合と紛争が起きた場合、和解による解決、仲裁、地方の郡レ

ベルの和解による解決のメカニズムがある。これには、Hanoi Industrial Zone Authority（ＨＩ

ＺＡ）のような地方行政組織が重要な役割をしている。 

2015年以降、ストライキは年間約200件起きており、そのうち７割、140件が外資系である。日系

企業のストライキは激減している。2012年以前は年30件のストライキが発生していたが、2015年以

降は、日系は８～９件と非常に少ない。 
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第４節 マレーシア 

１．政治・経済情勢と社会の特質 

(1) 基礎情報 

マレーシアは半島（西マレーシア）11州、東マレーシア２州の計13州および連邦直轄区により構

成され、その国土面積は約33万㎢、首都はクアラルンプールである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 政治情勢 

マレーシアの政治体制は立憲君主制、議会は二院制である。1957年に英国から独立して以降、統

一マレー国民組織（ＵＭＮＯ）を中心とした与党連合（国民戦線Barisan Nasional:ＢＮ）が長期

政権を担ってきた。ＢＮ体制下で、マレーシアの主要民族を代表する政党（ＵＭＮＯ、ＭＣＡ(中

華系)、ＭＩＣ(インド系)）が民族間の利益調整をしてきた。 

しかし、2018年５月の総選挙において、野党連合（希望連盟ＰＨ）が過半数を獲得し、歴史的な

政権交代が起こった。与党連合の敗因として、ＧＳＴ（物品・サービス税）導入などによる物価高、

ナジブ首相の汚職疑惑などが挙げられている。統一プリブミ（ＰＰＢＭ）党首マハティールが新首

相に就任した。 

 

(3) 経済情勢 

マレーシアはＡＳＥＡＮ第３位の中所得国であり、その主要産業はサービス業、製造業（電気・

電子機器）、農林業（ゴム、パーム油、木材）、鉱業（錫、原油、天然ガス(ＬＮＧ)）である。 

民間消費・投資は堅調であるが、近年、実質ＧＤＰ成長率は５％を下回り、鈍化している。同時

に、１人あたり名目ＧＤＰは2011年に１万ドルを超えたが、2015年以降１万ドルを下回っている。

これは、名目ＧＤＰの減少に加え、人口の着実な増加に起因していると考えられる。 

このため、マレーシアは「中所得国の罠」に陥っている典型的な国として指摘されることが多い。

「中所得国の罠」とは、新興国が安価な労働力の活用によって経済成長し、中所得国となったが、

その後、自国の人件費の上昇や先進国との技術力の格差などにより成長が停滞し、なかなか先進国

になれない状態のことを意味している。 
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図表１ マレーシアの実質ＧＤＰ成長率と１人あたり名目ＧＤＰの推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物価の動向については、2015年４月のＧＳＴ導入により、ＣＰＩは一時期４％を上回り、その後、

原油価格も高騰した。現在では落ち着いているものの、生活費を圧迫している。政権交代を受け、

2018年６月から、ＧＳＴ税率が６％から０％になった。 

貿易の近年の動向を見ると、2016年の主な輸出先はシンガポール（1,144億リンギット＝277億ド

ル）、中国（986億リンギット＝239億ドル）、米国（802億リンギット＝194億ドル）、主な輸入先は

中国（1,423億リンギット＝344億ドル）、シンガポール（724億リンギット＝175億ドル）、日本（570

億リンギット＝138億ドル）であった（１リンギット＝0.242米ドルで換算、2018年９月平均、以下

同様）。 

 

(4) 社会の特質 

2016年時点の人口は3,163万人であり、民族別構成を見ると、ブミプトラ68.6％、中華23.4％、

インド7.0％、その他1.0％となっている。ブミプトラとはマレー語で「土地の子」を意味し、マレ

ー人などの先住民をさす。1971年の新経済計画（ＮＥＰ）以降、経済格差の解消、政治的安定のた

めにブミプトラ優遇策が進められている。 

このように多民族国家であることがマレーシアの大きな特徴のひとつである。そのため、公用語

はマレー語（国語）、英語、中国語、タミル語、宗教はイスラム教（国教）、仏教、ヒンズー教、キ

リスト教と多様である。 

2017年の人口推計値は3,200万人であり、2016年に比べ1.3％増加する見込みである。時系列で見

ても増加傾向を示している。ただし合計特殊出生率の低下が進行しており、2016年は1.9で過去

低となった。特に中華系民族で少子高齢化が進んでいるのが特徴である。 
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図表２ 総人口と合計特殊出生率の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．日本企業の進出状況 

マレーシアは「中所得国の罠」からの脱却をはかるため、日本企業に対して付加価値の高い企業

投資を期待している。マレーシアへの進出日系企業数は2016年12月時点で1,396社である。製造業

712社のうち、電気・電子部品が246社、非製造業684社のうち、商社が144社と も多い１。 

 

図表３ 製造業の対内直接投資認可額（国別・上位５位） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、国別順位で製造業の対内直接投資認可額を見ると、中国が2016年に１位となり、日本と

アメリカが上位５位から姿を消した。日本は過去10年間で上位を占めていたが、2016年は低調であ

った。その要因として為替レートによる影響、中国の躍進などが挙げられる。 
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３．労働市場 

(1) 労働力人口・就業者数 

労働力人口は年々増加しており、2003年に1,000万人を超え、2017年に1,500万人に到達した。労

働力率は2017年に68.0％となり、性別で見ると男性が80.1％、女性が54.7％であった。依然として

女性の労働力率は低水準にとどまっている。 

就業者数については、労働力人口の増加に伴い増加の傾向が見られる。2017年の就業者数は1,450

万人であった。 

就業者のうち給与所得者は、2016年の840万人から、2017年には870万人に増加した。これは、雇

用機会が増加し、就業者の中でも被雇用労働者が増えていることを意味する。 

なお、農業部門を除くインフォーマルセクターの就業率は、2017年に10.6％となり、2015年の

11.4％よりやや減少した。マレーシア統計局によれば、インフォーマルセクターに該当する企業・

団体には、会社登記所（ＣＣＭ）および専門機関に登録されておらず、労働者数が10人未満であり、

すべてあるいは少なくとも１つの製品・サービスが販売または物々交換されている企業・団体が含

まれている２。 

 

(2) 失業者数・失業率 

近年、失業者数は増加傾向にあり、2017年は50万人に達した。失業率は３％台で推移しており、

2017年は3.4％であった。 

特徴として若年層、特に15～24歳層の失業率が、全年齢層に比べ高水準で推移している。2016年

に男性が9.8％、女性が11.4％の失業率を記録した。この要因については、急速な高学歴化に見合

った職業ポストが十分でないという見方がある。 

 

(3) 外国人労働者数 

2017年７月末時点の外国人労働者数は175万人であり、2015年の213万人から減少した３。外国人

労働者依存から脱却するための政策を実施していることが減少の要因と考えられる。 

 

図表４ マレーシアの移民労働者数    図表５ 不熟練外国人労働者の主な 

ソースカントリー（2016年） 
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このことはＩＬＯデータベースからも見てとれる。移民労働力は2013年から200万人を超えてい

るが、そのうち移民雇用労働者は2014年から減少が続いている。 

さらに特徴を挙げると、不熟練外国人労働者がいわゆる非正規労働に就いていることが多い。そ

のため、正規・非正規問題よりも、外国人労働者問題が焦点化されている。送り出し国を見ると、

特にインドネシア、ネパールからの不熟練外国人労働者が多い。 

 

４．労働条件 

(1) 平均賃金 

平均月額賃金は2016年の2,657リンギット（643ドル）から2017年の2,880リンギット（697ドル）

に増加し、伸び率は8.1％であった。 

性別および地域別で見ると、男女格差よりも都市部と農村部の格差のほうが大きい。 

産業別では、「鉱業、採石業」、「不動産業等」、「情報通信業」、「教育業」、「金融、保険業」で平

均賃金が高く、反対に、「農業、林業、漁業」、「宿泊業、レストラン業」、「サポートセンター業」、

「他のサービス業」で平均賃金が低くなっている。 

 

図表６ 平均月額賃金 

  

 

 

 

 

 

 

図表７ 産業別平均月額賃金 
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(2) 世帯収入 

全国平均の世帯収入は2014年の6,141リンギット（1,486ドル）から2016年の6,958リンギット

（1,684ドル）に増加し、年平均成長率は6.2％であった。ジニ係数は2014年の0.401から2016年の

0.399に低下し、格差はやや改善傾向にある。 

地域別に平均世帯収入を見ると、 上位と 下位の比率が2014年の2.86倍から2016年の2.77倍に

縮小しており、地域格差も若干改善しているといえる。 

 

図表８ 地域別平均世帯収入 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 労働時間 

１日の労働時間は原則８時間以内、１週の総労働時間は48時間を超えてはならないと法律で定め

られている。ＩＬＯデータベースによれば、平均週実労働時間は男女ともに若干の減少傾向にある（※

詳しくは３章に記載）。ただし、パートタイム労働者も含む数値であることに留意が必要である。 

 

５．労働法体系・ＩＬＯ条約の批准状況 

(1) 労働法体系～主な制定法 

マレーシアの労働法体系は、英国およびオーストラリアの影響を受けている。 

まず1955年雇用法（Employment Act 1955）が包括的な労働法として位置づけられる。公務員な

ど一部を除き、月額賃金2,000リンギット以下の収入を得ているすべての労働者に適用される。ま

た、肉体労働従事者については、所得額にかかわらずすべての労働者に適用される。ただし建国時

の合意により、サバ州、サラワク州には適用されず、サバ労働令、サラワク労働令が定められてい

る。 

労働組合の結成、団体交渉、ストライキの実施などに関しては、1959年労働組合法（Trade Union 

Act 1959）に定められている。 

1967年労使関係法（Industrial Relations Act 1967）では、雇用契約の保障として正当な理由
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がない限り、労働者の解雇は認められていない。 

これら以外の主な制定法は以下のとおりである。 

・ 低退職年齢法（Minimum Retirement Act 2012） 

・全国賃金諮問委員会法（National Wages Consultative Council Act 2011） 

・従業員積立基金法（Employees Provident Fund Act 1991） 

・年金法（Pension Act 1980）※公務員対象 

・退職基金法（Retirement Fund Act 1980）※公務員対象 

・従業員社会保障法（Employees Social Security Act 1969） 

・労働者災害補償法（Workmen's Compensation Act 1952） 

・工場・機械法（Factories and Machinery Act 1967） 

・労働安全衛生法（Occupational Safety and Health Act 1994） 

・外国人雇用規制法（Employment Restriction Act 1968） 

・民間職業紹介法（Private Employment Agencies Act 1981） 

・人材開発法（Human Resources Development Act 1992） 

・移民法（Immigration Act 1959） 

 

(2) ＩＬＯ条約の批准状況 

８つのＩＬＯ基本条約のうち、98号（団結権および団体交渉権）、29号（強制労働）、105号（強

制労働廃止）、100号（同一報酬）、138号（ 低年齢）、182号（ 悪の形態の児童労働）については

批准している。未批准は、87号（結社の自由および団結権保護）と111号（雇用および職業につい

ての差別待遇）の２条約である。87号条約が未批准であるのは、イギリス植民地時代に導入された

労働組合の強制登録制度が独立後も依然として維持されており、国内法の整備が進まないためと考

えられる。 

 

(3) 労働組合への規制 

労働組合法では、労働組合の結成は企業別、職業・職能別、産業・業種別に可能だが、特定の企

業、産業等で労働組合は１つに限定されている。すでに労働組合が登録されているカテゴリーでは、

新たな組合の結成は認められていない。 

例えば、電子産業で認められているのは企業別組合（インハウスユニオン）と地域別組合のみで

ある。同産業では、現在でも全国レベルでの産業別組合の結成は認められていない。 

労働組合を結成する際の手続きとして、まず人的資源省労働組合局への登録が必要となる。この

場合、７人以上の組合員を有することが申請の条件となる。無登録の組合の要求に対しては、企業

側は対応の義務がない。近年では、外国人労働者も組合加入できるようになっている。 

団体交渉を行うためには、さらに使用者による組合の承認も必要となる。また、ストライキを実

施する場合は、組合員の３分の２以上の賛成が条件となる。ただし、採用・解雇・昇進・人事異動・

復職を理由にしたストライキは実施できない。 
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(4) 近年の制度改正・新制度導入の背景 

政府は、2010年に長期経済政策「新経済モデル」（2020年までに先進国への仲間入りを目標、外

国人労働者依存からの脱却など）、2015年に「第11次マレーシア計画」を策定した。 

近年の特徴のひとつは、外国人労働者の新規雇用を制限する政策の強化である。2018年１月から

レビー（人頭税）の使用者負担が復活し、2019年にはその引き上げが予定されている。同じく、2018

年１月から「雇用者必須確約」（Employer Mandatory Commitment：ＥＭＣ）も導入された。これは

使用者が外国人労働者について全面的に責任を負うことを明確化したものである。企業の労務コス

トのさらなる増加が見込まれている。 

もうひとつの特徴として、労働者保護を強化する動きが見られる。雇用保険制度の導入、 低賃

金の引き上げなどがその一例である。これには2016年２月に合意された「米国とマレーシア間の労

働整合性計画（Labour Consistency Plan）」も影響していると見られている。 

 

(5) 低賃金制度の引き上げ 

2013年１月、 低賃金制度が導入され、全業種、外国人労働者を含むすべての労働者に適用され

ることになった。 

2016年７月には改定が行われ、 低賃金が引き上げられた。例えば、マレー半島部では月額900

リンギット（218ドル）が1,000リンギット（242ドル）に、東マレーシア（サバ州、サラワク州、

ラブアン連邦直轄地）では月額800リンギット（194ドル）が920リンギット（223ドル）に引き上げ

られた。これ以降も、２年に１度の改定が予定されている。 

そうした中で、政府は2018年も 低賃金を引き上げる方針を発表した。 低賃金の見直しを審議

する全国賃金諮問評議会は、マレー半島部と東マレーシアの格差を段階的に縮小するよう勧告して

いる。一方で、ＭＴＵＣ（マレーシア労働組合会議）は、生活費が著しく上昇しているという理由

から、全国一律1,800リンギット（436ドル）を要求している。 

 

(6) 雇用保険制度の導入 

2017年３月、政府は2018年１月からの雇用保険制度（ＥＩＳ：Employment Insurance System）

の導入を表明した。この制度は、解雇された労働者が再就職するまでの間、手当てを給付するとと

もに技能訓練など再就職活動を支援するものである。 

雇用保険制度の導入をめぐって、ＭＴＵＣ（マレーシア労働組合会議）は、「基本的に賛成。雇

用保険制度の導入により、事業主が労働者を解雇する口実にしないようにすることを望む」とし、

ＭＥＦ（マレーシア経営者連盟）は「雇用保険は事業主負担を増すばかりで競争力をそぐ」と反対

した。これに対して、ナジブ首相は「この制度は生産性の増加と工業の競争力の増加だけではなく、

労働市場の需給のマッチング効果を高める」と説明した。 

同年８月、連邦議会（下院）に法案が提出された。このときの法案では、事業主、雇用者それぞ

れの拠出率は0.5％であった。経営者団体などからの批判により再検討することとなった。 

再検討の末、同年10月、連邦議会（下院）に法案が再提出、可決された。その内容は対象労働者

の給与の0.4％に相当する額を事業主、雇用者の双方から0.2％ずつ徴収し、積み立てた基金を社会

保険機構（ＳＯＣＳＯ）が運用するというものである。 
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2018年１月に施行され、43万人の事業主と660万人の雇用者が加入見込みとなっている。 

 

６．労働組合の概況 

2017年現在、労働組合数は742組合、組合員数は84万人である。前年と比べ、組合員数は90万人

台から80万人台に減少した。産業別に見ると、特に教育業、公務員・軍人等で減少数が大きい。労

働組合組織率は若干の低下傾向を示しており、2016年には8.8％となった。 

近年、労働条件等に関わる労使紛争件数は増加しているが、2011年以降、ストライキは発生して

いない。理由としては、スト実施手続きの煩雑さ、組合運営への国の介入など、法律上の問題が大

きいことが指摘されている。 

 

図表９ 労働組合数と組合員数の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表10 マレーシアの労働組合組織率の推移 
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図表11 産業別労働組合数と組合員数 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働問題に関する政策決定については、政府の全国労働諮問委員会（ＮＬＡＣ）など政労使三者

構成の審議会に労働団体および経営者団体が参加し、人的資源省が労働政策・法令の実施・施行を

行っている。 

これらの審議会には、労働者代表として、民間部門からはマレーシア労働組合会議（Malaysia 

Trade Union Congress：ＭＴＵＣ）、公務部門からは官公労働組合会議（Congress of Union of 

Employees in the Public and Civil Services：ＣＵＥＰＡＣＳ）、使用者代表として、マレーシ

ア経営者連盟（Malaysia Employers Federation：ＭＥＦ）が参加している（※詳しくは２章に記

載）。 
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第２章 
 

労働組合組織と活動の事例 

 
 
 
  



 

 － 第 ２ 章 －  

労働組合組織と活動の事例 

 

 

第１節 ナショナルセンターおよび産業別組織について 

１．政府の役割 

アジア諸国の労使関係は、政府の介入が相対的に大きいことを特徴とする。例えば、マレーシア

やインドネシアは、労働組合を設立する際にその認証を受けることが容易でない。逆にベトナムで

は、組合の結成が奨励されている。タイでは、原則として企業ごとにしか組合を結成できず、他方

で、単組が集まりナショナルセンターを容易に設立できる。そして組合結成だけでなく、組合活動

のあり方についても、団体交渉の時期や頻度が法律によって定められているケースもある。 

また複数の国では、労働組合の認証が厳しい半面、事業所レベルで従業員と使用者が協議するこ

とを法律によって定められており、労使コミュニケーションを促す施策が取られている。例えば、

タイでは福利厚生委員会、ベトナムでは安全監督委員会の設置が義務づけられている。同様にマレ

ーシアでは、労使関係の安定を目的に労使協議会の設置を人的資源省が推奨している。福利厚生や

安全衛生に限定して、使用者と従業員が協議する場が設けられ、それが労働者の職場環境の改善に

貢献している。その一方で、それが労働組合の機能を代替し、組合結成の妨げとなっている可能性

もある。 

 

２．ナショナルセンターの活動実態 

組合組織は、 小単位として企業別組合が存在し、上部団体に職業別労組や産業別労組、ナショ

ナルセンターが存在する。企業レベルの労働組合は、各企業内の労働条件の決定に関わり、上部団

体が 低賃金をはじめ労働政策全般と社会保障制度に関して発言し、決定に参画する。そうした組

織構造は、日本とも共通している。 

しかし、国による違いは大きい。例えばインドネシアとタイは、ナショナルセンターの設立が容

易である結果、ナショナルセンターが乱立している。ナショナルセンターと称する組織は必ずしも

一国で統一された組織になっていない。複数の産別組織が加盟し、一国レベルで労組の統一をはか

ろうとするのが、従来のナショナルセンターの姿であるとするならば、一国内に多数のナショナル

センターが存在する国では、それぞれのナショナルセンターの規模や機能は、従来のそれとは異な

る。 

他方、多数の産別組織を傘下に有し、一国レベルで労組の統一をはかろうとしている組織も存在

する。ベトナム労働組合総同盟（ＶＧＣＬ）のように、唯一のナショナルセンターが、事実上政府

の一機関に組み込まれ、労働法や労働政策に大きな決定権を有するケースもある。つまり国ごとに、

および一国内でも組織ごとに、ナショナルセンターのあり方は極めて多様である。 

さらに国際労働組合総連合（ＩＴＵＣ）や国際産別組織（ＧＵＦｓ）への加盟状況を見ても、各

国内でナショナルセンターや産別労組として認証されていない組織が、ナショナルセンターや産別

組織として加盟しているケースもある。これは、国際組織が各組合の活動実態を見て、個別に加盟
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の有無を判断しているためである。 

 

(1) インドネシア 

インドネシアには、同国労働省が2014年に発表したデータによれば、６つのナショナルセンター

が存在する。中でも規模の大きなナショナルセンターとしては、インドネシア労働組合総連合（Ｋ

ＳＰＩ）、インドネシア福祉労働組合総連合（ＫＳＢＳＩ）、全インドネシア労働組合総連合（ＫＳ

ＰＳＩ）がある。スハルト体制の一部であったＫＳＰＳＩ（当時はＳＰＳＩ）、アジア金融危機か

らスハルト退陣をきっかけにＳＰＳＩから離脱したＫＳＰＩ（2003年結成）、反スハルト労働運動

を進めてきたＳＢＳＩ（2003年ＫＳＢＳＩに）の３組織である。この３組織は、 低賃金や社会保

障制度で共闘した時期もあれば、政治的には違う大統領候補を推すなど、是々非々の関係にある。 

インドネシアには、労働法や制度の立案や改正に際し、政労使三者が話し合う仕組みが存在する。

話し合いは非公開で行われ、そこで何かが決定されることはないという。その話し合いには、労働

側としてＫＳＰＳＩ（２つの派閥あり）から６人、ＫＳＰＩから４人、ＫＳＢＳＩから１人とそれ

ぞれの組織の代表者が参加している。 

大規模を誇るＫＳＰＩは、特に 低賃金制度の引き上げと社会保障制度のあり方について積極

的に発言し、デモや抗議行動を行っている。加盟する組織に対して、広報活動のあり方、リーダー

シップの育成、政策提言などの研修などを実施している。 

 

(2) タイ 

タイには、公的にナショナルセンターとされている組織が10以上存在する。ナショナルセンター

に認証されると、 低賃金の決定や、労働法や社会保障制度の改変を議論する政労使の三者で構成

される委員会の労働側メンバーとなることができる。三者構成委員会は、社会保険委員会、社会福

祉委員会、労働法制委員会など、2018年時点で13委員会が存在する。各種委員会は、１：１：１の

比率で政労使の委員がおり、加えてアドバイザーから構成されている。労働代表は、選挙で決定さ

れるが、事実上１組合が１委員を務めている。 

つまりナショナルセンターに登録されると、労働側の代表として具体的な制度政策の決定に関わ

り、労働条件の底上げに貢献できるとともに、政府との距離が縮まり様々な情報の入手が可能とな

る。他方、三者構成委員会での議論が具体的な政策制度にどれほどの影響を与えているのかについ

て、懐疑的な見方も強い。そもそも政府が、三者構成委員会のメンバーとなれる利点を与えること

で、ナショナルセンターを分立させ、労働運動の分断を狙っていることも指摘されてきた。 

ナショナルセンターに登録すれば、労働組合活動は、政府が認めた範囲内でしか行うことができ

ない。そのため、そうした政府の施策を批判的にとらえ、あえてナショナルセンターとして登録せ

ずに活動する労組もある。非ナショナルセンターである労働組織の中でも、規模が大きく、活発な

活動を見せているのが、金属機械労組の集団組織であるタイ電子・電機機器・自動車・金属労働組

合総連合会（ＴＥＡＭ）と、国営企業労組の集まりである国営企業労働連盟（ＳＥＲＣ）である。 

ここでは、ナショナルセンターとして、従来はあまり紹介のない日系企業労組を中心に組織され

ナショナルセンターとして活動するタイ自動車労働組合会議（ＡＬＣＴ）と、公式にはナショナル

センターではないＳＥＲＣを取り上げ、その実態を詳しく紹介する。 

第２章 労働組合組織と活動の事例 
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1) ＡＬＣＴのケース 

① 組合組織 

ＡＬＣＴは、2006年11月26日に設立され、2007年７月にナショナルセンターに登録された。

2018年１月時点で、傘下に90組合、約８万人の組合員を抱える。 

同組織には、日系の大手自動車完成車メーカーの労組が、一部を除いてほぼすべて加盟して

いる。加えて日系の自動車部品メーカーや電機メーカーの労組も多数加入している。タイは自

動車産業のアジアの集積地といわれ、日系以外にも欧州系やアメリカ系の自動車完成車メーカ

ーが工場を設置している。しかし日系以外の自動車完成車メーカーの労組は、ＡＬＣＴには加

入しておらず、ＴＥＡＭの傘下にいる。 

ＡＬＣＴは、加盟組合を日系労組に限定しているわけではない。そのため、日系以外の企業

労組－例えば、ドイツの眼鏡メーカーや、ドイツのバイクメーカー、米国と日本の合弁自動車

メーカー、民族系（現地資本の企業）の大手部品メーカーの労組－も加入している。 

ＡＬＣＴは、国際的な労働組合の産業別組織であるインダストリオール（Ｉｎｄｕｓｔｒｉ

ＡＬＬ）に加盟申請中である。ただしタイ国内でのほかインダストリオール加盟組合間での見

解が統一されていないことを理由に、現時点（2018年）では加盟していない。 

 

② 設立の経緯 

そもそもタイには、製造業の労働組合を中心とした産業別組織ＴＥＡＭが存在してきた。Ｔ

ＥＡＭはインダストリオールに加盟している。つまりＴＥＡＭは、同国内では法的に労働組合

としての認証を受けていないものの、国際的には同国の金属労組を代表する組織として認めら

れている。 

ＴＥＡＭの中には、自動車メーカーの労組を中心としたタイ自動車労働組合連合（ＴＡＷ）

がある。日系の自動車メーカー労組の多くは、以前はＴＥＡＭに加盟し、ＴＡＷのメンバーだ

った。 

だが2004年に、大手自動車メーカー労組の役員15人（すべて日系企業の労組出身者）が、Ｔ

ＡＷをナショナルセンターにするための作業委員会を設置した。作業委員会では、ナショナル

センターを設立したほかの労組役員を呼び、その役割や意義などの勉強会を重ねた。そのメン

バーらは、当初、ＴＥＡＭに対してナショナルセンターに登録することを要請した。だが、半

年ほど待ったもののＴＥＡＭはそれに向けて何も動こうとはしなかった。 

そこで、ナショナルセンターになることに魅力を感じていたこれらのメンバーは、ナショナ

ルセンターとして申請するため、ＴＥＡＭから独立することを決意する。約２年間かけて独立

に向けた準備を行い、2006年にＡＬＣＴを設立した。そして2007年にナショナルセンターに登

録された。その当時は、16組合、約２万人の組合員だった。しかしその後、ＴＥＡＭの加盟組

織からＡＬＣＴに移る単組もあり、今日までに組合員数は約４倍に増大した。 

現在のＡＬＣＴの役員は、「我々は政府と共に行動し、政労使の枠組みを使って労働運動を

していくことが 善だと考えている」「社会保険の給付金の増額や 低賃金の上昇など、具体

的な成果もあげてきた」「ナショナルセンターでない労組が、いくら提案書を政府に出しても

成果に結びつかないことが多いのに対して、ナショナルセンターになれば要請や提案ははるか
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に通りやすい」と話す。 

 

③ 財政状況 

ＡＬＣＴ加盟の労組には、組合費として一人１ヵ月２バーツ（約８円）を上納してもらい、

それを元手に活動している。これは2018年１月に値上げをしたばかりであり、それ以前は１バ

ーツ（約３円）だった。 

ＡＬＣＴは、政府からの支援金はもらっていない。ただしナショナルセンターに登録するこ

とにより、組合が何かイベントを実施するたびに政府は補助金のようなかたちで支出している

という情報もある。なお海外の労働組合や労働組織からは、一切の資金援助を受けていないと

同組織の役員は話す。 

 

④ も力を入れている活動 

今日、ＡＬＣＴが も力を入れているのが、社会保険制度の拡充と労働法制の見直しである。

具体的には、年金制度の拡充、退職後の社会保険（医療保険）の適用、労働者保護法の見直し、

労使関係法の改善である。 

また同組織は、団体交渉で日本の春闘を参考にした運動を展開している。加盟する企業別組

合を対象に、団体交渉の基準を作成し、足並みをそろえて交渉してきた。団体交渉は、年に１

度、毎年３月に実施しているが、その前にセミナーを開催し、使用者団体と日本大使館を講師

に招く。勉強した後労組同士で交渉内容をそろえるよう努めている。2018年のセミナーには、

約100人の組合リーダーが参加した。そこでは、賃上げ（月収とボーナス）水準などを協議し、

統一要求を決定した。さらに、交渉後にはフォローアップ会議を開催し、要求を実現させた組

合と、要求に届かなかった組合の情報を収集している。こうして要求をそろえることにより、

それ以前よりも成果が上がっていると感じている。福利厚生についても、各社の実態を提出さ

せ、その情報を共有してきた。 

ＴＥＡＭに加盟している労組とも別途協議し、それらの労組も含めて、自動車産業全体で基

準をそろえるようにしている。そもそもＡＬＣＴ設立以前から、ＴＥＡＭ内で日本の春闘方式

を参考にした交渉は行われていた。けれども、今日、ＡＬＣＴのこうした動きに対しては、Ｔ

ＥＡＭ側から反発の声も出ており、その調整に苦労している。 

 

⑤ 日本の労働組合との関係 

ＡＬＣＴは、そもそも日系企業の労組が中心となって結成された組織である。これらの労組

の多くは、以前から日本にある本社の労組との関係があった。日系企業の労使関係のあり方を

学ぶ研修会や勉強会というかたちで、両者は長年にわたって交流してきた。 

ＡＬＣＴの組合役員は、労使が密に協議する日本的労使関係を極めて高く評価している。か

つて、日系自動車メーカーでも、ストライキが行われたことがあったものの、それは労使とも

に損害が大きかったと考えており、現在では何か不満があれば、早めにそれを経営側に伝え、

職場環境を改善するよう努めている。 

実際に、同国では2017年に大手の日系自動車メーカーが1,000～2,000人規模のリストラを実
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施した。ただしその際も、事前に労組に相談を持ちかけ、労使で協議したうえで、まずは希望

退職を募り退職金を上乗せするなどの対応をとった。労使で検討した退職条件が従業員に受け

入れられ、スムーズに事は進んだという。同組織の現在の運動理念は、「労使が本音で話す」「政

労使で協力する」ということである。 

ＴＥＡＭからＡＬＣＴが設立された経緯からうかがわれるように、どちらかといえばＡＬＣ

Ｔは協調的な色彩が強く、ＴＥＡＭは対立的な色彩が強い。 

 

⑥ 地域組織 

ＡＬＣＴは、地方にも拠点を広げており、加盟する労組同士で共有の事務所を設置し、共同

で使用している。例えば、日系企業が集中するアユタヤ地域には、複数の日系企業労組があり、

それらで地域支部を作っている。 

 

⑦ 政治活動について 

同国は軍事政権下にあり、政治活動が原則として禁じられている。その中で、同組織は、か

つて政党の結成をめざした時期もあったが、それにより政府からの管理が強化されるため、組

織の内部には反対する声も強かった。現在は、労働者政党をつくるために、複数のナショナル

センターと検討会を開催しており、その執行部をＡＬＣＴがつとめている。 

 

2) ＳＥＲＣのケース 

① 組織概要 

ＳＥＲＣは、1980年に設立された国営企業の労組を中心とした産業別組織（および同国内で

は未承認であるが実質的にナショナルセンター）である。 

2017年現在、47労組、組合員数18万人を抱える同国で 大規模の組合組織である。全国に９

つの拠点を有し、都市部のみならず、東北地方や南部にも活動範囲を広げている。組合役員は

21人おり、いずれも加盟労組の投票により選出されている。 

加盟する労働組合のほとんどが、国営企業の労組である。同国には国営企業が56あり、その

うち48に労働組合が結成されている。そしてそのすべてが、ＳＥＲＣに加盟している。労働法

上、団結権が禁じられている公務員労組（衛生省の下部組織、国営病院の看護師、社会保険の

事務所職員、一部の市役所の職員）も加盟する。 

加えて同組織は、雇用されていない労働者たちの組織化にも取り組んでいる。例えば、イン

フォーマルセクターである南部漁業労働者組合（ＳＳＷＧ）、船員の組合、水産加工労働者の

組織化に成功している。それらの労働組合は結成後に、ＳＥＲＣに加盟した。同様に、外国人

労働者の組織化にも取り組み、特にミャンマーからの移民労働者の組合（ＭＷＲＮ）は、同組

織のパートナー労組として連携をとっている。 

 

② 非公認ナショナルセンターである理由 

同組織が、公的にナショナルセンターに登録しない理由は、「登録すると、法律の枠内でし

か活動ができなくなる」ためである。特にＳＥＲＣは「民営化反対」を訴え、法律で禁じられ
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ている「公務員の組合活動の承認」を求め、かつ実際に公務員を組織化している。そうした活

動特性から、公的なナショナルセンターになる道は選べないと話す。加えて、同労組の幹部は

「ナショナルセンターになって、社会保険委員会などに参加したところで、結局は労働省によ

って管理されている。ナショナルセンターに登録された労働組合が、労働者にとって十分な成

果をあげているわけではない」といい切る。 

 

③ 上部団体および関係団体 

ＳＥＲＣは、同国内ではナショナルセンターとして認められていないものの、国際的には同

国のナショナルセンターとしてＩＴＵＣに加盟している。 

さらに海外の労働組合とも、関係が深い。特に長年にわたって関係しているのが、ノルウェ

ー労働総同盟（ＬＯ）、米国の労働ＮＧＯであるソリダリティセンター、日本で 大のナショ

ナルセンターである連合が設立したＪＩＬＡＦである。 

ＳＥＲＣとＬＯは約15年間、ソリダリティセンターとは約20年間の付き合いになる。ＬＯに

はキャンペーンやプロジェクトの計画を立て、それに対する資金援助をしてもらっている。Ｌ

Ｏは世界各国の組織強化を目的に活動しており、ＳＥＲＣの活動理念と合致する。ＬＯは資金

を援助しても、活動内容に口を出してくることが少なく、ＳＥＲＣは比較的に自由にやらせて

もらっていることに満足している。年末などの区切りの時期に、プロジェクトの成果をまとめ、

ＬＯとＳＥＲＣのメンバーでその内容を話し合い、結果を総括している。 

ソリダリティセンターからは、組織化および組織強化のための支援を受けてきた。具体的に

は、新たな労働組合結成のためのチームを作り、オルガナイザーたちに組織化のトレーニング

コースを設け、教育プログラムを実施してもらったり、それらを担うメンバーたちの賃金支援

や、家賃補助をしてもらったりしている。 

 

④ 活動内容 

ＳＥＲＣは、そもそも国営企業の民営化を止めるために、国営企業の労働組合が集まり、結

成された組織である。そのため、今日においても主たる活動目的に国営企業の民営化阻止があ

る。 

だがその後、活動内容の幅を広げ、今日では国営企業だけにとどまらず、様々な職場で働く

労働者の権利保護を訴える活動を展開している。民間労働者、移民労働者、雇用されていない

労働者までを含む労働者の権利擁護を使命としている。 

現在、特に力を入れている活動は、組織化と労働教育にある。より多くの労働者に労働組合

に加盟してもらい、そして権利を学び、勝ち取ってもらいたいと考えている。 

ナショナルセンターとして登録していないとしても、ここまで規模が大きくなった組織を政

府も無視することはできない。そのため、ＳＥＲＣが提案する要求や政策要請に対しては、実

質的に政府も交渉に応じているという。 

特に国営企業の民営化については、自身の権利や労働条件と深く関わるため加盟単組が一致

した行動を取る。単に反対を叫ぶだけではなく、民営化後の市民への影響などを予想し、それ

らを国民に訴えかけるキャンペーンも展開する。労働運動とは社会全体を巻き込んで行うこと
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が極めて重要だと、同労組の幹部は話す。 

 

(3) ベトナム 

ベトナムの労働組合のあり方や組合活動には、社会主義的な色彩が強く残されている。例えば、

労働組合が実質的に行政の一機能を担っている側面もある。例えば労働法で、ナショナルセンター

が政府の労働関連の法律や政策に対して意見を提出することができると定められている。同法にも

とづいてベトナム労働総同盟（ＶＧＣＬ）は、労働関係法の立案や改正にあたり、草案を作成して

きた。実際に1990年と2012年に行われた労組法改正の際も、ＶＧＣＬが起案している。さらに労組

法の実施にあたってのガイドラインも、ＶＧＣＬが作成している。加えて、 低賃金の決定にはＶ

ＧＣＬが 低賃金評議会の委員として交渉する。さらに労働組合幹部は、かつては国家公務員とし

て扱われ、国から給与が支給されていた（1991年に変更され、それ以後は組合費から給与が支払わ

れることになっている）。 

同国の労使関係は、近年、ストライキの発生頻度の高まりが指摘されている。ただしストライキ

の発生率は2013年に８％であったが、2017年は４％に減少しており、必ずしも統計上、その上昇が

確認されるわけではない。同国のストライキは、そのほとんどがいわゆる「山猫スト」である。ベ

トナムは、社会主義国としては珍しく、労働法の中でストライキ権が認められている。ただし、法

令に則ってストライキを実施するには、その手続きが煩雑であるため、組合員のほとんどは、スト

ライキを実施する場合、山猫ストのかたちをとる。 

ＶＧＣＬは、約1,000万人の組合員を抱えるベトナムのナショナルセンターである。ＶＧＣＬは、

世界労働組合連盟（ＷＦＴＵ）に設立当初から加盟しており、その活動に参加してきた。同時に、

ＩＴＵＣとも20年来の協力関係にある。ＩＴＵＣに加盟する連合をはじめ、北欧などの組織とも連

携を強化している。特に近年では、ＡＳＥＡＮ地域の 低賃金のキャンペーンをはじめＶＧＣＬが

参加しないと成果を出しにくいと考えられる企画には、積極的に参加してきた。 

労働関係ＮＧＯとの連携は、能力開発などの分野においてＪＩＬＡＦ、オーストラリアを本拠地

とする国際ＮＧＯであるアフィーダ（ＡＰＨＥＤＡ）、ソリダリティセンター、ドイツのエーベル

ト財団（ＦＥＳ）、韓国労使発展財団（ＫＬＦ）と連携関係にある。 

ＶＧＣＬは、中央、部門、産業、地方、草の根（企業）の４つのレベルに組織を有し、それぞれ

が活動を行っている。約20の産別労組と地方労組があり、加盟する企業別組合を管理している。産

別組織は、行政、医療、商工、石油、ガス産業にある。 

 

(4) マレーシア 

マレーシアには、労働組合のナショナルセンターとしてマレーシア労働組合会議（ＭＴＵＣ）が

ある。ＭＴＵＣは、労働者を代表する唯一の組織として同国内で認められている。ＭＴＵＣには、

217組織（産別＋企業別組合）が加盟し、約50.6万人の組合員を抱える（2017年3月時点）。マレー

シアには約90万人の組合員がいるが、そのうち約半分が同組織に加盟していることになる。ＭＴＵ

Ｃに加盟する組合員は、年間１リンギット（約26.6円）を支払うことになっているが、現在はまだ

27万人が加盟費を支払うにとどまっている。ＭＴＵＣの執行部には21人の役員がおり、それは３年

ごとに選挙で選ばれる。また2018年現在では、組織内で分裂が起きている。 
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ＭＴＵＣの主要な加盟組織は５つあり、全国銀行労働者組合（ＮＵＢＥ）、電機産業労働組合（Ｅ

ＩＷＵ）、金属産業労働組合（ＭＩＥＵ）、食品産業労働組合（ＦＩＥＵ）、全国輸送機器・関連産

業労働組合（ＮＵＴＥＡＩＷ）である。 

ＭＴＵＣによれば、日系企業では組合結成を明らかに妨害する行為はほとんど見られない。同国

では、組合の認証を受けるために認証投票を実施しなければならず、そこで従業員の50％＋１の賛

成票を得る必要がある。そのため、ほかの外資系企業では認証選挙の日をまたがって、従業員にま

とまった有給休暇を与えるなど選挙が成立しないような工作を行うところもある。日系企業におい

て、そうした行為は目立って行われていない。ただし日系企業においてもコンサルタントを雇い（コ

ンサルタントは主に元労使関係局長や元労働組合局職員などが担っている）、それらが従業員の分

断を促すような行動をとることがあるという。 

ＭＴＵＣは、ＩＴＵＣおよび国際労働組合総連合アジア太平洋地域組織（ＩＴＵＣ－ＡＰ）に加

盟している。国際団体との関係は良好であり、協力しあって多国籍企業に対抗するキャンペーンを

実施したりしたこともある。 

なお同国には、ナショナルセンターではないものの、ＭＴＵＣに加盟しＭＴＵＣと並び大きな社

会的影響力を持つ組織として公共セクターの労組（ＣＵＥＰＡＣＳ）がある。ＣＵＥＰＡＣＳは、

官公労働者を代表して政府と団体交渉しており、その規模から準ナショナルセンターとして位置づ

けられている。 
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第２節 企業別組合の活動実態 

１．インドネシア 

(1) ＨＥＲＯスーパーマーケット 

① 企業の概要 

ＨＥＲＯスーパーマーケットは、1971年に創業されたインドネシアにおけるスーパーマーケッ

トの老舗企業である。かつてインドネシアでは、日常の買い物はパサールと呼ばれる市場で済ま

せることが一般的であった。その中で同社は、中間層を対象に、近代的な小売業態を初めて展開

させたことで知られる。 

2018年現在、同社は全国で449店舗を運営しており、流通小売においてインドネシア 大手で

ある。もとは現地企業であったが、現在は香港の財閥小売大手（ジャーディン・マセソングルー

プ）が筆頭株主となっている。 

同社の事業の中心は、スーパー「ＨＥＲＯ」と、総合スーパーの「ジャイアント（Giant 

Supermarket）」の２つのブランドがある。加えて「ガーディアン（Guardian）」という薬局（ド

ラッグストア）のほか、2014年からはスウェーデンの家具大手であるイケア（ＩＫＥＡ）と契約

し同国内でイケアの店舗を運営している。 

 

② 労働組合の組織概要 

同社グループ内には、３つの労働組合が存在する（表１）。ここでは、 大規模であるＳＰＨ

Ｓの組織概要と活動実態を紹介する。ＳＰＨＳは、1999年９月１日に結成された歴史ある労働組

合である。上部団体であるＡＳＰＥＫ（郵便・物流、商業・小売り、金融、情報・通信・テレコ

ム、メディア・エンターテイメント、グラフィック（印刷）、医療、観光、設備・保守、人材派

遣という11の分野のサービス産業の労働者を組織する労働組合連合）とほぼ同時期に結成し、歩

を共にしてきた。 

ＳＰＨＳは、へロー、ジャイアント、ガーディアン、イケアの事業所を対象に、約400店舗の

従業員を組織しており、組合員数は総勢１万3,800人である。組合専従者はたった一人であり、

その一人が労組本部で事務すべてを担っている。労組幹部は、委員長も書記長も含めてみなが非

専従であり、日中は会社の業務を行っている。労組役員の担い手は数多くおり、そのために組織

内に役職を多く設け、意欲のある人に積極的に活動に参加してもらうようにしている。 

 

表１．へロー・スーパーマーケット・グループの労働組合 
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③ 労組の設立経緯 

そもそもＳＰＨＳは、1990年代のスハルト時代に、労働組合の強制設立を規定した法律に従い、

会社側によって結成されたことから始まる。当時の組合は、ＳＰＴＰ（企業レベルの労働組合を

意味する）という名称で、会社側が労働組合の役員を任命し、組合内選挙もなく、団体交渉も実

施されていなかった。 

しかし1990年代半ばに入ると、従業員が主導する労働組合結成への機運が高まっていく。さら

に1998年5月に「ジャカルタ暴動」が発生し、その後スハルト政権が崩壊したことで自由で民主

的な労働組合の誕生が可能となる。それを受けてＳＰＴＰがＳＰＨＳと名称を変更し、新たに労

働組合を結成した。 

結成当初、会社側は労働組合を認めようとしなかった。組合は、福利厚生の改善を会社に要求

したものの、会社との話し合いはうまくいかず、従業員5,000人が参加する大規模な抗議デモが

本社前で行われた。 

他方、1998年のジャカルタ暴動の時に、同社のスーパーも放火や投石の大規模な被害にあって

いた。それを理由に、会社側は大量の従業員の解雇を行おうとした。労働組合は、それに対抗す

るため、日常的にストライキを起こし、経営側との交渉はますます暗礁に乗り上げていった。 

つまり組合結成当初は、同社の労使関係は極めて敵対的で、労使ともに互いを信頼していない

関係にあった。それゆえ同労組は、インドネシアで も戦闘的な労働組合の一つとして知られて

きた。 

そうした対立の後、会社は労使関係の立て直しに乗り出す。当時の同社のＣＥＯは、オースト

ラリア人だった。悪化した労使関係を改善させていくために、労使対話の機会を増やしていく。

そして国際産別組織であるUNI Global Unionの支援も受けた。ＵＮＩアジア太平洋地域（ＵＮＩ

－ＡＰＲＯ）の書記長が、へロー社の筆頭株主である香港の財閥企業と対話し、グローバルレベ

ルでの労使対話も行われた。そうした努力が積み重ねられ、今では、相互信頼にもとづく労使関

係が実現している。 

 

④ 労働組合活動について 

今日、同社は労働協約の締結交渉を２年に１度行っている。かつては就業規則しか存在してい

なかったが、2005年以降、労働協約についても交渉し締結するようになった。団体交渉の議論は

活発であり、時には労使間で衝突することもある。労使間で妥結できない場合には、労組は行動

に出ることもある。とはいえ、それはストライキを意味するわけではない。まずは、抗議デモを

行う。本社前で、組合の代表者数名で実施することが多い。こうした行為を行うものの、対話の

機会が保障されているためストライキを実施する前に事が解決される場合が多い。実際に同社で

は、長年にわたってストライキが実施されていない。 

上部団体であるＡＳＰＥＫが、労働協約の交渉や締結の進め方に関するトレーニングを実施し

ているため、労組幹部はそこに参加して勉強している。例えば、財務諸表の見方、会社業績や経

済状況の判断基準、組合員の生活に対するとらえ方などを学ぶ。そうした機会があることが、上

部団体に加盟する 大のメリットだと感じている。 

労働協約の交渉とは別に、賃金交渉を毎年３月１日から実施している。４月に妥結し、妥結し
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た内容は、同年の１月まで遡及して支払われる。インドネシアでは、近年 低賃金の著しい上昇

が見られるが、同社では、 低賃金を遵守することはもちろんであり、 低賃金を５～10％上回

る水準の賃金が支払われている。 

ただし、小売業界の経営状況は厳しく、国民の購買力の低下ゆえに同社の売上高もピーク時と

比べると２～３割下落している。オンライン通販やネット販売が拡大していることが、同社の経

営を苦しくしている。同国では、実際に老舗のデパートが事業を縮小させ、セブン-イレブンは

倒産した。労組としては、そうした事態を前提に「賃上げありき」ではなく、十分な対話をする

ことが も重要だと考えている。 

現在の労使共通の課題は、「店舗閉鎖に関する協議」である。消費の減退によりいくつかの小

規模の店舗を閉鎖せざるを得ず、閉鎖後の従業員の雇用をどうするかなどを労使が話し合ってい

る。 

 

(2) 日系企業における労使関係の実態 

インドネシアで事業を展開する日系企業の多くは、製造業である。そのため、従業員の大半は工

場で働くブルーカラー労働者であり、あわせて管理部門のホワイトカラー労働者も雇用している。

ここ数年、日系企業では労使間のトラブルは目立ったものは起きていない（かつては、大きな労働

争議を経験したことのある企業も複数存在する）。日系企業では、組合結成に理解を示し、従業員

との対話の機会をより多く持っているという声は複数聞かれた。 

 

① 労働組合がある職場 

ただし、組合があるとしても、組合活動に問題を抱えている場合も少なくない。例えば、組合

の執行部と組合員との間でコミュニケーションがなされておらず、労使間で話し合ったことや決

定された事項が、組合員にきちんと伝わっていなかったり、誤った情報が伝わっていたりする場

合がある。 

また組合員が、何か問題を抱えていてその解決をはかろうとする場合、職場の労組に相談し、

会社と組合との間で話し合いをする道筋を選ばないことも多々ある。組合員が直接に上部団体の

労組役員に相談し、上部団体から会社に要求され解決をはかろうとする場合もある。そうした場

合には、上部団体が会社の内情を理解しないままに、法律や労働協約に定められている基準を超

えた要求を出してくることも多く、問題がこじれやすくなる。例えば、会社に通勤するために従

業員が乗車するためのバスを会社が手配しているにもかかわらず、それに加えて通勤手当を要求

しようとするといったケースである。 

また企業別組合が、自社の財務状況を考慮せずに、他社と比較して実現が難しい要求を出すこ

ともある。福利厚生や月収の引き上げを、業種の特性や企業業績の現状を無視して、部分的に比

較し要求が出される場合、労使協議は難航しやすい。 

 

② 労働組合がない職場 

労働組合がない職場では、従業員代表者と定期的に協議する機会を設けている場合が多い。例

えば、月に１度従業員代表者と定例会議を開催したり、セクションごとに社長と昼食会を開いた
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りしているケースがある。そこでは、企業業績や経営計画、目標の達成率などの情報が開示され

る。定例会議を開催していない場合でも、必要に応じて従業員と対話し、密なコミュニケーショ

ンを心がけているケースが目立つ。 

ただし人事労務を現地の従業員にすべて任せると、そのローカルマネージャーのスキルにもよ

るが、労使関係が悪化することが散見される。日本人の社長が、ぶれずに対応していかなければ

労使紛争の種となりやすいとの声が聞かれた。 

 

③ 定着状況 

日系企業は、総じて離職率が低い。欧米系企業と比較すると、日系企業は、入社時の賃金水準

は相対的に低いものの、長期に勤続できる点が利点だと考えられている。特に熟練を要する職場

では、日本にある訓練センターに従業員を派遣するケースもあり、手厚い教育訓練を実施してい

る企業が少なくない。入社後の研修制度、社内の資格制度、熟練の測定基準などを、日本で実施

している制度をそのまま導入している企業もある。そのため、日系企業では、そうした教育を受

ける労働者に定着を求めてきた。 

企業側が定着を求め、教育を受けることで労働条件が上昇していく職場では、ブルーカラー労

働者の定着状況は悪くない。しかしホワイトカラー労働者の離職率は高い傾向にある。特に大卒

者は、複数の職を渡り歩きながら昇進していくことが一般的である。大卒労働力は、キャリア形

成を個人の責任とする見方が強い。ジョブホッピングを繰り返す労働者たちは、往々にして労働

組合に求めることが少ないため、組織率も低い。 

インドネシアでは、国の社会保障制度が未整備な部分が多く、企業が福利として社会保障の一

部の機能を担っている。例えば、ある日系企業では同国の年金制度ができる以前から、社内制度

として年金制度を導入してきた。 

 

２．タイ 

(1) 企業の概要 

① 従業員の属性、労働条件など 

タイで活動する日系企業Ａ社は、1991年に自由貿易区域に輸出企業として誘致されるかたちで

進出し設立された。主に中東、ヨーロッパに輸出するためのエアコンを製造している。2006年頃

までは、企業は順調な成長を遂げ、工場拡張とともに従業員数は年々増大し、約3,000人まで増

えた。しかしその後、職場の効率化に取り組み、現在は正規従業員として約1,200人弱、テンポ

ラリーの従業員として1,000人弱を雇用している。 

従業員は、大きくホワイトカラー層（技術者および事務職労働者）とブルーカラー層（工場労

働者）に分けられる。技術者は、同国の 難関といわれる大学を卒業した者を採用している。工

場のワーカーは、かつては中卒者が大半を占めていたが、近年は高卒者が８割を占めるようにな

っている。 

離職率は約３％であり、同業種の他社と比較すると極めて低い。かつては離職率が高かったが、

労働環境を整備し従業員との対話を増やし労使関係を安定させたことで、激減させることができ

た。同社の平均年齢は全体で38歳、ワーカーでは34歳前後となっている。 
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賃金体系は、年功的に上昇していくかたちを描いており、役職に就くまでは段階的に上昇して

いく。ワーカーの初任給は、タイの 低賃金よりも若干高い水準であり、ワーカー全体の平均賃

金（ベーシックサラリー）は15,000バーツ（約450米ドル）程度だという。 

福利厚生は、日本本社の労働者以上に手厚い内容だと会社側は説明する。その背景には、タイ

では年金制度や医療保険といった社会制度の整備が十分でなく、それらの保障を会社が担わざる

を得ないことがある。例えば、プロビデントファンドの導入、民間の事故保険への加入、医療費

の定額支給などである。他方、会社は民間の医療保険に加入したいものの、従業員が保険より現

金支給を求めるため、労働組合がそれを受け入れないことがある。高齢化が進む中、ワーカー層

で癌
がん

や慢性疾病に罹患する者が増え、多額の治療費が支払えないことが社会的な課題となってい

ると会社側は懸念する。 

タイでは、法律により従業員代表者と月に１度話し合い、職場環境の改善に取り組むことにな

っている。そのため同社では、法令に従い毎月従業員委員会を開催している。ただし従業員代表

者の大半は、労働組合の役員と同一人物であり、従業員委員会と労使協議が混同している状況に

ある。これとは別に、年に１度、労働協約改定の労使交渉を実施している。 

労働組合の役員によれば、従業員委員会は法制度に則ったものであり、労働組合との話し合い

とは全く内容が異なる。労働組合とは、定期的に話し合う機会は設けられておらず、もし必要が

ある場合には、組合は別途アポイントを入れて話し合いを行っているという。 

 

(2) 労働組合の活動 

① 労働組合の概要 

Ａ社の労働組合は、2004年５月６日に設立された。組合が結成された理由は、当時の会社の福

利厚生に不満があり、何人かの労働者が会社側に相談したものの、状況が変わらなかったためで

ある。当初は、15人の従業員で組合はスタートした。 

組合設立の支援をしたのがノルウェーのナショナルセンターであるＬＯのオルガナイザーた

ちである。彼らは、アドバイザーとして、組合設立の手続きを教示し支援した。その後も、組合

員への労働教育の必要性、総会を開催すること、選挙で役員を選ぶことなど、組合活動に関する

様々なアドバイスをした。 

ＬＯのメンバーとは、同じ工業団地にある日系企業の労組を経由して知り合った。この地域で

はＬＯが活発に活動しており、労働組合を作るのであればＬＯに相談することが珍しくなかった。

その後、同労組とＬＯとの関係は今日まで継続しており、組合総会の際にはいまでもＬＯのメン

バーを招待している。 

Ａ労組によると、組合員全員がワーカーである。正規従業員のうち、７割がワーカーであり、

ワーカーのほとんどが組合に加入している。現在、上部団体としては同じ地域にある家電製品の

労組で作っている地域組織としてＴＥＡＭに加盟している。 

 

② 労働組合の活動 

労働組合が、近年特に力を入れている活動が、賃金交渉である。タイでは、ここ数年、毎年の

ように 低賃金が上昇している。その中で、勤続年数が短く 低賃金に近い水準で働く労働者た
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ちは 低賃金にあわせて賃金が上昇していくが、勤続年数が長く 低賃金を上回る賃金を受け取

っている組合員の賃金が上昇するかどうかが問題となっている。以前、 低賃金が全国一律に300

バーツに上がった時は、会社は 低賃金の上昇率にあわせて従業員全体の賃金を引き上げた。経

営側の説明によれば、賃金の逆転現象を防ぐために、 低賃金の改訂があるたびに、賃金カーブ

を維持させるよう賃金補正を行っている。 

こうした賃金交渉のあり方についても、経営側から見ると未熟な部分が目立つ。例えば、労組

役員が、賃金上昇の根拠を財務諸表などにもとづいて算出したりすることは少ない。そもそも労

組は、会社が提示する企業情報に対して半信半疑であり、業績情報を商務省から取り寄せている

が、分析は十分でなく、その結果間違った理解のもと場当たり的な要求になっていることが多い

という。 

労働組合も、そうした認識はある程度共有しており、それゆえに企業外部で開催されるセミナ

ーやトレーニングにも積極的に参加するようにしている。それらの研修は、海外の労働関係ＮＧ

Ｏ組織（ソリダリティセンターやＬＯ）によって開催されることもある。会社も、こうした教育

研修への参加を支援している。就業時間中に開催される研修についても、選別のうえ参加を容認

するケースもある。組合独自で組合員向けに労働法や基本的な権利について教育活動も行ってい

る。これは閑散期で残業が少ない時期に実施している。 

Ａ社の工場には、非正規労働者も多数働いている。その多くは学生であり、研修のかたちで３

～５ヵ月の勤務か、もしくは週３日（学校に週２日通いながら）勤務で１年間働く者たちである。

こうした非正規労働者を組織化するのは法律上認められていないため、組織化はしていないと労

組は話す。 

経営側によれば、エアコンという季節商品を取り扱っているため、１年のうち半年は繁忙期、

半年は閑散期となる。繁忙期に労働力を補充する目的で、派遣社員を雇用している。Ａ労組は、

こうした非正規労働者がほぼ 低賃金の水準で働き、彼らの増加が正規社員の雇用を脅かすこと

に危惧を抱いている。ただし経営側は、こうした非正規労働者はあくまでも期間を限って雇用し

ており、正規従業員とは役割が明確に異なっていると話す。それゆえに非正規労働者の存在が、

正規従業員の雇用を脅かすことはないという。 

 

③ 労使紛争の発生と解決 

Ａ社では、2011年に大規模な労使紛争が起きた。労使紛争の経緯は、労使で主張が異なってい

る。経営側の主張では、当時、勤務時間中に仕事と関係ないことをする従業員がいたり、会社の

備品が盗まれたり、全体として規律が乱れた状態にあったため、就業規則に違反した者を解雇し、

規則の厳格な遵守運用を徹底していった。そうした変革に対する不満が、労組の求心力に使われ、

労組役員自身の規則違反も頻繁に起こるようになり、このことに対して会社が起こした労働裁判

への訴えが労使紛争につながった。 

他方、労働組合によれば、この年の団体交渉の要求書に対して経営側との合意がなされず、交

渉が繰り返されていた。労組としては、例年通り月収・ボーナス・福利厚生について要求したつ

もりであったが、会社からは赤字なので受けられないとの回答が繰り返された。そのため労組は、

会社前にテントを張り、妥結に向けて活動を展開した。 

第２章 労働組合組織と活動の事例 
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組合の抗議活動は、組合員以外の従業員に対する恐喝、道路の占拠、無届け構内集会、労組役

員の職場放棄などであった。会社は、損害を与える行為が目に余るとして、労組役員に対して出

勤停止命令を出し裁判に訴えた。 

その後、組合役員と従業員代表委員の13人が警察に逮捕され、１週間にわたり刑務所に拘留さ

れた。労組側は、当時、同様の労使紛争を抱えていたほかの企業の労組とともに、バンコクの労

働省に出向き、労働省と交渉した結果、組合役員らはようやく解放された。だがその年の労使交

渉は、 終的に経営側の主張通りに妥結された。加えて、組合役員だった９人のうち８人が、従

業員代表委員も４人のうち２人が、その後解雇された。 

当時、同社の労組は、上部団体に加盟していなかった。そこで、同地域にある家電製品の労働

組合の組織を頼り、そこを通じてＴＥＡＭに相談をした。同組織およびＴＥＡＭから資金的なサ

ポートを受けながら、会社との交渉を行った。その後、同労組は2014年にＴＥＡＭに加盟してい

る。 

なお、この労使紛争に対して同社本社の日本労組は一切関わらなかったという。そもそも本社

労組と、タイ工場の労組は交流がなかったため、労組は支援や協力を要請せず、本社労組も紛争

解決のために介入をしなかった。ただし、ＴＥＡＭを通じて金属労協（ＪＣＭ）に連絡が入り、

ＪＣＭから会社に問い合わせ、その後、Ａ社本社、Ａ労組、ＪＣＭで協議も行われている。 

この労使紛争は、解雇者も出した深刻なものだった。しかしこの争議が決着した後、労働組合

の役員が一新され、一切過去の話をしないことを労使で合意したという。その後は、組合員が何

か問題を抱えていたらすぐに話し合いを持つことを決め、問題を小さなうちに解決するようにな

った。こうした良好な労使関係構築に向けた互いの努力の結果、今日では安定的な労使関係にあ

る。 

 

３．ベトナム 

(1) 労働組合の組織化への関わり 

ベトナムでは、労働組合の組織化および設立のあり方は、産業別労組が企業別組合の設立を指導

する場合と、工業団地の労組が、組合設立の支援を行う場合がある。例えば、ハイフォン（ベトナ

ム北部の都市。ハノイ市やホーチミン市と並ぶ中央直轄市）にある日系工業団地では、縫製産業の

企業は産業別労組が労働組合を設立する際に支援を行った。繊維・縫製業では産別労組の関与が強

い傾向にある。 

対して、ほかの産業では各工業団地にある地域労組が支援をしている。例えば、外資系企業の工

業団地は、工業団地の労組が経営側と労働者双方に働きかけて、労働組合設立に対する同意を得て、

臨時の中央執行委員会を開催し、組合員の増員をはかるよう働きかける。その際、①経営側に働き

かけるという従来の方法と、②労働者から労働組合設立を働きかけるという新しい方法の２つがあ

る。日系企業はほとんど①の方法をとるが、例えば韓国企業サムスンでは両方のやり方で労働組合

が設立された。 

労働組合法では、従業員を５人以上雇用している事業所では、労働者が自主的に労働組合を設立

することが認められている。従業員数５人未満の事業所でも、従業員による組合設立を求める声が

あれば、地域労組がそこを訪ね、複数の事業所をあわせて組合を設立するケースがある。 
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ベトナム共産党の現行の方針では、従業員数25人以上の企業は労働組合の設立を奨励するとして

いるが、その数を今後「20人以上」に修正する予定だという。目標は、すべての企業、事業所に労

働組合を設立することである。 

インフォーマルセクターについては、産業別、地域別に事業団体を作っている場合が多い。例え

ば、産業別ではバイクタクシー、シクロ（人力車）、漁業従事者などで事業団体が存在し、地域ご

とにも15の省に事業団体がある。事業団体の主な活動は互助であり、ＶＧＣＬの地方労組とも連携

をしているが、団体に加盟している労働者は流動的であり、組織化を困難なものにしている。 

各事業団体の主な活動と課題は、情報共有や啓発活動である。例えば、漁業では海難事故の防止

や、労働者に知識がないために国境を越えて漁業行為を行い拘束されることがあるため、そうした

情報を流し、法令を伝えることに力点が置かれている。 

 

(2) グローバル企業の労使関係 

ベトナムも、市場経済への移行に伴い外資企業の誘致が進んでいる。それにあわせて企業内の労

使交渉が促進されてきた。今日、ＶＧＣＬは、労働法に制定されている労働協約モデルの通りに締

結するのでなく、各企業にあった内容で交渉するよう働きかけている。 

グローバル企業に関するＶＧＣＬの役割としては、企業の本社がある国の労働組合との情報交換

などを行うことだと考えられている。例えば、サムスンは韓国本社に組合が結成されていないが、

ベトナムに進出した当初、ＶＧＣＬは韓国労働組合総連盟（ＦＫＴＵ）に対して、「労働組合を設

立しないとベトナム進出企業としての悪い例になる」と支援を要請する手紙を出し、組合設立を呼

びかけた。その後、韓国労使発展財団（ＫＬＦ）、ＦＫＴＵ、国際産別組織などと情報交換を行い、

労働条件の向上や、組織化活動を行ってきた。 

グローバル企業に部品を提供している複数の企業（サプライチェーン）労組が、足並みをそろえ

て労働協約を締結することもある。縫製産業では、ヨーロッパをモデルにして、ベトナムで初めて

産業レベルの労働協約が締結された。この協約は、産業レベルで締結したものではあるが、産業内

のすべての企業に適用されるわけではない。対象外となる企業や地方なども出たものの、そこでも

同協約を参考にして、個別に協約の締結が行われた例もあった。縫製産業は、外資系企業を含め国

内ほぼすべての企業（約10万人以上）を組織化している。縫製産業で働く総労働者数は、200万人

を超えるため、それらに影響が及ぶ協約締結は大きな成果だと考えられている。 

 

４．日系企業の労使関係の実態 

日系企業は、ほとんどの職場に労働組合が存在する。ほかの外資系企業と比べると、日系企業の

賃金や福利厚生の水準は高く、休日出勤手当や残業手当などについては、労働法が規定する通りに

支払いを行っている企業が多い。外資系企業や民族系企業の中には、労働法を遵守するという意識

が低い企業もあるため、日系企業のそうした姿勢は、高く評価されている。それゆえに、労働争議

が生じる頻度も、外資系企業の中では相対的に低いとされる。 
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(1) 医療機器・医薬品メーカー 

① 企業の概要 

Ｂ社は、2000年代半ばベトナムの工業団地に工場を建設し、現地法人（ＢＶ社）を設立、日本

およびアジア各国向けに輸出する製品の製造を開始した。生産開始時の従業員数は約120人であ

る。なお、Ｂ社は、すでにアジア数ヵ国にも工場を保有している。 

ＢＶ社の離職率は、月１％程度である。日系企業の平均離職率は、月３％程度といわれている

ため、同社は低い方である。ＢＶ社は「命に関わる」精密医療機器を扱うため、「倫理的観念の

高い人間を採用したい」と考え、定着率を向上させるように取り組んできた。ベトナムでは、概

ね５年ほど同一企業で働き続けたら、転職するのが一般的な感覚であり、20～30年の勤続を求め

るのは難しい。したがって、いかにして辞めてほしくない労働者に残り続けてもらえるかが肝要

であり、本人のモチベーションを高める施策や労働者に個別の希望を聞き取りながら、労働条件

を整備させてきた。 

製造活動に従事する労働者は基本的に高卒者であり、オペレーターとして入社し、ラインリー

ダー、シフトリーダー、シニアリーダー、スーパーバイザー（職長）と昇進するルートがある。

また、大卒労働者はスタッフとして採用している。 

労働組合の委員長は、生産管理系のマネージャーが担っている。組合役員は、高卒労働者のう

ち職位が上昇した、現場を熟知する人が担うのが望ましいと考えられている。 

 

② 労使関係について 

ＢＶ社の労組は、ハノイ産業地区労働組合に加盟している。ＢＶ組合は、地域労組と経営側が

協議して設置された。会社は、規模が大きくなると従業員と使用者との距離が開いてくるため、

組合を作り組合員の声に耳を傾けた方がいいと考えたという。同社の労使関係は、現在までのと

ころ安定している。 

会社側の主張では、同労組には「交渉」という概念が希薄である。これまでは、会社から「こ

うします。どうですか」と提案し、組合が了承するかたちや、組合からの提案に対し会社が実施

の是非を判断するかたちで話が進んできた。労働組合の主な活動は、忘年会の開催、食堂の改善

やテト（ベトナム旧正月）前のプレゼント、そして労働環境の改善提案などである。労働協約は

存在しているものの、その中でも、協議や交渉にはふれられていないという。 

労使協議とは別に、毎月安全衛生委員会を開催しており、職場の安全と課題について従業員と

会社が話し合っている。これには、労組は一切関与していない。会社は、作業上の安全が 優先

だと考えており、安全確保が何事にも優先されると考えている。ＱＣサークルなども少しずつ実

施しているものの、日本の工場で実施されている水準とは大きな隔たりがある。安全基準の遵守

については表彰したり、５Ｓ活動を実施したりしている。いずれも会社の業務として実施してお

り、勤務時間内に行われ、もし時間外となる場合には、残業手当を支払っている。 

同社の労働組合と日本本社の労働組合との接点や交流は、これまでまったくない。日本本社の

労組が、同社の工場を訪問し、日本人駐在員に対してヒアリング調査を２年ほど前に実施した。

しかしその際も本社の労組は、ベトナム労組と交流していない。 

上部団体である地区の労働組合の役員は時折訪ねてきており、また同社の労組の委員長が地区
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労組に赴くこともある。両者は、良好な関係を築いている。同社の安全衛生に関する取り組みは、

モデルケースとして地区労組から表彰を受け、ベトナムの人民委員会から招待されて安全衛生に

関するプレゼンをしたこともある。地区労組は、労働者に対するマネージメントの研修などを実

施してくれて役に立っているほか、行政機関として、労働関係や労働組合の作り方などを教えて

くれるという。 

他方で、同社の労組は、ＶＧＣＬの活動内容として、貧しい労働者が里帰りするバスを出して

くれていることは知っているものの、そのほかについてどのような役割を果たしているのか詳し

く理解していない。 

 

(2) 機器製造業Ｃ社 

① 企業の概要 

Ｃ社は、日本国内以外にも多数の工場を有する。ベトナムでの現地労働者の採用は、韓国企業

と競合して厳しい環境にあるという。韓国の大手電機メーカーは、巨大工場を建設して、15万人

ほどの労働者を雇用している。そのサプライヤーを含めると、韓国系企業に雇われる労働者数は

かなりの数にのぼる。 

Ｃ社によれば、ベトナムは、個人所得の水準が上がり、第三次産業が発展してきたため、ブル

ーカラーワーカーとして就労するよりも、サービス産業に就職することを望む人が増えている。

Ｃ社は、よりスムーズに人材を確保するため、地方採用を強化する一方、魅力ある会社、地域に

愛される会社をめざし、植林や学校建設など社会貢献活動を採用エリアで行っている。 

製造過程では、主要なパーツや内装などを以前はサプライヤーに外注していたが、コスト面、

企業秘密の面を理由に、現在は自前で生産している。 

 

② 人事管理 

従業員は、一般者の職位が６ランクに分かれている。高卒者、専門学校および短大卒、大卒者

ごとに初任職位をそれぞれ定めてスタートとする。管理職の現地化を進め、６割が現地管理職で

ある。 

各職位において、スキルを評価して給与にはインセンティブを付けている。スキルに応じて賃

金を上げると、年齢が高いスタッフから、経験年数を賃金に反映させてほしいと苦情が出る。ベ

トナムの 低賃金は毎年上がっているため、それにあわせて昇給などの要求も出てくる。 

離職率は2015年頃から年々上昇している。離職率が上昇してきた背景には、ほかの就職先が増

えてきたことがある。離職率が高まると、スキルの高い人が減少し、作業の効率性やミスの発生

頻度が変わってくるためである。定着してもらえるよう、例えばスキル手当や皆勤手当を支給し

たり、職員食堂の食事内容を見直したり、通勤バスの運行経路の増加、寮の整備など、福利厚生

を整えてきた。 

従業員の約２割は、地方からの出稼ぎ労働者である。工場は昼夜二交代であるため、深夜労働

が伴う。それゆえに深夜労働が可能である18歳以上を採用している。同社には、同郷の人を紹介

する制度が導入されており、紹介者には報奨金が支給される。こうした施策を取り入れ、地方か

らも多くの人を採用してきた。 
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③ 労使関係について 

会社は、毎月、労使協議を実施している。そこで話し合われる議題は、職場における日々の細

やかな話が中心であり、賃金や労働時間といった労働条件に関する協議は行われていない。四半

期ごとに労使対話、年に１度労働大会が開催される。労働大会では、事前に事務折衝を行うこと

にしている。労組からは、 低賃金改定に伴う給与改定の要求が出ることもある。 

日本の労使関係のあり方から見たときに、同社の労組は、自身の役割を十分に認識していない

と思われることもある。その場合、会社の人事の担当者が、組合に指導助言することもある。 

組合執行部には８人の役員がおり、そのすべてがスタッフ職の従業員である。現在の委員長は

男性で、課長代理クラスの人が担っている。各職場に労働組合の職場リーダーがいる。なお、Ｃ

社労組と、日本本社にある労組との交流は行われていない。 

 

(3) 大手機器メーカーＤ社 

① 会社の概要 

Ｄ社は、アジアに多数の生産と販売拠点を抱え、ほかにもアメリカ、ヨーロッパにいくつかの

販売拠点を有する大手機器メーカーである。ベトナム工場は、2000年代前半に設立され、その後

工場の増設を繰り返し、規模を拡大させてきた。 

工場は４直３交代で稼働している。調査を行った工場では、生産工程が30のタスクに分けられ、

その中のほとんどが手作業だった。天然の原材料から独自の設備、治具（型）、技術を駆使して

製品を作り上げる作業である。手作業ゆえに、品質のばらつきが出やすく、労働者には比較的高

度なスキルが求められる。一部は機械化されているものの、Ｄ社のメイン商品の製造は、自動化

していない。それは機械に頼らずに、技術を継承することを会社が重視しているためである。 

Ｄ社も、現地の人々から愛される会社となるため、地元に小学校を建設するなど様々な努力を

積み重ねてきた。ただ、企業が全額拠出して地元に小学校を建設しても、従業員がそこに強い思

い入れを抱くことは難しい。そこでＤ社では、従業員から寄付を募り、その費用も加えて小学校

を建設してきた。これまでに従業員3,800人が寄付を行い、２校がすでに建設され、現在３校目

を計画中である。ほかにも、“We Love Vietnamese Day”という日を設け、従業員に支給される

牛乳パックをお米に交換し、１トンのお米を養育施設に届けるプロジェクトも実施している。 

Ｄ社の離職率は、年10％程度である。ひと月に20～30人が退職している。他方、勤続10年を超

えて、表彰を受ける従業員も累計200人ほど存在する。2012年５月に、隣接する地域で新工場の

操業を開始し、それにあわせて従業員を多く採用した。その工場の操業当時からいる従業員も多

い。従業員の男女比率は男８対女２である。 

 

② 労使関係について 

Ｄ社の労働組合は、2000年代前半に設立された。現在の組合委員長は労働組合設立の翌年に入

社した者である。労働組合の執行体制は委員長、副委員長、リーダー７人、50人の職場グループ

リーダーがいる。   

以前は、従業員から苦情や要求が多く寄せられていた。労働組合が、ストライキを起こしたこ

ともある。その後、社長が交代し、より従業員に寄り添い、従業員の声に耳を傾け、労務管理を
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改善させてきた。社長室にあった机を職場に移し、経営サイドが皆を誘いまちのゴミ拾いを始め

た。その後少しずつ、従業員の間に連帯意識が芽生えてきたと考えている。 

毎月（労使で）組合ミーティングを行っている。組合からは、当月の組合活動が報告され、会

社は、前月の組合から出された意見に回答する。組合と話し合ったことは、議事録にすべて記録

し、残している。 

労使のミーティングで話し合われる内容は、労働条件よりも、会社のイベント、福利厚生に関

することが多い。例えば、前々月は、ベトナム旧正月に障害者学校にお餅を届けることや、国際

女性デー（３月８日）にクッキングコンテストを開催することについて話し合った。前月は、同

社の設立記念日に、従業員にお土産を渡すことが議題となった。 

このミーティングで決まったことは、組合員に知らせるために文書にまとめ、各職場に貼り出

している。加えて、毎月の優秀ワーカーを決定し表彰している。 

従業員のために、労働組合が社長と密に協議し連携を取ることは良いことだと労使ともに考え

ている。組合役員は５人おり、月１回程度役員ミーティングを開催している。 

Ｄ社の労組は、工業団地内のほかの労組と情報交換を行っている。主たる内容は、労働法の改

正などについてである。同社の労使関係は良好であるため、同社労組の委員長は、行政から労働

組合活動において表彰を受けたことがある。 

 

５．マレーシア：日系企業の労使関係の実態 

(1) イオン・ビッグ・マレーシアのケース 

日本の小売大手企業であるイオン株式会社（以下、「イオン」と略す）は、1984年にマレーシア

で事業を開始し、同国内において子会社（イオン・マレーシア）を設立した。そして同社は、2012

年、フランス系のスーパーマーケットであるカルフール社がマレーシアで運営していたマーケット

事業を買収した。イオンの発表によれば、カルフール・マレーシアは、1994年にマレーシアに参入

し、都市部を中心に26店舗を運営しており、マレーシアの流通業界において、当時売上高４位の流

通企業だった。なおイオン・マレーシアは、当時、同国内でＧＭＳ（総合スーパー）25店舗、スー

パーマーケット４店舗を運営する業界３位だった。この買収により、同社はマレーシアで業界２位

となった。 

イオン・マレーシアは、カルフール・マレーシアを買収後、社名を「イオン・ビッグ・マレーシ

ア」に変更し、同年12月にはイオン・ビッグ・マレーシア１号店をオープンさせ、その後店舗数を

順調に増やし、2018年現在、21店舗まで拡大している。 

カルフール・マレーシアの従業員は、カルフール時代に労働組合を結成していたものの、組合認

証には至らず労働協約を締結したこともなかった。同国では50％の組織率を超えると「労働協約締

結」を申請することができ、労働協約にもとづいた集団的労使関係が持てるようになる。 

イオンが買収した後、従業員数は１万人を超えていた。イオンの買収を契機に、国際産別組織の

マレーシア地域組織であるＵＮＩ－ＭＬＣは、組合加入者を拡大し組合認証に向けた取り組みを加

速させた。 

当時、イオン・ビッグ・マレーシアでは、店舗段階における労使間のトラブルを抱えていた。日

本人の駐在員は、同国の労働組合に対してのイメージはあまり良くなく、組合結成ならびに組合認
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証に消極的だった。それは、イオンがマレーシア進出時に、当時の労働組合が問題を起こした記憶

が継承されてきたことが、少なからず影響している。 

だが、本社（日本）のイオングループ労働組合連合会（以下、「イオン労連」と略す）はすでに、

未承認段階のイオン・ビッグ・マレーシア労組（以下、「イオンビッグ労組」と略す）と、労働組

合が存在したうえで健全な労使関係が構築されることが重要であるとの認識を共有するため、交流

を持ち始めていた。イオン労連は、イオンビッグ労組の承認申請と労働協約の締結に向けた活動を

支援してきた。 

イオンは、2011年からの３ヵ年経営計画で「アジアシフト」の戦略を打ち出し、2012年にはマレ

ーシアに「アセアン本社」を配置し、アジア・アセアン地域における事業展開を本格化させた。カ

ルフール・マレーシアの買収はその一環だった。 

イオン労連は、アジア・アセアンの現地法人で働く仲間との連帯の必要性、その地域の経営の成

否は、本国の雇用および労働条件の問題に波及することなどを踏まえ、イオン戦略に呼応し、この

時期から国際活動の組織体制をつくり、加盟する産別組織のＵＡゼンセン、国際産別組織のＵＮＩ 

Ａｐｒｏ、ＵＮＩ－ＭＬＣとの関係を深めてきた。 

ＵＮＩ－ＭＬＣが主導したイオンビッグ労組の組合認証は、経営側の消極的姿勢により一時暗礁

に乗り上げたが、イオン労連とイオン本社との連携、イオン労連とＵＡゼンセン、ＵＮＩ Ａｐｒ

ｏ、ＵＮＩ－ＭＬＣとの連携により、決着することとなった。 

この背景には、イオンがジャスコ株式会社としての創業当時から労使関係を重要視し、労組と信

頼関係を積み上げてきた経験を持っているため、「アジアシフト」の戦略遂行にも現地で健全な労

使関係を築くことが重要だと認識し、会社がイオン労連に働きかけ、イオン労連もそれに呼応して

取り組んできたことがある。2015年にはＧＦＡ（国際枠組み協定）が締結され、イオンと産別およ

び国際産別との連携がさらに深まり、そのこともこの問題の決着に影響を及ぼした。 

だが労組の認証後、イオン・ビッグ・マレーシアの職場ではいくつかの問題が発生し、同社の労

使関係は必ずしも良好な状態でなかった。例えば、ある店舗の店長によるパワハラ問題が発覚した。

従業員からの告発を受けて、パワハラの事実関係について調査が行われ、当該店舗の店長はその後

解雇されている。 

また、幹部社員が他社に引き抜かれ、その人員を補充するものの、補充人員と既存の従業員との

間に賃金のアンバランスが発生し、そのことが従業員の不満となっていた。2016年12月、イオン・

ビッグ・マレーシアは国際産別組織ＵＮＩのマレーシア協議会の議長を交えて、話し合いの場を持

った。会社は、従業員の間で給与のバランスがうまくとれていないことや、そのことを従業員らが

不服に思っていることを、この話し合いの場で初めて聞いたという。 

その後（2016年12月以降）、イオン・ビッグ・マレーシアではＣＤＰ（キャリア・ディベロップ

メント・プラン）を労使で検討しはじめている。全社に共通した給与体系や資格制度、昇格のため

の試験制度などを労使で議論し、納得のいくかたちに作り上げていく作業が進められた。加えて、

一部で「サービス残業」が横行していたため、それについても話し合い、上司が許可した残業には

超過勤務手当を必ず支給することを約束した。 

このような労使間の諍
いさか

いが絶えなかった理由には、一つには本社と現地子会社、現地労組、現

地従業員との間で「言葉」が通じないことから、イオンの理念や考え方さえもきちんと理解しても
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らえていなかったためだと、会社側は振り返る。特に買収してからの４年ほどの間は、経営陣が間

違った方向に進んでいたと反省する面もあるという。 

会社は、そうした反省を踏まえて、その後同国だけでなく、全世界の従業員に向けてイオンの理

念を各地の言語で統一的に理解してもらう努力を重ねた。そしてどの国のどの従業員に対しても、

フェアな取り扱いを行うことを約束した。イオン・ビッグ・マレーシアでは、労使が定期的に話し

合いの場が設けられた。こうした変革により、その後１年ぐらいかけて、同社の労使関係はようや

く安定し事業状況も改善していく。 

そして同社は、2017年12月４日に労組と労働協約を締結した。同社社長は、「労働組合があるこ

とはアドバンテージである」と述べる。マレーシアにおいて、ほかの小売企業の多くは、労働組合

が存在しない。同社は、労働組合があることの利を考え、会社にとってもそれがアドバンテージと

なるようにしていくつもりだと話す。 

 

(2) イオン労連の活動実態 

イオン労連は、積極的な国際活動を展開させている組織として知られる。イオン労連には、2017

年現在、日本国内に43の単組が加盟する。組合員数は、28万人を超えており、日本において 大規

模のグループ労連である。イオンは、1984年にマレーシアに現地法人を設立した後、タイ、香港、

中国、ＡＳＥＡＮ地域を中心に事業を拡大させてきた。従業員数は、世界規模で55万人を超える。

こうしたアジアシフトの事業展開に対応して、イオン労連も活動の範囲を広げ、理念を共有する仲

間を増やすことを決意し、取り組んできた。 

 

① 組織化、ワークショップの開催 

イオンは、2014年６月にカンボジアでイオンモール１号店を開店させた。それに先立ち、イオ

ン労連は、2013年５月から2014年１月まで延べ９回にわたり、カンボジアでワークショップを開

催した。同労連の狙いは、従業員全員が経営に参加できるための基盤づくりにあった。 

ワークショップでは、「安全衛生ミーティング」を実施した。これは労働者に、現場の職場環

境や労働条件について気づいたこと、または改善してほしいことを提案してもらい、経営側と話

し合い、経営側からのコメントや回答をもらい、実際に一つ一つ改善していくことである。こう

した労使関係が、後に経営参加の体制を作り、労働組合が結成された後には、労使コミュニケー

ションの活性化に貢献すると考えたためである。 

さらに、労働組合法や労働法の専門知識の教育研修を行った。このワークショップには、日本

の組合役員や組合員にも同席してもらい、現地の労働者との交流をはかった。 

2014年６月に開店する新店を順調にスタートさせるために、開店前に採用されたカンボジアの

スタッフ約50人を対象にワークショップも実施した。 終的に「安全衛生委員会」と呼ばれる職

場環境改善や労働条件改善の話し合いを各職場の労使が自律的に進め、職場の問題解決に向けて

取り組む環境を作ることができたと考えている。 

カンボジアには、いわゆる従業員代表制度が存在する。それをより実効性を持たせるために、

各職場の代表である従業員代表をどうやって選ぶのか、また選ばれた人たちがどのように問題を

発見し、それを改善提案にまとめて経営側に提起するのか、そして労使の安全衛生委員会はどの

第２章 労働組合組織と活動の事例 

 

 

 

78



 

ように進めるのかといったことについて、議論し自律的に推進できるよう支援した。 

イオン労連は、そのほかにも複数の国で同様の国際活動を展開させている。例えば、ベトナム

である。イオン・ベトナムでは労組が結成され、ＶＧＣＬの傘下に入っている。イオン労連は、

イオン・ベトナム労組と連携し、より幅広い組合活動を展開できるよう支援している。また、イ

ンドネシアではスーパーの産業別組合（ＡＳＰＥＣ：商業労働組合産別組織）が存在するが、イ

オン労連は、ＡＳＰＥＣと連携を取りながら、インドネシアでの活動の支援も進めている。 

 

② イオングループユニオン・グローバルネットワーク会議 

2014年11月、イオン労連は、上部団体のＵＡゼンセン、ＵＮＩ、イオン株式会社とグローバル

枠組み協定（ＧＦＡ）を締結した。日本の企業において、ＧＦＡが締結されたのは、髙島屋、ミ

ズノに続く３社目だった。同協定では、ＩＬＯの中核的労働基準の遵守が記され、それに実効性

を持たせるために、労使は共同で取り組むことがうたわれている。 

その取り組みの一環として、イオン労連は、2016年から海外の労組とのネットワーク会議を開

催してきた。2017年12月に開催されたネットワーク会議には、イオン労連、イオン・カンボジア

労組、イオン・インドネシア組合準備委員会、２つの中国労組（イオン華東工会、イオンモール

中国投資工会）、イオン・ベトナム労組、３つのマレーシア労組（イオン・ビッグ・マレーシア

管理職組合、イオン・ビッグ一般従業員組合、イオン・マレーシア組合）のほか、ＵＮＩのアジ

ア太平洋地域の書記長、ＵＮＩマレーシア協議会の議長、ＵＡゼンセン副会長などが参加した（い

ずれも当時の肩書）。会社側からも、本社の副社長が参加している。 

会議冒頭で各関係者の挨拶の後、各国の報告が行われる。現在、困っていることや改善に向け

て取り組んでいることなどを報告し合い、海外労組同士がそれぞれに質疑応答を行う。例えば、

これらの国々では労働組合に関心のない従業員も多く、労働法の知識を有さない労働者が多いた

め、組織化が難航しがちである。ゆえに「組合費を支払って、組合に入ってどんな利益があるの

か、と聞かれるのだが、どう説明しているか」とインドネシア労組が問いかけ、それに対してカ

ンボジア労組が「労働協約を締結することで、労働条件が向上する利益を説明している」といっ

た回答をしている。そうしたやり取りの中では、財政的な問題も議論される。組合費で、組合事

務所を維持できるかどうか、各種組合行事の参加費をどうしたらいいかなどである。具体的な課

題が、国を越えて論議され、解決に向けた方策が練られる。 

次いで、イオン労連とＵＡゼンセンから「建設的な労使関係」について説明があり、組織を強

化するための助言がなされる。これらの労組は、すでに日本的な労使関係のあり方に対して理解

が深く、「建設的な労使関係」を肯定的にとらえ、それを各地に根付かせるためにどうしたらい

いのかが話し合われる。 

後に、イオン株式会社の副社長が各労組に対して「自由に質問してください」と投げかけ、

本社と現地労組との間で質疑応答が交わされる。各労組は、自国の市場規模を本社がどのように

判断しているのか、今後の出店計画、競合企業の出店が加速していることにどう対応するのかな

どを質問し、その一つ一つに、現地の状況に沿った説明がなされた。 
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補論 労使紛争への対応と日本（親会社）の労働組合の役割 

    ～金属労協／ＪＣＭの事例から～ 

 

はじめに 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

などに関する企業行動の基準を定めた。 

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

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

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

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

年）、「中核的労働基準」を規定した（後に詳述）。 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

に取り組みを推進する必要がある。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

１．中核的労働基準の重要性 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

おり、「次の権利」として中核的労働基準が列記されている。 

 

(1) バリューチェーン全体での中核的労働基準の遵守 

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

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

いうことである。 

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

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

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

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

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

む人事労務こそ事業の根幹として位置づけられるべきである。 

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

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

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

 

(2) 中核的労働基準遵守を労使で宣言するＧＦＡ 

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

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

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

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

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

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

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

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

と明記されている。 

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

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

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

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

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

Ｆ（ＵＮＩ）と協力し行っているとのことである。 

 

(3) 中核的労働基準と国内法の関係 

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

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

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

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

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

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

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

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

基準を尊重すべきとするスタンスに変わりはない。 

 

 

●国連グローバル・コンパクト１ 

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

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

  しないよう努めなくてはなりません。」 

●ＯＥＣＤ多国籍企業行動指針 人権に関する注釈２ 

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

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

  るとの期待を軽減しない。」 

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

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

  いる人権を尊重するための措置をとり、このような状況を悪用しない。」 

 

２．労使が対立するポイント 

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

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

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

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

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

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

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

た、団体交渉が膠着
こうちゃく

状態となった場合も、それぞれの国民の文化・気質があるにせよ、相互にコミ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

合いをベースとした解決という手法はとらないのである。 

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

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

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

関係を構築する上で重要なのである。 

 

３．労使紛争の対応 

ＪＣＭにおいては、労使紛争時の対応を次の通り整理している。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

決できない場合、「現地上部団体と連携した国内での解決」を促している。 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ことを認識しておく必要がある。 

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

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

ングを行う。 

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

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

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

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

ックするかが求められることとなる。 

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

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

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

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

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

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

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

使紛争を長期化させない、拡大させないポイントである。 

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

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

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

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

ＣＤへの提訴などがある。 

 

４．過去の労使紛争からの学び 

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

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

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

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

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

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

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

が、現地の職場での変化に気づく重要なポイントとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

の際に海外事業体の組合とも交流をすることは可能である。 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 労使紛争発生時の迅速な対応、日本（親会社）の労使の関与がキー 

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

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

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

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

動が発生したのか、事実関係を迅速に把握することである。 

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

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

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

化しているので、迅速な解決は困難である。 

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

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

後は、やはり同じブランドに属する関係者による解決となるのである。 

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

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

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

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

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

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

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

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

る。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/csr/pdfs/takoku_ho.pdf 
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労働諸条件の決定メカニズム 

～賃金を中心として～ 
 
  



 

 － 第 ３ 章 －  

アジア諸国における労働諸条件の決定メカニズム 

～賃金を中心として～ 
 

 

１．経済の成長と賃金の上昇 

1990年代後半のアジア通貨危機から抜け出て以来、東南アジア各国は堅調な経済成長を続けてき

た。2000年代後半の世界経済危機の影響で一時的にマイナス成長に陥った国もあるが、その場合も

概ねＶ字回復を見せ、現在に至るまで良好な経済パフォーマンスを見せている。では、その中にあ

って、働く人の労働諸条件はどのように変わってきているのか。賃金を中心に見よう。 

 

(1) マレーシアの賃金の上昇 

2000年代以降におけるマレーシアの実質ＧＤＰ上昇率と実質賃金上昇率の推移を示すと、図表１

のとおりになる。ＧＤＰ上昇率よりは賃金上昇率のほうが低いのが一般的であるが、ここでもその

傾向は貫かれている。ただし、世界経済危機の際（2008—09年）の賃金の下げ幅が大きく、以後そ

れが十分挽回されていない可能性がある。 

 

図表１ マレーシアの実質ＧＤＰ上昇率と実質賃金上昇率の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) タイの賃金の上昇 

2000年代以降におけるタイの実質ＧＤＰ上昇率と実質賃金上昇率の推移を示すと、図表２のとお

りになる。タイの場合は、世界経済危機に引き続き、2011年洪水の影響が大きかった。以後、成長

率は2000年代よりは低下した線で推移している。興味深いのは、それに比べると、賃金のほうは2000

年代以降傾向的に高まっていることである。 

 

 

 

 
95



 

図表２ タイの実質ＧＤＰ上昇率と実質賃金上昇率の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) インドネシアの賃金の上昇 

図表３は、2000年代以降におけるインドネシアの実質ＧＤＰ上昇率と実質賃金上昇率の推移を示

したものである。インドネシアの場合は、世界経済危機の影響はそれほど受けず、コンスタントな

成長を続けている。留意すべきは、賃金の騰落が激しく、特に近年になって賃金が非常に下がって

いることである。図には出ていないが、2017年には名目賃金が23.4％も跳ね上がり、その低下傾向

には一定の歯止めがかけられた。にもかかわらず、賃金をめぐる変動性の著しいことは問題である。 

 

図表３ インドネシアの実質ＧＤＰ上昇率と実質賃金上昇率の推移 
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(4) ベトナムの賃金の上昇 

図表４は、2000年代以降におけるベトナムの実質ＧＤＰ上昇率と実質賃金上昇率の推移を示した

ものである。ベトナムの場合も、比較的コンスタントな経済成長を成し遂げている。これに伴い、

賃金も、2010年のマイナス3.7％を除けば、それなりの上昇率を示している。ただし、この傾向が

今後も継続するかは予断を許さない。 

 

図表４ ベトナムの実質ＧＤＰ上昇率と実質賃金上昇率の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 労働時間 

では、働く人の労働時間は、どのように変わってきているのか。ＩＬＯのデータに依拠し、４ヵ

国の近年の実労働時間をまとめると、図表５のようになる。2016年現在で比べれば、マレーシアが

46時間、タイが43時間、インドネシアが40時間、ベトナムが41時間となる。相対的には、マレーシ

アとタイが若干長く、インドネシアとベトナムが若干短い。同じ時期、中国は46時間、韓国は43時

間なので、これら４ヵ国の労働時間がほかの国に比べて著しく長いとはいえない。所得水準を基準

にするなら、むしろ若干短いともいえる。ただし、気候や文化などの要因が影響しているゆえ、こ

のような判断も容易ではない。 

 

図表５ 実労働時間の推移（１週当たりの平均値：時間） 
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その絶対値より問題となるのは、各国における経年変化である。この７年間、ベトナムの実労働

時間は45時間から40時間へ５時間も短縮している。東南アジア諸国の場合、インフォーマルセクタ

ーの比重が高いため、これらの数値が実際に働く人たちの実態をどこまで代表するかは、一概には

いえない。しかし、それにしても、この時短の数値は素晴らしいと評価しなければならない。この

ベトナムのケースを除くと、ほかの国では時間短縮はあまり進んでいない。したがって、経済成長

によるモノの増大にもかかわらず、働く人の日常的なくらしの豊かさはまだだと、暫定的には結論

づけられる。 

 

(6) 小括 

2000年代に入って以降、上記データの得られた期間中の実質ＧＤＰ上昇率と実質賃金上昇率の年

平均を求めてみると、それぞれ次のようになる。マレーシアが5.11％と2.70％、タイが4.03％と

2.69％、インドネシアが5.28％と3.35％、そしてベトナムが6.41％と4.91％である。実質賃金上昇

率が実質ＧＤＰ上昇率を下回っているのは共通するとしても、両者間のギャップは、国ごとに異な

る。現に、そのギャップは、マレーシアが2.44％、タイが1.34％、インドネシアが1.93％、そして

ベトナムが1.51％である。相対的に見て、タイとベトナムが小さい半面、マレーシアとインドネシ

アは大きい。 

実質ＧＤＰ上昇率と実質賃金上昇率のギャップが大きいことは、成長の果実が働く人に十分渡さ

れていない可能性を示す。それはすなわち、貧富の格差が広がる可能性を示唆するものである。格

差に関して、４つの国を比較できるデータがなかなかそろわないので、World Bankの2009年のデー

タにより、ジニ・インデックス（Gini Index）を見ることにする。それによると、マレーシアが46.26、

タイが39.60、インドネシア（ただし、都市部）が37.20、そしてベトナム（ただし、2010年）が39.25

である。ジニ・インデックスは、その数値が大きいほど格差が大きいことを意味し、マレーシアの

貧富格差が突出していることが分かる。なお、2004年からのジニ・インデックスの変化を見ると、

タイが2004年42.54から2013年37.85に縮小し、ベトナムも2004年36.79から2014年34.76に縮まって

いるのに対して、インドネシア（ただし、都市部）の場合は、2004年34.31から2016年41.03にむし

ろ広がっている。特にマレーシアとインドネシアにおいて、格差是正に向けた努力が切実に求めら

れている。 

総じて、賃金上昇の程度は社会の格差問題と深く関わっており、適度の賃金引き上げは、働く人

たちの所得を増加させ、社会の持続可能な成長のためにも重要な役割を果たすといわなければなら

ない。 

 

２．階層別賃金格差 

今までは、賃金の平均的な動きを見てきた。ただし、働く人の生活は、この平均ではなく、各自

の受け取る個別賃金の多寡に依存する。ところで、これらの個別賃金には差が存在する。それは大

きい場合もあれば、小さい場合もある。では、４つの国の賃金格差はどのようになっているのか。

企業規模間格差も相当程度あるだろうと予想されるが、データの入手が難しく、比較は容易でない。

通常、東南アジア諸国においては学歴間格差が大きいと指摘されることに鑑み、ここでは賃金の学

歴別／階層別格差を中心に、賃金格差の基本的な特徴を見る。 
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(1) 現地企業における格差 

学歴間格差が大きいことはよく知られているが、賃金の学歴別／階層別格差を体系的に示してく

れるデータは多くない。その例の一つとして、マレーシアのケースを見よう。図表６は、時期的に

は多少古いが、マレーシアにおける2012年ごろの産業別・職種別平均月収を表したものである。 

このうち製造業を取り上げると、幹部5,594、専門家3,667、技術者2,276、事務職労働者1,476、

サービス・販売労働者1,242、技能労働者1,105、設備・機械オペレーター993、一般労働者848、全

体平均1,471（以上、単位はいずれもリンギット）となる。設備・機械オペレーターが、ブルーカ

ラーのうちもっとも多数を占めているとすれば、事務所・工場の幹部は、彼らより5.6倍程度の給

与を受け取っていることとなる。一方、ホワイトカラーのうち比較的多数を占めるだろう技術者は、

ブルーカラーの代表格のオペレーターより2.3倍程度の月収をもらっている。要するに、普通のブ

ルーカラーより普通のホワイトカラーが2.3倍も高く賃金を支払われているということであり、相

当の格差があると言わざるを得ない。 

 

図表６ マレーシアの産業別・職種別平均月収 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、もう一つ、ベトナムのケースを見よう。図表７は、2013年10月現在でのベトナムの学歴別

月額賃金を例示したものである。賃金額が学歴別に表示されていること自体が興味深い。中段の都

市部を見ると、技術・専門を何も持たない者が3,651、職業訓練を受けた者が4,833、専門学校卒が

4,744、カレッジ（短大）卒が4,825、大卒以上が6,687（以上、単位はいずれも千ドン）である。

技術専門なしからカレッジ卒までの間にはそれほどの差がない半面、大学以上の者とそうでない者

との間には大きな差がある。他の東南アジア諸国同様、常識どおりの「学歴社会」が展開されてい

るのである。 
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図表７ ベトナムの学歴別月額賃金（2013年10月） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 日系企業における格差 

以上のように、階層間の格差において４ヵ国の間に異同があることは分かるが、それを体系的に

比べることはなかなか難しい。国ごとにその内実を調べたもの自体が少ないうえ、対象となる階層

をそろえて複数の国を同じ時期に調査したものはほとんどないからである。この難題に対して、い

い手がかりを提供してくれるものがある。それは、日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）が毎年行う「ア

ジア・オセアニア進出日系企業実態調査」である。この調査は、ここで対象とする国々の主要都市

ごとの職種別賃金を公表しており、それを活用すれば、階層をそろえての比較が可能となるのであ

る。 

その公表される賃金データは、基本的には日系企業のものである。ゆえに、現地企業を含めた国

と国との比較には一定の限界を有する。ただし、外資系企業が一定の独自性を有しているとしても、

現地での慣行を無視してまで賃金を自由に設定することはできないはずである。よって、ＪＥＴＲ

Ｏのこのデータは、日系企業における各国間・各都市間比較にはもちろんのこと、各国間の一般的

な比較のためにも、良質な資料になり得る。 

このデータを活用して、４ヵ国における2017年現在の階層別賃金を示したものが、図表８である。

なお、参照のために、日本（東京）や韓国（ソウル）を追加した。製造業から見ると、その基本的

な階層は、ワーカー（一般工）―エンジニア（中堅技術者）―中間管理職（課長クラス）となる。

日本と韓国は、階層間の差が比較的小さい。課長クラスの月額は、一般工の２倍に満たない。これ
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に比べれば、東南アジア４ヵ国の階層間格差は大きい。インドネシアが相対的にその差が小さいが、

それにしても、エンジニアはワーカーの1.5倍、中間管理職はワーカーの３倍以上の給与をもらっ

ている。ほかの３ヵ国は、概ねエンジニアはワーカーの２倍、中間管理職はワーカーの４倍以上の

給与を受け取っている。なお、一般的にエンジニアは大学程度の教育資格を要するゆえ、この格差

は学歴間格差と重なっているといって差し支えない。 

  

図表８ 日系企業の職種別賃金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非製造業も基本的には類似している。製造業のワーカーを基準にすれば、非製造業マネージャー

（課長クラス）の月額は、製造業の課長クラスより高く、マレーシアの場合は5.5倍まで跳ね上が

っている。日本と韓国におけるその差が２倍前後であることに比べれば、ここで対象とする４ヵ国

のそれが４～５倍に至っていることは、階層間格差の凄まじさを物語る。一つ留意すべきは、スタ

ッフ（一般職）の月額が、特に日本に比べれば著しく高い傾向を示していることである。その理由

は、表からは分からないが、おそらくこれらの国々では「スタッフ（一般職）」を大卒から採って

いるためと思われる。現に、非製造業スタッフの月額を製造業エンジニアのそれと比べてみると、

インドネシアを除いては前者が後者より高く、インドネシアの場合もあまり差のないことが分かる。

なお、その意味では韓国も同様で、スタッフの月額がエンジニアより高い構図となっている。 

 

３．賃金決定メカニズムと最低賃金 

では、以上のような階層間格差を内包しながら、賃金は全体的にどのようなメカニズムで定まっ

ていくのか。これを賃金決定メカニズムというなら、東南アジア諸国においてそれは、基本的に市

場に依存するというしかない。労働組合の組織率が低く、組合が組織されている場合も、産業別あ

るいは職種別に賃金を交渉できる力は弱いゆえ、「協約賃金」よりは「市場賃金」の規定力が大き
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いからである。なお、労使関係の代わりに、何かしらの制度に依拠しつつ、賃金を決定するメカニ

ズムも考えられるが（従来の社会主義経済がこの類型に属した）、現在はベトナムでさえ市場経済

の占める比重が高く、制度による規制の程度は全般的に弱い。 

このような状況の中にあって、注目されるのが最低賃金である。近年、賃金決定メカニズムにお

いて最低賃金はその重要度を増している。ＩＬＯは、2000年代に入って以降おおよそ「70％以上の

諸国で最低賃金が実質ベースで上昇した」と指摘したうえで、「最低賃金が労働市場の下半分にお

ける賃金不平等の縮小に寄与している」と評価した（ＩＬＯ編著・田村勝省訳 2009年、34頁およ

び39-40頁）。したがって、ここでも最低賃金の制度とそれが全体の賃金決定に及ぼす影響を検討す

ることにする。 

 

(1) 最低賃金の制度 

４ヵ国それぞれの最低賃金制度は、ほかの章の各国報告で詳しく述べられているので、ここでは

それらの共通的な特徴を中心にまとめる。 

一般的に最低賃金は、全国単一のものとして定める場合もあれば、地域ごとに定める場合もある

が、４ヵ国は基本的に地域別に定める方式を採択している。タイの場合、2013年から４年間は全国

一律の最賃が適用されたが、2017年、もとに戻り、現在は地域別最賃が適用されている。 

ただし、地域の分け方には相違がある。マレーシアとベトナムでは広域的に分ける。マレーシア

で２地域、ベトナムで４地域である。半面、タイとインドネシアでは設定単位が細かく、基本的に

県や州単位で最賃を設けている。たとえば、インドネシアでは、州知事の認可を前提として、その

下の県・市レベルで地域最賃を設定することができるようになっている。なお、タイとインドネシ

アでは産業別あるいは職種別最賃も併用している。タイでは、「自動車修理工、タイ料理人、タイ

式マッサージ師」など22職種ごとに、技能レベルに応じてそれぞれ３段階の最賃が定められる。一

方、インドネシアでは、州・県・市レベルでそれぞれ産業別最賃を設けることが可能になっている。

しかし、ここまで細分化されると、最賃の設定と運営がむしろ困難になることも十分予想される。 

一方、最低賃金の決定方式においては、基本的に政労使による審議会方式ということで４ヵ国は

共通している。ただし、たとえば日本と韓国とは異なる。日韓においては、労使のほか有職者など

の「公益代表」が三者の１軸を担い、これら三者の審議を経て最賃が決定される。しかし、４ヵ国

においては、有職者が参加する場合もあるが、基本的には政府が直接審議過程に参加し、決定を主

導することが特徴的である。 

検討すべきは、この審議プロセスにおける労働側の発言力である。一方では組織力が弱く、他方

では政治によるコントロールの程度が大きいゆえ、最賃決定における労働側の発言力は、これら４

ヵ国の場合決して大きくない。ただし、組合サイドの努力と対応如何によっては、今後その発言力

を高められる余地は十分ある。 

 

(2) 最低賃金の影響 

では、最低賃金は、全体の賃金決定メカニズムにどのように影響するのか。以下、３つの指標を

もとにそれを検討する。ここで３つの指標とは、平均賃金の上昇率、最低賃金の上昇率、そして平

均賃金に占める最低賃金の比率である。画一的に論じることはできないが、基本的には、平均賃金
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の上昇率より最低賃金の上昇率が高いほど、そして平均賃金に占める最低賃金の比率が高いほど、

賃金決定全般における最低賃金の影響力は強いと判断できる。 

 

1) マレーシア 

マレーシアは、2012年の最低賃金指令をもって最低賃金設定が始まっており、その歴史は長く

ない。マレーシアにおける上記３つの指標を示したのが、図表９である。最賃が初めて設定され

てから2016年に１度引き上げが行われただけなので、その傾向を読み取ることは容易でない。た

だし、最小限、次のようなことはいえる。 

第一に、全般的に見て平均賃金の上昇率よりは最低賃金の上昇率のほうが低い。2016年の改定

で11％程度の引き上げが行われたが、その前後の据え置きを含めて年平均にならすと、平均賃金

の上昇率には及ばないこととなる。 

第二に、平均賃金に占める最低賃金の比率が41％程度で高くない。ただし、この比率は、統計

的に正しいものではない。マレーシアでは、全国を２区分して地域別最賃を決めていることをす

でに見た。よって、２つの地域別最賃の加重平均をもって、平均賃金に占める比率を計算しなけ

ればならない。しかし、それが面倒なため、ここでは２つのうちの「サバ、サラワク州を除く半

島マレーシア11州」の最賃を比較のデータとして使っている。結果、バイアスがかかるのである。

ただし、後述するほかの国に比べれば、データの代表性は相対的に大きい。 

さて、「最賃／平均」の絶対値より問題となるのは、その推移である。「最賃／平均」の経年変

化にこそ、最賃の影響力がよく表れるからである。時間の変化に伴って「最賃／平均」の比率が

上昇すれば、最賃の影響力が増すと見て、逆であれば、その反対と見ることができる。マレーシ

アの場合年限が短く、断言はできないが、傾向的にその比率は下がっている。 

以上のことから、マレーシアにおける最低賃金の影響力は比較的小さいと判断できる。 

 

図表９ マレーシアの最低賃金と平均賃金の推移 
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2) タイ 

タイにおける上記３つの指標を示したのが、図表10である。上昇率から見ると、最低賃金の上

昇率が平均賃金の上昇率を上回る傾向にはなっていない。2012年度の決定で最低賃金が全国一律

の300バーツ／日に跳ね上がったが、以後４年も据え置かれ、その影響は緩和された。 

ところで、平均賃金に占める最低賃金の比率が60％を超えていることが注目される。これは、

世界的にも高い水準である。ただし、実態の反映というよりは、データの限界によるところが大

きい。前述したとおり、タイでは77の地域・県ごとに地域別最賃が決められてきた。その加重平

均を求めるのは難しく、ここではバンコク（ただし、2013年からは全国一律、2017年からは再び

バンコク）の最賃を比較のデータに使っている。バンコクの最賃の水準は全国でもっとも高く、

その影響で「最賃／平均」が６割以上と高く表れているのである。 

よって、絶対値ではなく、その推移に留意すると、2001年「最賃／平均」の比率は74.3％であ

った。それが、2016年には65.6％に下がっている。賃金一般に占める最低賃金の存在感は弱まっ

てきている。 

総じて、３つの指標で見る限り、タイにおける最低賃金の影響力は小さくなっていると判断さ

れる。 

 

図表10 タイの最低賃金と平均賃金の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) インドネシア 

図表11は、インドネシアにおける上記３つの指標を示したものである。上昇率から見ると、特

に2010年代に入ってから最低賃金が急騰し、平均賃金上昇率を上回る傾向となっている。一方、

平均賃金に占める最低賃金の比率が近年100％を超えているのは、タイ同様、ここでもジャカル

タ特別州の最賃を比較のデータとして使っているためである。したがって、その推移に注目する

と、「最賃／平均」の比率は、2010年まではほとんど変化がないものの、以降傾向的に高まって

いる。 

総じて、インドネシアにおける最低賃金の影響力は、全般的に大きくなっていると判断できる。 
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図表11 インドネシアの最低賃金と平均賃金の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ベトナム 

図表12は、ベトナムにおける上記３つの指標を示したものである。上昇率から見ると、最低賃

金の上昇率が平均賃金上昇率を上回る傾向が鮮明になっている。一方、平均賃金に占める最低賃

金の比率においても、その高まる傾向は明確である（ベトナムの場合も、全国４地域のうち、ハ

ノイやホーチミンなど経済開発がもっとも進んだ「第１地域」が、ここでの比較の根拠となって

いるので、「最賃／平均」の絶対値には特段留意しなくてよい）。 

これらの指標から判断するに、ベトナムにおける最低賃金の影響力は、４ヵ国の中でもっとも

大きい。 

 

図表12 ベトナムの最低賃金と平均賃金の推移 
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(3) 小括 

以上、マレーシアとタイにおいて最低賃金の影響が比較的弱く、インドネシアとベトナムにおい

て最低賃金の影響が比較的強いことを見てきた。これは、より広い範囲での国際比較からも確かめ

ることができる。図表13を見よう。これは、アジア主要都市での最低賃金上昇率の推移を示したも

のである。図から、ホーチミン（ベトナム）とジャカルタ（インドネシア）の上昇率が群を抜いて

高いことが分かる。2005年を基準とした際、2015年までの10年間でホーチミンが約４倍、ジャカル

タが約３倍も跳ね上がっているのである。それに比べれば、バンコク（タイ）の上昇率は低く、ソ

ウル（韓国）をも下回っている。 

 

図表13 アジア主要都市での最低賃金上昇率の推移(2005年基準) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、最低賃金の影響が大きいことは、諸刃の剣である。一方で、労働組合は最低賃金の引き

上げをテコとして賃金全般の底上げをはかることができる。ただし、他方で、最低賃金への依存は、

賃金決定における労使の団体交渉機能を弱めかねない。現に、2000年代以降世界的に最低賃金の影

響力が高まる中、「アフリカやアジアの諸国で支配的な複数最低賃金制度は、団体交渉を『締め出

す』結果につながってきた」という指摘がなされた（ＩＬＯ編著・田村勝省訳 2009年、50頁）。 

ここで検討している４ヵ国も例外ではない。ベトナムを例にとってみよう。ベトナムにおいて政

府は、賃金一般を最低賃金と連動させる政策を展開してきた。図表14に注目してほしい。これは、

ベトナムのある自動車部品製造企業の賃金表を例示したものである。 
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図表14 ベトナムのある自動車部品製造企業の賃金表（単位：倍数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで、表側の記号（Ｄ.02など）は、それぞれの職種あるいは階層を表す。たとえば頭文字が

「Ｄ」から始まる職種／階層は、基本的にホワイトカラーのことで、そのうち「Ｄ.02」は、シニ

ア・オフィサー（Senior officers, Senior economic officers, Senior engineers）を指す。な

お、「Ａ」は大工・溶接工・複合工など直接部門のブルーカラー、「Ｂ」は守衛や運転手など間接部

門のブルーカラーである。 

一方、表頭の１から12までの番号は昇給段階を指す。一般的には２年ないし３年ごとに１段階ず

つ昇る。たとえば、「Ａ.1.6.Ⅱ」の溶接工・電気工・鉄工などの場合、その職に就いたまま「1.67」

から順次昇給していき、「4.40」まで至ることとなっている。 

この極めて「年功的」な賃金表自体興味深いものであるが、それについては次節で述べることに

する。ここでの問題は、それぞれの数字、たとえば「Ｂ.11.3」の「1.75」や「Ｄ.02」の「4.00」

などが、最低賃金の「倍数」を意味していることである。すなわち、不熟練労働者から経営幹部に

至るまでのすべての働く人が、最低賃金との距離でその「賃格」が決められ、最低賃金の引き上げ

にしたがって、それぞれの賃金額が最低賃金の倍数分上昇する構造になっているのである。従来、

ベトナムは、この賃金表の適用を国営企業だけでなく、民営企業にも押し付けた経緯を有している。

これでは、賃金一般が国の定める秩序の中に位置づけられ、労使の自律というものが働く余地がな

くなる。 

いわゆる開放経済の中で、これがうまくいくはずがない。実際、ベトナム企業は、このような賃

金表とは別の独自の賃金表を作成しており、それによって一定程度の自律性を獲得してきた。ただ

し、政府公定の賃金表が社会保険料計算などの基礎となっているゆえ、このいわば「二重帳簿」も

様々な不便をきたしてきた。現在は、両者併用の弊害をなくすべく、賃金制度の改革が進められて

いる。いずれにせよ、このような状況下においては、最賃の審議過程に参加することのほかに、協

約賃金などを通して労働組合が賃金決定メカニズムに関与する余地は、ほとんどない。 
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以上、ベトナムについてやや詳しく見てきたが、最低賃金の影響の強いインドネシアの場合も、

状況はそれほど変わらない。従来、労働組合あるいは労働サイドは、最賃の改定に狙いを定めて、

大衆運動を進めるきらいがあった。しかし、2015年の政令第78号（ＰＰ78）により、「前年の物価

上昇率＋前年の経済成長率」という公式にもとづいて、最賃がほぼ自動的に算定されるようになっ

た。労働組合が最賃の審議過程に関与し発言できる可能性が制度的に狭められたのである。これが

一つのきっかけになって、最賃を糸口として大衆的な盛り上がりを組織する動力が失われつつある。 

総じて、東南アジア諸国においては、賃金決定メカニズムに対して労働組合がより積極的に関与

できる道を模索すべきといわなければならない。その一つは、最低賃金の審議・決定プロセスにお

いて、労働組合の発言力をより高めることである。もう一つは、労働諸条件をめぐる日常的な労使

交渉において、労働組合の発言できる制度と環境をより整えていくことである。 

 

４．企業の賃金制度 

賃金決定メカニズムは、しかし、労働市場のあり方や労使関係の仕組みおよび労働法の枠組みで

は完結しない。企業において作られるルールやそれをめぐる労使間の攻防と妥協、そして個々人の

レベルまで降りた説得と納得を経てはじめて、賃金は決まるのである。ここでは、賃金制度を中心

に、企業レベルにおける各国の営みを見る。 

 

(1) 現地企業の賃金制度 

まず、筆者の調査にもとづき、現地企業の賃金制度を見よう。ただし、残念ながら、インドネシ

アのデータは得られなかった。その代わりに、ある種のベンチマークとして韓国のものを追加する。

なお、比較の精度を上げるため、調査対象業種を限定した。一つは自動車部品製造企業で、もう一

つはスーパーマーケット運営企業である（以下の内容は、主に禹宗杬 2018を参照）。 

 

1) 自動車部品製造企業の賃金 

図表15は、各国の自動車部品製造企業の賃金の骨格をまとめたものである。上の行から見てい

くと、「等級の数」とは、人事制度・賃金制度の根幹となる従業員等級の数を指す。各欄の「Ｗ」

はホワイトカラー、「Ｂ」はブルーカラーを意味する。ここから、すべての国において、ホワイ

トカラーとブルーカラーは、それぞれ異なる賃金表の適用を受けていることが分かる。 

この際、タイの場合は若干説明が要る。「８（ただし、Ｂは３）」となっているからである。こ

れは、従業員全員が一応同じ賃金表の適用を受けるようになっているものの、ブルーカラーの場

合は実際、その等級が最下位の「Band１」から「Band３」までと限られていることを意味する。 

留意すべきは、ホワイトカラーの等級数が相対的に多いことである。ブルーカラーよりはホワ

イトカラーの昇格ラダーが長いのである。ベトナムも例外ではない。説明しよう。 

ベトナムの場合、ブルーカラーの等級数が「７」と多いが、この数字は、前掲図表14における

「Ａ」系列の３つと「Ｂ」系列の４つを足したものである。結果、外見上は多く見えるが、内実

は異なる。それぞれの等級が、ある種の職種給のような性格を有しているからである。すなわち、

大工であれば「Ａ.1.6.Ｉ」、「溶接工」であれば「Ａ.1.6.Ⅱ」、「塗装工」であれば「Ａ.1.6.Ⅲ」

にそれぞれ格づけられ、職種が変わらない限り、当人の等級は一生変わらない。その等級の中に、
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たとえば「ジュニア」や「シニア」、あるいは「並工」と「役付工」のような等級差もなく、ま

ったく平らな構造となっているのである。その意味では、昇格のラダー数としては「１」である

といったほうが、現実に近い。 

これに比べれば、ホワイトカラーの昇格ラダーは長い。大卒未満の場合は、「Ｄ.06」から「Ｄ.04」

までの３つの等級を昇格することができる。なお、大卒の場合は、「Ｄ.03」に格づけられて以降、

当該等級の中で１段階から２段階、２段階から３段階と昇給を積み重ね、そのうち適宜「Ｄ．02」

に昇格していく。 

 

図表15 自動車部品製造企業の賃金の骨格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、これらの等級はどのような方式で設定されるのか。表の第２行目から第４行目までの情報

がそれを示している。等級は、基本的には「ポジション」によって決まる。ただし、そのための職

務評価や職務記述は、実際はほとんど行われない。行われる場合も、タイの例で見られるように、

ホワイトカラーを対象とした大括りの方式による。 

等級をまたがる昇格は、前述したベトナムのブルーカラーの例を除くと、ほとんどのケースで行

われている。そして、昇格の基準も、ほとんどのケースにおいて勤続年数と査定である。その意味

では、ベンチマークの韓国、あるいは表には出ていないが、日本とあまり変わらない。 

では、日常的な昇給はどうなっているのか。すべてのケースにおいて、同じ等級に就いたまま１

～３年ごとに昇給が行われる仕組みとなっている。留意すべきは、その幅である。同一等級の中で

の昇給幅が大きくなるほど、いわば年功的になりやすいからである。よく年功給と比較されるアメ
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リカなどの範囲給において、その幅は通常、最低額の50％程度とされる（遠藤公嗣 2005年、118 頁；

小池和男 2015年、31-34頁）。それに照らせば、マレーシアは範囲給とほぼ同じ、ベトナムは範囲

給より相当広いということになる。タイの場合も、毎年５％程度の昇給が行われており、それを積

み上げると、等級内での昇給幅は比較的広い結果となる。概して、東南アジア諸国の賃金は「年功

的」といえる。 

なお、すべての国において昇給査定が導入されている。 

 

2) スーパーマーケット運営企業の賃金 

図表16は、各国のスーパーマーケット運営企業の賃金の骨格をまとめたものである。自動車部

品製造企業に比べれば、全般的に等級の数が多い。これは、基本的にはスーパーの組織構造の影

響によるものと思われる。すなわち、まとまりのある工場が、組織の基本単位となる製造業とは

違い、スーパー運営の場合は、その組織構造が、「本社―地域―店舗―売場」のようなより多層

的なものとなるからである。 

 

図表16 スーパーマーケット運営企業の賃金の骨格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ところで、スーパーの場合は、「ポジション」のほか「ジョブ」によって等級を決めるケースが

現れる。ただし、ここでも職務評価がなされる例は少なく、職務記述がある場合もシンプルなのが
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普通である。「職務記述―職務評価」を一通り行っているほぼ唯一の例はタイの企業であるが、こ

の場合も、職務給をオーソドックスなかたちで実践しているとはいい難い。なぜなら、定型的な仕

事を行う多数のスタッフ職には、「職務記述―職務評価」の手続きを適用していないからである。

なお、職務給を実施する際の一般的な人事慣行である「職務空席（job vacancy）」にもとづく採用・

昇進も行っていない。その代わりに、「人件費総額の２％を昇進に回す」というような方式で昇進

枠を決定し、柔軟なかたちで人事運用を行っている。 

スーパーの特徴のもう一つは、昇給に見られる。自動車部品に比べ、全般的に等級内賃金範囲が

より狭まっているのである。マレーシアの例をとれば、通常大卒の就く「Officer職」の下位等級

において、等級内賃金の幅は27％である。なお、高卒の就く「Staff職」の下位等級では43％、「Staff

職」の上位等級では30％である。前述した範囲給の尺度に照らしても、その幅は狭い。一方、タイ

の場合は等級内賃金範囲が50～90％程度でマレーシアよりは幅広い。なお、ベトナムの場合も、調

査対象となったスーパーでは調べられなかったが、ある旅行会社のケースでは「毎年７％の昇給」

であった。その積み上げで換算すると、結構な程度の昇給幅となる。 

留意すべきは、等級内賃金幅が相対的に狭いにもかかわらず、同じ仕事に就いたままでの昇給が

相当程度続く点では、自動車部品と共通していることである。上で見たマレーシアのケースにおい

て、「officer職」下位等級の「Rank12」の中ではその賃金幅が27％にすぎなかった。しかし、オフ

ィサー（officer）というポジション自体、その等級が「Rank12」から「Rank16」までにまたがっ

ており、低いランク（Rank）から高いランクに向けて順次昇っていくように設計されている。よっ

て、通常、オフィサーというポジションに就いたまま、賃金は結構なところまで昇給することとな

る。 

ところで、表には出ていないが、今度の研究プロジェクトでは、インドネシアのスーパー運営企

業を対象としたインタビュー調査が行われた。そこから得られた情報を記すと、次のようになる。

この企業の従業員等級は７つ程度である。最下位のグループ１は、現在は適用されていない。その

うえが契約社員で、１年から２年ほど働いた後で正社員に登用される。グループ３とグループ４が

正社員のスタッフである。そして、グループ５からがミドルマネジメントである。そのうち、グル

ープ８が最上位のＣＥＯということになる。総じて、図表16のほかの東南アジア３ヵ国に比べれば、

等級数はより少ない。ただし、等級をまたがって昇格ができるという点では、ほかの国と変わらな

い。 

 

(2) 日系企業の賃金制度 

次に、今度の研究プロジェクトの調査にもとづき、日系企業の賃金制度を見よう。 

マレーシアでサービス業を展開しているある企業の場合、その従業員等級は、５つである。下位

から１番目のＧ１が一般従業員、Ｇ２からＧ４までが事務管理職、そしてＧ５が非組合員資格とい

うこととなる。一方、タイで製造業を営んでいるある企業の場合は、等級は不明であるが、基本的

に年功序列賃金で、賃金は年齢とともに上がるとされている。 

また、製造業を営むベトナムのある企業の場合は、ワーカーからマネージャーまで７つの等級を

設けている。うえで見た現地企業に比べれば、等級数は少ない。ただし、ポジションに沿って等級

が定められている点では変わりがない。昇格は、各等級の滞留年限を条件としつつ、基本的には試
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験（筆記とアセスメント）と評価による。 

賃金は、この等級ごとの最低（Minimum）と最高（Maximum）によって、その幅が決まる。通常、

同じ等級の中での賃金の範囲は、50％程度であるという。なお、個人の昇給額は、査定による。査

定は、一時的に課長が行い、それを踏まえて部内で調整する。興味深いのは、オペレーターの中に、

技能に応じて手当てをつけていることである。すなわち、いくつかの技能等級を設け、等級ごとに

定額の手当を支払っている。ただし、額そのものは大きくないという。 

一方、図表17は、サービス業を営んでいるほかの企業の従業員等級である。このケースでも、現

地企業よりは等級数が少ない。なお、Ｇ３やＧ２の定義に日本のそれと若干似た部分があるものの、

基本的に職能に沿った等級ではない。あくまでもポジションに即した等級である。現地経営陣の話

では、「職能給は一長一短があるが、ベトナムではその導入が難しい。少なくとも企業が成長期に

あるうちは、職能給を入れようとは思わない」ということであった。 

 

図表17 ベトナムのある日系企業の従業員等級 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃金は、この等級にもとづく範囲給で、Ｇ３であればその幅は、中位（Median）から上下40％（計

80％）程度である。賃金の幅は狭くない。なお、賃金総額の中で基本給の比重は75％（手当てが残

りの25％）程度であり、基本的に従業員の頑張りとその実績にもとづいて給与を支払う、というの

が企業の方針だという。 

 

(3) 小括 

以上で４ヵ国における企業レベルの賃金制度を見てきた。日系企業において等級数が若干少なく、

現地企業に比して大括りの特徴を示しているほかは、４ヵ国の賃金制度は相当程度類似しており、

一つの特徴を共有している。それをここでは、「学歴別・熟練度別賃金」と名づけたい。これは、

基本的に学歴と熟練度によって賃金の等級が決まり、かつ学歴と熟練度の向上にしたがって、賃金

等級の中での昇給と賃金等級をまたがる昇格により、その額が上がっていく賃金をいう（詳しくは、

禹宗杬2018を参照）。 

ところで、熟練度別賃金といえば、熟練度にしたがって社会的に一本の賃金が決まる、という一

種の職種給のようなイメージを持ちやすい。しかし、ここでいう熟練度別賃金は、そうではなく、

大括りに等級を定め、就いた仕事が変わらなくても経験年数にしたがって一定程度までは賃金が上
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昇する、そのような賃金を指す。なお、この意味での学歴別・熟練度別賃金は、フランスなど現在

のヨーロッパ諸国でも広く導入されている（詳しくは、鈴木宏昌2011を参照）。 

この学歴別・熟練度別賃金に対し、日系企業はいまのところ、「適応」する姿勢を示している。

すでに見たケースがそれを物語るが、今後においても、賃金体系を日本の職能給のように変えたい

という企業はほとんど見られなかった。インタビュー調査の中では、唯一ベトナムのＴ社が、「現

在のポジション本位を能力給に変えようとしている」と言明していた。いわば万年部長・万年課長

がおり、上に昇れず辞めてしまう人もいるので、これらの問題に対する解決策として考えていると

いう。ただし、この場合も、具体的な方法としては、「等級ごとに役割定義書を作って、レベル〇

はいくらというふうにするつもり」ということだから（つまり、「能力」定義書ではなく「役割」

定義書だから）、能力給としてはマイルドなかたちとなる。 

検討すべきは、このような企業レベルの賃金決定メカニズムに対して、労働組合がどのように関

与し発言できているかである。調査の中では国ごとに若干のバラエティーが観察された。たとえば、

サービス業を営むマレーシア現地企業の労働組合は、「統一的な給与体系や資格制度、昇格のため

の試験制度などは、労使で話し合いながら決めていく」という。製造業を展開するタイ日系企業の

労組は、「年１回の団体交渉で賃金を決める、総務省から会社の決算データをもらい、それをもと

に月収やボーナスの要求額を策定する」と説明する。なお、インドネシアの現地のサービス企業の

組合は、「賃金交渉は３月１日より開始し、４月には妥結し、１月に遡及して支払われる。最低賃

金が引き上げられているので、その最低賃金の５％から10％の水準である」と語る。これらのケー

スでは全般的に、労働組合が企業内賃金決定に関与していることが分かる。 

留意すべきは、その関与の程度である。組合から単に意見を聞くくらいから、労使が共同で決定

するくらいまで、多様な程度があり得るのである。この程度の判断は容易でない。この際、一つの

手がかりとなるのが、インドネシアの現地企業の組合が言った、「（実際に）賃金交渉ではあるが、

交渉というと、勝ち負けの問題となるため、労使の話し合いとしている」という言明である。よっ

て、組合の関与の程度を見るには、言葉にとらわれるのではなく、現場に降りて実態を観察する必

要がある。 

これらのケースに比べれば、ベトナムでの、特に日系企業における労働組合の発言力は、製造業

とサービス業を問わず、相対的に弱い。経営側からは、次のような言及がなされた。「賃上げの場

合は、組合に打診して、インフォーマルな事務局折衝で議論、会社の経営会議で決定する」、「会社

が組合に関与していかないといけないから、基本的なことを教えないといけない」。そして、労働

組合側からもこれらに対し、特段反論は行われなかった。労使関係としては、まだスタート地点に

立っているといえる。 

総じて、労使関係をより成熟したものに変えていくために、賃金をはじめとした労働諸条件に対

する労働組合の関与をより強化していくべきである。 

 

５．残された論点 

以上、賃金を中心に４ヵ国の労働諸条件を見てきたが、残された論点も少なくない。そのすべて

を提起することは、可能でもなければ適切でもない。ここでは２つだけ挙げることにする。 

その一つは、いわゆるインフォーマルワーカーの問題である。制度による保護や労働組合活動に
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よる影響がなかなか及ばない、インフォーマルセクターで働く人の数が、この４ヵ国では極めて多

い。 

その比率であるが、たとえば世界銀行は、非農林部門労働者全体に占めるインフォーマルな労働

者の比率をもって、インフォーマル労働者の比率としている。なお、ここでのインフォーマル労働

者は、登録されていないか、あるいは規模の小さい事業所で働く者で、露店商・タクシー運転手・

家で仕事をする者などをすべて含む。ただし、農業関連や家事、ボランティア活動に従事する者な

どは除く。（Employment in the informal economy as a percentage of total non-agricultural 

employment: It basically includes all jobs in unregistered and/or small-scale private 

unincorporated enterprises that produce goods or services meant for sale or barter. 

Self-employed street vendors, taxi drivers and home-base workers, regardless of size, are 

all considered enterprises. However, agricultural and related activities, households 

producing goods exclusively for their own use (e.g. subsistence farming, domestic housework, 

care work, and employment of paid domestic workers), and volunteer services rendered to the 

community are excluded.） 

世界銀行によると、2016年現在、インフォーマルな労働者の比率は、インドネシアが78.5％、ベ

トナムが56.3％である。一方、マレーシアとタイは、世界銀行のデータに出てこないので、国際労

働財団（ＪＩＬＡＦ）に紹介されているデータを引用すると、マレーシアの場合、2015年12月現在、

働いている1,430万人のうち、800万人強（概ね56％）がインフォーマル経済に属し、タイの場合は、

2016年現在、3,530万人の労働者のうち、2,250万人（62.1％）がインフォーマルセクターで働いて

いるという。 

このように、働く人の過半数がインフォーマルセクターに属している状況の中では、この人たち

の労働諸条件の向上が何よりの急務となる。組織化に向けた努力が必要だが、それと同時に、否そ

の前に、制度的あるいは政治的な取り組みを展開しなければならない。その代表的な手段の一つが

最低賃金といえようが、現時点では、最低賃金がこれらの人たちをどの程度までカバーしているか

も把握しきれていない。至急の対策が求められる。 

もう一つは、これら４ヵ国において、あるいは途上国全般において、賃金の機能とは何かをより

明確にすることである。賃金は、働く人の生活を保障すると同時に、働く人の熟練／技能の形成・

向上を促さなければならない。なお、働く人に対して、集団的とともに個人的にも適切なインセン

ティブとして機能する必要がある。対策を練るべき重要課題である。 
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 － 第 ４ 章 －  

各国の社会保障の現状 

 

 

１．はじめに 

中国を含むアジア諸国は、成長が停滞する日本はもとより、現在の先進国を形成する欧米諸国よ

り、はるかに驚異的な速さで国民所得を倍増し、「世界の成長センター」となった。一方で、アジ

ア諸国においては、いまだ経済成長の果実が十分に行き渡っておらず、貧富の差は非常に大きい。

また、アジア通貨・金融危機や民主化運動に伴うソーシャル・セーフティネット構築、社会保護政

策拡充の必要性の高まりに加え、グローバル・レベルでの社会保障制度拡充の要求もあいまって、

アジア諸国は、経済成長の維持とともに、社会保障の充実などを政策の重点とすることを迫られて

いる。 

しかし、アジアの社会保障は、直線的な発展段階に整理できるほど単純ではなく、それぞれの国

の文化・歴史・経済の発展段階の違いを反映して多様である。本稿は本研究の対象国における社会

保障制度の現状について紹介するとともに、今後の社会保障の進む方向についても検討したい。 

 

２．未発達な社会保障制度の状況 

図表１ 社会保障制度のカバー率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の調査対象国であるインドネシア、タイ、ベトナム、マレーシアは、いずれの国も産業化の

途上にあって、欧米型の社会保障発展モデルからも開発途上の状況にある。 

図表１のデータは、インドネシアとベトナムを除くすべての国に、一定程度に、医療保険制度が

あることを示唆している。しかし、タイでは医療費の９割近く（86.5％）が保険によって賄われて

おらず、かかった費用のほとんどは自費、あるいは保険不適用の病院での診療を受けるといった現

状にある。これは保険適用の医療機関の質に原因があるとされている。インドネシアでは50.1％、

マレーシアでは64.6％と他の国でも自費で賄われている率が高い。しかも、この表でいう「カバレ

ッジ」とは、法的にサービスを受けることができる人々の割合を指しているのであって、実際の人

口割合を示しているものではない。 
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年金制度については、タイでは社会保障法が対象とする就業年齢人口の半分から３分の２をカバ

ーしているが、今回の他の対象国であるインドネシア、ベトナム、マレーシアではカバー率が小さ

い。老齢年金を受給する法定年金受給年齢を超える高齢者人口の割合はタイでは81.7％と高いが、

他国では40％にも満たない。このことは、多くの高齢者が年金ではなく、個人や家計の貯蓄から支

出していることを示している。 

各国における社会保障関係のＩＬＯ条約の批准状況(参考資料P197参照)を見ると、今回の対象国

のすべてが社会保障関係のＩＬＯ条約を批准していないことが分かる。理由はいずれの国において

も保護対象者のカバレッジの問題である。ついでながら、日本は第102号条約について批准してい

るものの、それ以外の条約は批准していない。 

 

３．社会保障の進む方向 

アジアにおける社会保障は、1970年代までは民間によるボランティアやチャリティーに頼ってい

た部分が大きかった。その後、経済成長とともに生活保護や公的医療サービスを中心にしたものが

整備されたものの、それは限定的なものにとどまり、社会福祉の役割は第一義的に地域社会に求め

られていた。 

その後、 貧国から脱し、経済成長とともに一般被用者を対象にした社会保障制度がスタートす

るが、アジアの社会保障が大きく拡大するのは、1998年のアジア通貨危機と民主化運動以降である。

インドネシアではスハルト政権崩壊後、1999年の憲法改正、全国民を対象とした国民健康保障や国

民社会保障制度となった。民主化前には社会保障が労働者あるいは国民の具体的権利としてとらえ

られる面は弱かったが、少なくとも理念としては、民主化後にはその権利が具体的に、明確に認め

られるようになっている。これらは民主化の一環であるととらえることができる。タイでは1991年

の軍事クーデターと翌1992年の流血事件を契機とし、1997年憲法改正、2002年の国民健康保険法案

の国会提出や社会保険の対象拡大へとつながった。 

しかしながら、「国民皆保険」とか、全国民的な社会保障制度の整備といった制度をめざしても、

所得水準の低い段階での制度構築であるがゆえに、保険料収入が十分ではなく、財政面で脆弱
ぜいじゃく

であ

り、国民全体への適用という点では、思うように進まないのが現状である。経済発展に伴う格差が

大きくなり、貧困問題に対するあらたなセーフティネット機能が必要となり、加えて、急速に進む

高齢化への対応といったことも求められている。各国政府は社会保険方式またはそれ以外のファイ

ナンスの方法により制度を立て直す必要性に迫られているのが現状である。 

各国の周辺地域に行くと、相互扶助の伝統的価値観が存在していた。たとえば、マレーシアの地

域社会では「ゴトンロヨン（Gotong-royong）」と呼ばれる助け合いの仕組みがくらしの中に根付い

ていた。これは、共有地での作業を村人全員が分担することや、農繁期には村人全員が順番に日を

決めてそれぞれの刈り入れ作業を補助すること、それぞれの家庭での冠婚葬祭を村人全員で手助け

することなどが日常的に行われている。こうしたあり方は、日本を含めて農村社会では公的な社会

保障制度以前の相互扶助システムとして、広く見られたものであった。 
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図表２ アジアの都市化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、一方、図表２が示すように、アジアにおける都市化の進展は急速である。2025年には、

都市人口がほぼ50％になると推測されている。こうした状況の中でも、竹内（2015）注１は、（社会

構造の変化が）１世代も経過しないという著しく短期間で行われていることから、・・・（従前から

の）老親扶養などの家族慣行がすぐには変更されるわけではなく、・・・・・私的な扶養が中心で

あることに変わりはない、としている。 

たしかに、過渡的にはこのような状況の中では、伝統的な地域の共同体組織とその機能に依拠す

るという側面も重要であり、ＩＬＯも、家族や地域など伝統的な相互扶助機能の見直し、その強化

を目的とする地方自治体やＮＧＯ、民間組織の活動支援に乗り出している（『ＩＬＯパンフレット』 

ＩＬＯ東京事務所、2017年５月）。しかし、その場合も、産業上は第一次産業型から第二次、第三

次型へ、地域では農村型から都市型へ大きく変化していることを踏まえ、公的な社会保障を軸とし、

共助型がこれを補完するという構造が求められる必要がある。特に、当面、労働者向け社会保険制

度が徐々に進展していくにしても、各国に広く存在するいわゆるインフォーマルワーカーの存在を

考えると、都市型の進展の中でも、いぜんとして、共助型が持つ意味があると想定される。このよ

うなかたちでの社会保障制度の確立に、労働運動としても、日本を含む先進国が支援を行う必要が

ある。 

 

４．調査対象国の社会保障制度の実態 

(1) インドネシア 

1) 社会的・文化的背景 

インドネシアにおける社会保障・福祉制度の歴史は、オランダ植民地時代にまでさかのぼるこ

とができる。植民地宗主国であったオランダは1936年にオランダ領東インド（現在のインドネシ

ア）のあらゆる公務員向けに健康保険を導入した。この制度は1945年のインドネシア独立後も維

持されたが、1968年にスハルト政権は大統領令で公務員向けの健康保険を改訂し、公務員医療給

付制度（ＡＳＫＥＳ､Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri、公務員健康保険）を導入した。他方

で、退職一時金については、公務員向けには1963年公務員貯蓄保険基金（ＴＡＳＰＥＮ、Dana 
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Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri、公務員貯蓄保険基金）が導入され、国軍軍人・警察官

向けには1966年に軍人社会保険（ＡＳＡＢＲＩ、Asuransi Sosial AngkatanBersenjata Republik 

Indonesia、国軍社会保険）が導入された。民間の労働者向けには、労働者社会保障制度（ＪＡ

ＭＳＯＳＴＥＫ、Jaminan Sosial Tenaga Kerja、労働者社会保障）の老齢給付が導入されてい

るが、これは退職一時金（一括または 長５年間の分割）の給付である。 

社会保障制度の整備過程については、一般に公務員や軍属（退役者を含む）など公的部門から

社会保障の給付が始まり、民間部門へと拡大していくとの指摘がなされているが、インドネシア

でも同じ特徴を見いだすことができる。 

スハルト体制期におけるインドネシアの社会保障・福祉制度は、限られた範囲と内容にとどま

っていた。こうした状況を変える大きなきっかけとなったのが、1997年にタイからインドネシア

に波及した通貨危機である。国民の多くが深刻な失業問題と物価の高騰に直面し、他の東南アジ

ア諸国と同様に、ソーシャル・セーフティネットの整備が緊急の課題として浮上した。 

通貨危機を経て、そして通貨危機に端を発したスハルト独裁体制の崩壊と民主化に伴い、イン

ドネシアの福祉・社会保障制度は、より多くの国民に対する、より充実した内容の制度へと整備

されていくことが求められるようになった。独立直後に定められたインドネシアの憲法（1945年

憲法）には、前文ですべての国民に対する社会的公正の実現が定められ、憲法第34条では「貧困

者と孤児については国家がこれを保護する」とうたわれた。そして、ポスト・スハルト期に４回

にわたり行われた1945年憲法の改正で、社会福祉の条項は大きく拡充することとなり、2004年以

降に社会保障・福祉に関する法令が相次いで制定されることとなる。 

しかしながら、インドネシアにおける国民的統合の弱さは、「国民皆保険」といった制度への

動機づけを脆弱なものにしている。また、労働組合関係者は、新制度導入による被用者負担に対

して反対する一方、経営者団体関係者は、インフォーマルセクター労働者へのカバレッジの拡大

などにより、現行以上に事業主の負担が増加することに反対している。イスラム社会の家族主義

の考え方もまだまだ強く、こういったことも制度が未整備な理由となっている。現在、制度運用

しながらの周知啓発が行われている状況にあり、国民皆保険化は事実上2019年まで先送りされて

いる。 

 

図表３ インドネシアの社会保障制度（年金）の概要 
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2) インドネシアの雇用・社会保険制度 

① 概要 

現在の年金のカバレッジの状況（図表３）としては、民間企業の雇用者、公務員あわせて約

3,600万人のうちの企業老齢貯蓄、労災保険などのＪＡＭＳＯＳＴＥＫが約900万人、公務員貯

蓄保険基金たるＴＡＳＰＥＮが429万人で約３分の１がカバーされている。農業従事者、個人

事業主などのいわゆるインフォーマルセクター労働者は7,200万人、失業者は800万人いるが、

これらの人びとは無保険である。医療はかなりカバーされているといっても、民間企業の雇用

者、公務員あわせて約3,600万人のうちの公務員健康保険（ＡＳＫＥＳ）が約1,650万人、国軍

社会保険（ＡＳＡＢＲＩ）が約116万人、労働者社会保障（医療保障、ＪＡＭＳＯＳＴＥＫ）

は約500万人と６割以上がカバーされており、その他無拠出型の低所得者向け医療保障制度（Ｊ

ＡＭＫＥＳＭＡＳ）約7,600万人、無拠出型の地方自治体による公的医療扶助（ＪＡＭＫＥＳ

ＤＡ）約5,000万人、民間医療保険会社が約660万人となっている。 

今後政府は、これまで無保険となっていた層であるフォーマルおよびインフォーマルセクタ

ーの対象者の特定と継続的な徴収のほか、未払いに対する罰則の規定や、所得保障の拡充を見

据えた労働･社会法制の整備が求められている。 

 

② 医療保障制度 

2014年１月に労働実施機関(ＢＰＪＳ)Healthが設置され、ＢＰＪＳを運営主体とする医療保

険制度（ＳＪＳＮ: Sistem JaminanSosial Nasional）Healthが開始された。この制度におい

ては全国民（６ヵ月以上インドネシアで働く外国人を含む）を対象とし、加入者は原則無料で

医療を受けることができる。職種や給付を希望するサービスによって保険料が異なり、地方政

府による貧困者向けの制度（ＪＡＭＫＥＳＭＡＳ）から移行した者に対しては政府負担がされ

ている。 

しかし、制度開始時には国民皆保険制度をめざしていたものの、2019年までに全国民にカバ

ー率を広げることとされるなどの事実上の先送りがなされ、2015年12月時点での本保険制度へ

の加入者数は１億5,679万人とされている（このほかに民間保険に加入している者もいるが、

全国民の約３割超が無保険者となっている）。 

これまで企業の福利厚生において民間保険に加入していた者にとっては給付水準が落ちる

ケースもあり、差額医療費を支払ってでも追加サービスを受益したい旨の要請に対応すべく、

制度施行後には民間保険会社と協力し、給付調整（ＣＯＢ：Coordination of Benefit）プロ

グラムを新たに運用開始した。当該プログラムは、保険会社の提供するプランに加入すること

で、①医療保険制度への加盟病院で治療を受ける際、差額ベッド代などを民間保険で賄うこと

が可能となる、②医療保険制度への加盟病院でない病院であっても、保健省と契約しているＣ

ＯＢプログラム病院で治療を受ける際、入院時において、保険会社が一度費用を立て替えた上

で、ＢＰＪＳの給付水準の内容はＢＰＪＳからカバーされる（ＢＰＪＳの給付水準を超えた部

分のカバーについては、それぞれの保険会社との契約次第。外来受診は対象外）。外国人につ

いても、６ヵ月以上就労する場合は強制加入となった。 
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③ 労働社会保障制度 

2015年から新しい労働者向けの総合的な労働社会保障制度が労働実施機関（ＢＰＪＳ 

Employment）において実施されている。 

現在の制度は、2004年の国家社会保障制度に関する法律にもとづき、強制加入である労災補

償、死亡保障、老齢保障および年金保障から成り立っている。 

労災補償、死亡保障および老齢保障は、国政機関以外の雇用主の下で働く労働者および非賃

金受領者（事業者、雇用関係以外の労働者など）が対象であり、外国人は、６ヵ月以上インド

ネシアで働く者が対象となっている。年金保障は国政機関および民間労働者が対象であり、外

国人については加入義務がない。 

 

主な内容はつぎのとおりである。 

ア．労災補償 

医療サービスおよび見舞金が規定されており、障害に応じた補償金が給付される。 

イ．死亡保障 

労働者の死亡時に定額の埋葬料および見舞金が支給される。 

ウ．年金制度 

2015年７月から公務員および軍人・警察等ならびに民間労働者を対象とした年金制度が実

施されている。 

年金保障の形態は、老齢年金、障害年金、寡婦・寡夫年金および遺族年金があり、老齢年

金の受給年齢は、2018年までは56歳であるが、2019年１月１日以降、57歳となり、65歳に

達するまで、以降３年ごとに１年ずつ上昇することとされる。 

老齢年金給付は、満期年齢に達し、180ヵ月相当、15年以上の加入年数がある場合に支給

される。 

年金保障の被保険者数は、約648万人（2015年12月末現在）となっている。 

エ．高齢者介護制度 

高齢者福祉は、身寄りのない高齢者、障害のある高齢者など恵まれない高齢者を主たる対

象としている｡そのため介護保険制度はないが、国による高齢者ホーム、慢性疾患用施設

がある。 

 

(2) タイ 

1) 社会的・文化的背景 

1987年に国民１人あたりのＧＮＰが千ドルを超え、1989年のＧＤＰ成長率は12％を記録した。

この経済成長と時を同じくして、政治的にもタイ社会は変貌を遂げた。軍事政権を倒し、さらに

1997年には民主憲法を制定するところとなった。特に1992年の暗黒の５月事件と呼ばれる大規模

なデモの際には多数の中流階層の人々がデモに参加していたという報告もあり、国民が政治に目

覚め民主化への要求を出してきた。この政治の民主化が夕イの社会保障･社会福祉の発展を成し

遂げてきたひとつの要因となっている。 

1990年、政府の財政状況が悪いことを理由に凍結されていた社会保障法（Social Security Act）
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の施行にあわせて、それまで恩恵的に行われていた貧困者に対する医療費などの給付がこの法律

にもとづいて行われるようになり、近代的制度へ移行していった。そして、その後制度が改正さ

れ、対象が10人以上の従業員のいる企業へと拡大され、さらに任意加入制度も設けられ、加入者

の増加も見られるようになった。 

社会保障制度は、中卒や高卒の学歴を持つ者がその多くを占める雇用労働者の下層部に属する

者だけでなく、大卒以上の学歴を持つ者が多くを占める中層や上層に属する者に対しても加入が

義務づけられたが、1997年の通貨危機以前は、社会保障制度を利用して政府が指定した病院で受

ける医療サービスは、自費で私立の病院に行く場合に比べて、質が悪いというイメージを中・上

層に属する人たちの多くが抱いており、彼らの多くは、社会保障費は払うものの、社会保障制度

は利用せず、民間の保険会社の保険を利用することの方が一般的であった。 

つまり、1997年の通貨危機以前のタイにおける社会保障制度は、いわゆるフォーマルな経済組

織や公共部門の下層部を主な対象とした制度として機能した。タイにおいてソーシャル・セーフ

ティネットの多くが下層部を主な対象とするかたちで運用されていた理由の一つは、タイの労働

団体の多くがフォーマル注２な経済組織や公共部門で働く者によって構成されており、彼らの要求

が、フォーマルな経済組織や公共部門で働く者のための制度を特に重視するかたちで行われたた

めと思われる。 

タイは上座部仏教のパターナリズムと王政の影響が大きい。タイの年金制度は「公務員」から

はじまっているが、この由来は「仏暦年文官制度」において、一定の身分以上の勅任官吏につい

ては、国王に対する長年の忠誠と貢献に対して国王が恩典を与えるという意味で、恩給が支払わ

れたことを起源とするため、保険よりも税財源の社会保障が多く存在する。しかし、十分な予算

がないため、社会保険以外の社会諸政策を通じた所得の再配分は機能していない。そのため、公

務員や企業被用者などすでにできあがっている制度とはサービスの質に大きな差があり、両制度

の統合は難しい状況にある。 

また、1999年の地方分権法以降、保健省の持つ予算の大半が地方に移管され、医療提供の地方

分権化が進められた。しかし、タイ政府は地方分権化と同時に医療財政については、中央集権的

な予算配分制度を構築したため、現在も中央の影響力が大きい状況が続いている。 

 

2) タイにおける社会保障制度 

① 概要 

タイの社会保障制度は図表４のように社会保険制度としての被用者社会保障制度(ＳＳＳ)

を中心に分野横断的な制度と医療分野に見られる階層縦断的な制度を組み合わせ、これに社会

福祉・公的扶助が補完するかたちで形成されている。民間保険制度を利用している富裕層を除

けば、社会保障分野のほとんどすべての分野がカバーされているのは公務員とその家族、なら

びに10人以上の被用者のある企業の被用者本人のみとなっている。 
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図表４ タイ社会保障制度のイメージ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、農林水産業従事者や日雇い労働者、ストリートベンダーなどのいわゆるインフォーマルワ

ーカー、そしてその被用者の家族については社会保険的な制度は存在せず、専ら社会福祉事業に依

存しているため、保障の水準は極めて低い。 

タイにおいて も政策的プライオリティーを持って取り組まれている政策の一つが医療制度で

ある。2002年４月に完全実施となる30バーツ制度の導入によって民間保険も含めた４つの制度がす

べての国民に対する医療サービス提供を保障している。 

タイ政府は従来「できる部分からやっていく」といった政策実行のやり方をとっており、本来

も社会保障法の範囲でカバーされるべき農林水産業従業者などの社会的弱者層まで手が届いてい

ない状況にある。 

 

② 医療保険制度 

タイにおける現行の健康保険制度は、加入対象者別に、低所得者に限定した「30バーツ健康保

険制度」、民間企業向けの「被用者社会保障制度（ＳＳＳ）」、公務員を対象にした「公務員医療

給付制度（ＣＳＭＢＳ）」という三本柱から成り立っている。 

国民皆医療サービスである30バーツ制度は、初診料の30バーツ（約80円）のみを負担すること

で公立病院の医療サービスを受けることができる。保健省は、この制度を起点として、全国民を

統一的にカバーする国民健康保険制度を構築することを政策目標としている。タイ政府は、これ

らの制度を統合した「国民健康保険制度」の構築に向けた関連法案を、これまで国会に２回提出

してきた。タイ労組連合（ＬＣＴ）は、「1990年社会保障法」が施行されて以来、労働者が積み

立ててきた社会保障制度の積立金を、「30バーツ制度」の対象者にまで拡大させ、国民皆保険制

度の財源に充てることになるが、それは結局、労働者にとって大きな損害となるとの理由から反

対した。 
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③ 年金制度 

公的年金制度として、政府に勤務する公務員には「政府年金（税方式）」および「政府年金基

金（貯蓄型）」が、民間被用者には「社会保険制度」の老齢給付があるのに対し、農民、自営業

者、無業者をカバーした公的年金制度はなかった。しかし、2018年より従業員数が100人以上で、

民間企業で働く15歳から60歳までの従業員に対して、公的制度である厚生年金が導入される。毎

月の賃金より従業員と企業が厚生年金基金へ一定金額を納める。従業員は定年時に退職金とは別

に厚生年金基金に積立した額を受け取ることができる。これに対し、労働組合は国民の平均所得

を下回らない額を支給できる国民皆年金制度の設置を訴えている。 

 

④ 労働者補償制度(ＷＣＳ) 

労働者補償制度(ＷＣＳ)は、いわゆる労災保険であり、医療制度の中に組み込まれている。就

業時の労働災害に対して給付が行われる。この制度の特徴は、労働災害により身体に障害のある

患者に対する機能回復とスムーズな社会復帰を促進するためのリハビリテーションサービスの

利用が保障されている点であり、社会保障局もリハビリテーションセンターの建設に積極的な姿

勢を示している。これに対し、労働組合は労災時の保障額を、現行の給与の60％から100％へ引

き上げるよう訴えている。 

 

⑤ 失業保険制度 

失業保険制度は、長年労働組合などから実施を求められていたが、2004年から導入されている。

民間被用者向けの社会保障制度である被用者社会保障制度（Social Security Scheme:ＳＳＳ９）

に組み込まれて一元的に適用されている。受給対象者は、保険料を 低６ヵ月以上納め、かつ労

働省の職業安定所に登録した者で、解雇された労働者だけでなく、自己都合による退職者も含ま

れる。支給額は、前者が賃金の50％を180日間、後者は賃金の50％を90日間もしくは30％を180日

間のいずれかを選択する方式となっている。ただし、解雇の理由が犯罪行為などであった場合に

は、受給資格は喪失する。 

 

⑥ 高齢者介護制度 

公的な介護保障の仕組みは存在せず、主として家族や地域の支え合いなどで賄われている。一

方で施設サービスは、2014年時点で社会開発・人間の安全保障省管轄（12ヵ所）、自治体管轄（13

ヵ所）の公的入所高齢者施設（高齢者社会福祉開発センター）があるが、これらの施設は介護施

設というよりも救貧施設という性格が強いものも多く、しかも、膨大な数の待機者がいるといわ

れており、高齢者のニーズにこたえきれない状況にある。 

 

(3) ベトナム 

1) 社会的・文化的背景 

ベトナムの社会保障･社会福祉は他の開発途上国とは異なる。それは社会主義体制のもとで、

中央から地方に至る組織（人民委員会など）によって社会開発が統制されている点にある。政治

システムが経済システムを規定し、さらに社会システムを規定する構造の中で、社会開発の発展
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は当然中央型の開発にならざるを得ない。しかしながら、ベトナムは伝統的な「共同体」をベー

スにした「村（ムラ）社会」であり、家族はベトナムの社会を構成する経済や生活の単位として

重要な役割を持っていて、家族関係や地域のつながりなど伝統的な価値観がある。家族や親族同

士の関係が様々な社会関係の基本になっている。特に地元の仏教や儒教をはじめ、カトリック教

会などの宗教団体による相互扶助をベースに、都市部においても強固な地縁、血縁関係が様々な

社会問題解決の母体としてその役割を担ってきた。 

高齢者扶養に関して、ベトナム「婚姻家族法」では「親は社会に役立つ子を養育する義務を負

う。また、子は親を尊重、養護、養育する義務を負う。孫は祖父母を尊重、養護、養育する義務

を負う。家族構成員は養護し合い、助け合う義務を負う」と基本原則が定められている。さらに、

親子の関係では、親は子を愛し、保護、養育し、子の権利利益を保護すると同時に、子は親を愛

し、尊重、感謝、孝行する義務があることを規定している。 

1990年代以降の「ドイモイ」政策の市場経済化は、伝統的な共同体の原理を持つベトナム社会

の中で大きな影響を及ぼしつつあるものの、現在においてもなお、様々な社会システムの中で生

き続けている。 

平均寿命の延びや出生率の低下に伴い、今後は少子高齢化が急速に進行すると予想されている

が、インフォーマルセクターに対する社会保障カバレッジの遅れや、産業化・都市化の進展に伴

う伝統的コミュニティの変容が観察されているなど、高齢者を支える社会的基盤は極めて脆弱に

なりつつある。そのため、社会医療保険や公的扶助といった社会サービスおよび関連法の整備に

あたっては、伝統的な相互扶助の要素を積極的に活用することも課題となっている。 

 

2) ベトナムの雇用・社会保険制度 

① 概要 

ベトナムの社会保障制度の特徴は、医療保障と所得保障が統合されていること、また、公務

員と民間企業被用者との間で社会保障制度上の待遇に区別がないことである。医療保障では、

国民が職業や年齢の属性によって25のグループに分類されており、そのグループが加入義務と

財政方式によって、保険料を支払う仕組みになっている。医療保障における課題は、ベトナム

は2035年の高齢化率が15％を超えると予測されており、医療財政を維持するために、抜本的な

診療報酬支払方式の改革が必要な点である。所得保障では、給付内容によって長期保険と短期

保険に分かれている。所得保障の問題点は、医療保障に比べてカバレッジが低いことと、医療

保障と同じく財政の維持が困難な点である。公的扶助に関しては、国家的な貧困削減プロジェ

クトが多数実施されているが、総人口の1.3％を占めると予想される 貧困層の状況をまだま

だすべて捕捉しきれていないことと、公的扶助の予算が少ないために、１人あたりの給付額が

少なく、なかなか受給者が貧困から抜け出せないという問題がある。高齢者ケアについては、

政府と共同で高齢者協会が主導的に動いている点もベトナムの特徴である。現在高齢者の介護

は家族やコミュニティが対応しているが、今後高齢化が進むと、彼らでは対応しきれなくなる

ことが予想され、プロの介護士の導入が必要になる可能性がある。そのためにも、高齢化対策

に対応できる専門家の養成を各関連省庁に要請することが急務となっている。  

また、社会保険制度は、1961年より実施されていた公務員および政府系企業従業員、軍人向
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けの制度が、1995年から労使拠出型制度として一般民間企業に適用されるようになったことか

ら、1995年を事実上の現行制度の創設と考えることができる。社会医療保険と同様に、ＵＣ

(Universal Coverage)化に向けた努力がはかられているが、医療保障に比べ、加入者拡大の

進捗
しんちょく

は遅れているのが現状である。2018年５月、社会保障カバレッジを段階的に拡大する、「社

会保険改革に関するマスタープラン（Master Plan on Social Insurance Reform:ＭＰＳＩＲ）」

を決議し、すべての国民が社会保障の恩恵にあずかることをめざしている。また、ベトナムの

高齢化に伴う制度の持続可能性が大きな課題となっている。2009年には、ＡＳＥＡＮ諸国では

先進的といえる失業保険制度が導入されている。 

 

② 生活保護制度 

ベトナムにおける社会保障サービスの歴史を振り返ると、独立直後の食料援助そして1954年

からの独居老人・障がい者・孤児に拡大されたことに始まる。1996年以降は医療、教育、仕事、

生活水準の向上などにもサービスの種類を広げて対象者のニーズにこたえている。ベトナムに

おける生活保護制度の基本はコミュニティによる支援が優先であり、コミュニティでも支えき

れないケースに関して生活保護費の支給、生活保護センター（各省設置）での保護ということ

になっている。 

 

③ 医療保険給付 

ベトナム医療保険には強制加入と任意加入とがある。強制加入医療保険においては公務員と

賃金労働者以外は保険料拠出の義務は無い。一方、任意加入医療保険は単一の制度ではなく、

児童・生徒が加入できる学校医療保険制度とそれ以外の人々のための地域医療保険とに区別す

ることができる。 

強制加入の医療保険については、保健省の定めた範囲で原則として２割の自己負担によって

保険診療を受けることができる。自己負担の上限は 低賃金の６ヵ月分を超えないこととされ

ており、それ以上の支払いは社会保険基金が行う。叙勲者、老齢年金受給者、貧困者は自己負

担無しの保険診療を受けることができる。公立の医療機関のみならず社会保険と契約していな

い医療機関を受診することも自由であり、その場合には公立医療機関への診療報酬と同額が支

払われ追加的な費用は自己負担となる。つまり、保険診療と自由診療を組み合わせる混合診療

が認められている。 

任意加入の医療保険の給付内容は制限されているが､初期医療や救急医療については十分な

保障が用意されている。２割の自己負担には上限が設定されており、保険料拠出期間に応じて

給付内容が増えていく仕組みとなっている。270日以上の保険料拠出期間があれば、出産育児

休業給付を受けることができる。さらに連続して２年以上の保険料拠出期間があれば､心臓外

科手術､腎臓検査、破傷風や狂犬病の予防接種といった特別給付を受けられる。任意加入の医

療保険の保険料率は強制加入の医療保険よりも低く抑えられており、しかも家族で同時に加入

すれば割引になる特典もついている。 
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④ 老齢年金給付、高齢者介護制度 

1995年改正以前の公的年金は公務員、国営企業被用者､軍人のみを対象にした制度であった。 

そのため年金支給総額に占める加入者の拠出割合が約10％、国費が約90％となっている。現

行の老齢年金給付制度において満額受給するための条件は、20年以上保険料を拠出し、男性60

歳･女性55歳に達していることである。30年以上保険料を拠出し60歳に達した男性あるいは25

年以上保険料を拠出し55歳に達した女性は、 高額の年金給付を受けることができる。過酷な

労働環境で15年以上働いた経歴を持つ場合には、20年以上保険料を拠出したことを条件に、男

性55歳・女性50歳から支給される。この条件緩和は、1975年４月末日以前に南ベトナムまたは

ラオスで10年間働いた経歴を持つ者、または1989年８月末日以前にカンボジアで10年間働いた

経歴を持つ者にも適用される。 

退職年金を受け取っていない80歳以上の高齢者は、老齢福祉手当として給付が受けられる。

貧困で、身寄りがない場合などについては60歳以上から支給される。貧困、身寄りがないなど

の場合は、社会保護センターに入居し、そこで生活することができる。社会保護センターは、

高齢者以外も対象になっているが、全国に418施設があり、そのうち195施設は公立、223施設

は民間、利用者数は約４万2,000人となっている。 

高齢者向けの介護施設は非常に少ない。民間の介護施設もあるが、入居料は高額であり、一

部の富裕層しか入居できない。それ以外の場合は、家族が介護することが一般的である。 

 

⑤ 労働災害保険 

労働災害給付は、職場はもちろん通勤途上の事故、職業病も対象に含まれる。強制保険の対

象として無期契約や１ヵ月以上の有期契約のベトナム人労働者、労働許可証を有する外国人労

働者も対象となる。労働者が複数の使用者と労働契約を締結している場合、各使用者が個別に

当該義務を負う(労働安全衛生法第43条２項)。ベトナムでは「労災保険」は強制加入ではなく、

任意加入となっている。 

労働能力喪失率が５～30％であったとき４ヵ月分の 低賃金にあたる一時金が支給される。

労働能力喪失率が31～100％であったとき 低賃金の0.4～1.6ヵ月分が毎月の給付として支払

われる。労働能力喪失率81％以上で、脊椎損傷、全盲、両腕または両脚の喪失、重度の精神病

の者がヘルパーをつける費用として 低賃金の80％を毎月補助する。 

四肢、耳、目、歯、脊椎などを損傷した者には、義肢装具､補助機器を供与する。労働災害

給付の受給者が職場復帰する際には、再度の労働災害防止がはかられるように社会保険機構に

よる審査を実施する。労働者が労働災害によって死亡した場合には、その家族は 低賃金の２

年分にあたる一時金を支給される。さらに遺族給付および葬祭費用給付の対象となる。 

 

⑥ 失業保険給付 

加入要件は10人以上の労働者を雇用している企業で、12ヵ月以上の雇用契約または無期雇用

契約のあるベトナム人であること、受給要件は、失業以前24ヵ月の間に、保険料納付期間が12

ヵ月以上ある場合である。平均給与の60％を支給、給付日数は失業理由などに応じて３～12ヵ

月となっている。 
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図表５ ベトナムにおける社会保障の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) マレーシア 

1) 社会的・文化的背景 

マレーシアは、マレー系、華人系、インド系などという人種構成の多様性があり、マレー人の

経済的不利益を補うための経済政策（ブミプトラ優先政策）がとられてきている。社会保障制度

はマレー系の人々を主体に構築され、非マレー系の人々は社会保障制度には全面的には包摂され

ていない側面もあった。また、他国に比べて制度への拠出増に対する国民側からの抵抗感が大き

いという特徴がある。 

しかも、マレーシアには、元来、家族の中で相互共済のしくみがあり、その家族システムが、

社会サービスの一部を提供してきた。これはコミュニティで困っている人を助けるための彼ら自

身の社会的ネットワークと社会サービスシステムで、不幸な人を助けるという彼らの文化、宗教

観とも関わっていた。しかし、女性の社会進出などの影響により、現実の事例からは、宗教が老

親の介護を救い上げられない状況にある。 

また、年金については、個人が口座をもち、資金を積み立てていく一種の強制貯蓄制度として

の「プロビデント・ファンド」と呼ばれる制度が大きな柱をなしているが、これはイギリスの植

民地時代の影響である。 

 

2) マレーシアの雇用・社会保険制度の概要 

① 医療制度など 

マレーシア政府は、2015年に第11次マレーシア計画（11ＭＰ）を発表した。この中では、経

済成長、インフラ整備、環境配慮、人材開発のほか、平等社会促進および福祉の改善について

政策の柱としている。しかし、マレーシアは、経済の拡大による雇用の増大こそが 大の社会

保障であるとの考え方で一貫しており、従来、社会的保護の一つである「ソーシャル・セーフ

ティネット」に対して、積極的に進めてきたとは必ずしもいえない。また高齢者介護制度につ

いては、ＮＰＯやコミュニティのボランティアへの依存が大きい。 

公的な医療保険、介護保険は存在していないが、医療については、政府予算の支出によりわ

ずかな自己負担で公立の病院・診療所を受診することが可能となっており、低所得者は、基本
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的には無料となっている。ただ、質の高い医療を提供する有料の民間病院などでは、負担が重

く、貧困層は利用することができない。企業は、従業員のために、民間の医療保険に加入して

いることが多いが、すべての労働者にいきわたっているわけではない。現在は、政府が社会保

険方式の医療保険制度を創設すべく検討を行っている。 

また、社会福祉としての高齢者、障がい者、支援を要する児童・家庭、貧困層などに対する

サービスが展開されている。高齢者生活支援のための施設福祉の対応はまだ不十分な状態であ

るが、高齢者のデイケアサービスや訪問介護サービスなどの在宅福祉サービスがはじまりつつ

ある段階にある。 

 

② 雇用保険制度など 

近年、高齢退職者の貧困問題、医療費の増大による政府予算の圧迫などを受け、各種社会保

険制度（医療、失業、年金）の整備の必要性が唱えられ、制度化が推進されてきた。しかし、

制度への拠出に対する抵抗感は根強い。例を挙げると、2018年１月に導入された雇用保険制度

（ＥＩＳ)に対し、使用者側は、解雇された労働者は解雇手当のほか、人的資源開発基金(ＨＲ

ＤＦ)を通じて職業機能訓練を受講できる。その上で、失業手当を支給するのは制度の重複で

あり、不必要だとして反対したほか、労働組合側もＥＩＳの導入に賛成するものの、拠出金の

負担に関しては異議を述べた。 

所得保障に関しては、公務員の社会保障制度である政府年金制度（ＧＰ：Government Pension）

と民間企業の被用者に対する被用者積立基金（ＥＰＦ：Employee Provident Fund）、従業員社

会保障機構（ＳＯＣＳＯ:Social Security Organisation）に分かれている。  

ＥＰＦは労働者と雇用者で給料の規定分を拠出して積み立てる強制加入制度であり、退職時

に受け取る積立基金制度である。その他、住宅購入や医療、進学時にも一部を引き出すことが

できる。ＳＯＣＳＯは主に労働災害遺族年金、疾病年金、教育ローンなどを給付している。 

自営業者や家事手伝い、外国人労働者などについては2018年、(公的)厚生年金である退職金

積立基金が開始された。 

 

図表６ マレーシアの医療保障制度の概要 
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③ 高齢者介護制度 

関係行政機関およびマレーシア全国福祉評議会の協働により運営されている高齢者向けデイケ

アセンター（アクティビティセンター：ＰＡＷＥ）、ボランティアによる家事手伝い・付き添い、

送迎サービスなどが行われており、これらを実施するＮＧＯなどには政府から補助金が交付されて

いる。 

 

５．おわりに～急速に進む高齢化の中で～ 

東南アジア諸国が直面する挑戦は人類が初めて経験するものかもしれない。中低所得国にもかか

わらず、少子高齢化が進んだ例は歴史的に見て少ない。人口動態の傾向から推測すれば、ほぼすべ

ての東南アジア諸国で高齢化が進むと考えられ、老齢人口は今後十数年で約２倍となることが予測

されている。マレーシアでは、100万～300万人、タイ、ベトナムでは500万～1,000万人、インドネ

シアに至っては2,000万人が今後10年間で高齢者の仲間入りを果たす。社会構造が変化しつつある

中で、近い将来に到来する高齢社会に備えて、年金、医療などの社会保障制度の整備を進めていく

と同時に、介護サービスのような、必要な現物給付のシステムを構築することが、目前に求められ

ているといえる。 

次表は、今回の調査対象国（インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア）の社会保障制度の概

況であるが、高齢者介護制度以外はどの国も、少なくとも形式上は、比較的整備されているが、高

齢者介護はかなり遅れをとっていることが分かる。 

高齢者介護制度が未整備であることには、既述のように特定の宗教団体や家族、（農村）共同体

による相互扶助が地域のセーフティネットの一端を担っていることが大きな理由である。 

 

図表７ 各国の社会保障制度整備の概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝統社会の中では、所得の面でも、介護の面でも、家族と地域社会での扶養が中心であったが、

産業の近代化とともに、その能力は失われていくのが普通であり、それに代わるものとしての新し
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い社会システムが求められる。高齢化の進展は、このような要請に拍車をかける。とはいえ、本報

告書の対象国では、すべてを公的な制度でまかなうことには限界があり、伝統的な慣行とともに、

新しいかたちを含めた相互扶助システムを反映させたかたちで社会保障制度を補っていくことも

重要な点であると考えられる。 

ほかにもいくつかの問題がある。１つは、いわゆる社会保障制度の確立にのみ、社会的な安定を

求めることは誤りで、社会保障と「職の提供を通じた生活保障」の連携の重要性については、改め

て強調しておく必要がある。特に若年者の失業問題は積極的に解決しなければならない。雇用創出

に必要な産業基盤を整えるとともに、実用的な技能取得のために職業訓練など職業能力向上に必要

な施策が求められる。このような施策はまたいわゆるインフォーマルワーカーの生活保障を検討す

る場合にも不可欠である。 

この意味で、アジア地域へ少子高齢化に備えた政策上の助言を与えるためには、（日本の）国際

援助機関と非営利組織、さらには民間部門などの相互補完的な関わりが一層必要となっていくこと

だろう。労働組合としてもそういった点に着目した支援のあり方を心がけたい。 
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国際労働組織のアジアでの活動 

 
 
 
 
  



 

 － 第 ５ 章 －  

国際労働組織のアジアでの活動 

 

 

第１節 国際労働機関（ＩＬＯ） 

１．ＩＬＯの概要 

(1) ＩＬＯの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＬＯは、国連機関の中では唯一、政策策定や計画立案時に経済を動かすパートナーである労使

代表も政府と等しく発言する権利を持つという政労使の三者構成をとっている。 

国際労働基準とＩＬＯの広範な政策は、毎年開かれる総会で設定される。総会は、世界の労働問

題、社会問題を討議し、加盟国はそれぞれ、総会に４名の代表（政府２名、労使各１名）を送る権

利を持っている。 

年１回開かれる総会から次の総会までの間のＩＬＯの業務は、政労使の代表で構成される理事会

が指揮する。 

その他、職業訓練、経営開発、労働安全衛生、労使関係、労働者教育、女性と若年労働者の問題

などを取り扱う専門家会議、また、それぞれの地域にとって特別に関心の深い問題を検討するため、

ＩＬＯ加盟国の地域会議も開かれている。 

 

(2) ＩＬＯの活動の目的と活動分野 

ＩＬＯの活動の目的は、全世界の働く人々のために社会正義を促進することである。そのために、

労働条件を改善するための国際的な政策や計画の立案、これらの政策を実施するうえで各国政府に

とって指針となる国際労働基準の作成、これらの政策が実際に効果を発揮するための各国に対する

技術援助を行っている。さらに、政策や計画を実施する中で、労働者、使用者に対する教育や訓練、

様々な調査も実施している。 

ＩＬＯが作成する国際労働基準には、２つの形式があり、条約と勧告がある。条約は、それを批

准する加盟国に対し、その条項を実施する義務を負わせるものである。勧告は、各国の政策や立法、

行政の指針となるが、法的拘束力はない。 

1998年の第86回総会では、「労働者の基本的原則及び権利に関するＩＬＯ宣言とそのフォローア

ップ」が採択された。宣言では、ＩＬＯ加盟国が①結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認、②
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強制労働の廃止、③児童労働の撤廃、④雇用及び職業における差別の排除、の４分野の基本的権利

における原則を尊重し、促進し、かつ実現する義務を負うとされている。このため、４分野に対応

する８つの中核的基本条約（「結社の自由及び団結権の保護に関する条約（87号）」「団結権及び団

体交渉権についての原則の適用に関する条約（98号）」「強制労働に関する条約（29号）」「強制労働

の廃止に関する条約（105号）」「就業の 低年齢に関する条約（138号）」「 悪の形態の児童労働の

禁止及び廃絶のための即時行動に関する条約（182号）」「同一価値の労働についての男女労働者に

対する同一報酬に関する条約（100号）」「雇用及び職業についての差別待遇に関する条約（111号）」）

については、すべての加盟国は、未批准の場合でも尊重し、促進し、かつ実現する義務を負うこと

とされている。 

また、世界の労働力の半数が属していると見られ、タイでは労働力人口の６割が属しているなど

アジアにおいてもインフォーマルセクターで働く人が多く存在している。このため、ＩＬＯは2015

年の第104回総会において「インフォーマルからフォーマル経済への移行に関する勧告」を採択し

た。勧告では、「法または実務上、公式の取り決めの対象となっていない、公式の取り決めが十分

に適用されていない労働者及び経済単位の行うあらゆる経済活動（不正な活動は含まない）」をイ

ンフォーマル経済と定義し、インフォーマル経済の労働者のフォーマル経済への移行を円滑化する

ことなどの手引きを提供している。 

ＩＬＯは、条約を批准した国の条約の履行状況を監視し、労働組合などからの権利侵害の訴えに

ついて調査する特別手続きも備えている。さらに、ＩＬＯの専門家は、技術協力計画にもとづき、

職業訓練、経営技術、雇用政策、労働安全衛生対策、社会保障制度などの分野に関して、加盟国に

援助を提供している。 

なお、ＩＬＯの活動の主要戦略目標として、以下の４つの目標が掲げられている。 

①仕事の創出－必要な技能を身につけ、働いて生計が立てられるように、国や企業が仕事を作り

出すことを支援する。 

②社会的保護の拡充－安全で健康的に働ける職場を確保し、生産性も向上するような環境の整備、

社会保障の充実をはかる。 

③社会対話の促進－職場での問題や紛争を平和的に解決できるように、政・労・使の話し合いを

促進する。 

④仕事における権利の保障－不利な立場におかれて働く人々をなくすため、労働者の権利が保障、

尊重されるようにする。 

 

２．ＩＬＯの開発協力 

ＩＬＯは、120の開発パートナーによる支援のもと、100ヵ国以上で600件を超えるプログラムや

プロジェクトを実施している。開発協力を通じて、持続可能な開発を実現するために、政労使の技

術・組織・制度上の能力の育成を行っている。 

プログラムやプロジェクトの財源は、ＩＬＯの通常予算または開発パートナーからの任意拠出金

によって賄われている。任意拠出金はＩＬＯの自己資金を補完するもので、国別活動やグローバル

活動に配分されている。 
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(1) ＩＬＯの開発協力の活動分野 

① 児童労働 

過去10年間にわたり、ＩＬＯの支援のもと、60を超える国々が、自国の法的枠組み（約200の

法律）をＩＬＯの児童労働条約にあわせて修正した。ＩＬＯの専門家委員会は、第138号および

第182号条約の適用に関する定期的な検討において、改善を示すコメントの数が2004年から７倍

に増えたと指摘している。国レベルでは、ＩＬＯは児童労働への取り組みを目的とする200件を

超えるプロジェクトを実施している。 

これまでに、「過去15年間に、世界中の約110ヵ国において100万人近くの子どもたちが、ＩＬ

Ｏプロジェクトによって児童労働から抜け出したか、児童労働に新たに従事することを免れた」

「児童労働に従事している子どもの総数が、2000年の２億4,600万人から、2017年には１億5,200

万人と、30％減少した」などの成果が得られた。 

 

② 雇用集約型投資 

雇用集約型投資は、インフラ開発と雇用創出、貧困削減、および現地の経済的・社会的発展と

を結びつけるものである。 

成果として、「2013年から東ティモールにおいて、就業日数611,000日分の直接短期雇用を創出

した」「2014年からネパールの人口の半分以上がくらす33地区で現地インフラ開発を支援した」

などの例がある。 

 

③ 社会的保護 

ＩＬＯは２つの方法で、各国と協力して社会的保護の拡大に努めている。一つめは、社会的保

護の土台（社会的保護基盤）、すなわち必要不可欠なヘルスケアと所得保障への普遍的アクセス

を確保する、基本的な社会保障制度の迅速な実施を進めることである。そしてもう一つは、より

高い水準の恩恵を漸進的にできるだけ多くの人々に提供するために、既存の社会的保護制度を改

善することである。 

過去10年間の実績として、社会的保護基盤（136ヵ国）、国家社会的保護戦略（34ヵ国）、医療

保障制度（30ヵ国）、児童手当制度（21ヵ国）、出産給付制度（20ヵ国）、失業保険制度（20ヵ国）、

公共雇用計画（31ヵ国）、老齢年金制度（43ヵ国）の整備を行った。 

 

④ ベターワーク（より良い仕事） 

ベターワーク（2009年に始動したＩＬＯ／国際金融公社（ＩＦＣ）プログラム）は、60社以上

の世界的な衣料品ブランドと1,500の工場との関与のもと、300万人を超える工場労働者の労働条

件を改善してきた。 

成果として以下の事例が挙げられる。 

・ヨルダンにおいて移民労働者の代表が業界全体の団体協約に参加できるようになった。工場

では、労働安全・衛生条件の遵守が50％改善され、適正な 低賃金および手当ての支払いが

100％改善された。ヨルダン・プログラムは、23のブランドと小売業者の関与のもと、77工

場の65,000人の労働者に裨益
ひ え き

した。 
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・カンボジアで、55万人もの労働者が家族に仕送りを行い、受け取った家族がこれを年少の家

族の教育費や医療費に充てたことにより、プログラムの影響が拡大した。カンボジア・プロ

グラムは49のブランドと小売業者の関与のもと、550工場に裨益した。 

・ベトナムでは、ベターワークに参加した工場の65％で総売上が増加し、62％で生産能力が拡

大し、60％で雇用者数が増加した。ベトナム・プログラムは57のブランドと小売業者の関与

のもと、502工場の69万人の労働者に裨益した。 

 

３．日本政府によるアジアへの支援 

日本政府による支援のもと、アジア・太平洋地域においてＩＬＯが行っている技術協力は、1974

年に「アジア地域婦人労働行政セミナー」を実施したことから始まっている。1980年代には日本の

支援は、個々の開発プロジェクトを地域全体で実施するまで拡大した。 

政府、労働者団体、経営者団体やその他の組織との緊密な協力により、日本が財政支援している

プロジェクトは、失業、社会保護、児童労働、移民労働、安全衛生、グリーンビジネス、インフォ

ーマル経済のフォーマル化などその国が抱える課題に対応したものとなっている。 

日本は、ＩＬＯへの分担金拠出額が２番目に大きい国であり、ＩＬＯのプロジェクトに対する支

援額（任意拠出金）は年間400万米ドル程度である。 

 

(1) 2017年度の「日本／ＩＬＯマルチ・バイプログラム」の実施事業 

日本が資金拠出するプロジェクトは、現在20を超えるＩＬＯ加盟国で行われている。 

①「アジア地域における労働安全衛生活動促進支援事業」 

②「ベトナムにおけるＩＬＯ中核的労働基準にもとづく新たな労使関係枠組み推進事業」 

③「アジアにおける社会的責任のある労働慣行を通じたよりよい仕事のためのプロジェクト」 

④「アジア太平洋地域の技能と就業能力プログラム」 

⑤「アジアにおける社会的保護制度整備支援事業」 

⑥「 適な安全・環境配慮・労使関係の慣行共有による持続可能な産業・労働環境育成プロジ

ェクト」 

⑦「アジア地域等における社会セーフティネット構築のための基盤整備等支援事業」 

 

(2) アジア地域における社会セーフティネット基盤支援整備基金（ＳＳＮＦｕｎｄ） 

ＳＳＮは総額400万米ドルを超える基金で、アジア地域における社会セーフティネット構築の基

盤となる、政府系調査研究機関の能力向上・ネットワーク支援、労使関係団体の活動支援、民間援

助団体の評価・指導・ネットワーク化、災害復旧への支援など、被援助国のニーズに応じた様々な

支援を行っている。 

 

(3) アジア太平洋地域技能就業能力計画（ＳＫＩＬＬＳ―ＡＰ） 

日本が参加するこのＩＬＯの地域プログラムは、アジア太平洋地域における職業訓練に関する専

門知識、経験、資材、施設等を相互に活用した職業訓練分野での技術協力を推進し、これらの諸国

の職業訓練および技能水準の向上、雇用の拡大、ひいては経済・社会開発の促進を目的としている。
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セミナーやワークショップなど、様々なかたちで職業訓練の向上に貢献している。 

 

４．ＩＬＯによるアジア各国での活動 

ＩＬＯは、アジア地域ではタイのバンコクにアジア太平洋地域総局、国ごとに地域事務所を置き、

ジュネーブのＩＬＯ本部の決定にもとづき主にＩＬＯ条約の浸透をはかる活動を行っている。本書

ではタイ、インドネシア、ベトナム、マレーシアにおけるＩＬＯの活動を紹介する。 

(1) タイ 

① ディーセントワーク国別プログラム 

中所得国であるタイにおけるＩＬＯの活動は、長年にわたって、雇用や開発問題よりも結社の

自由、団体交渉、差別待遇、児童労働、人身売買、移民労働者の権利など、労働者の権利に重点

をおいた活動を行ってきた。 

現在のＩＬＯの活動の重点分野は以下の３つである。一つ目は、「社会サービスと社会的保護

へのアクセスの拡大」であり、社会保障の適用範囲、規定、運営の拡大や改善を行う。そのため、

政府に対して職場で起きる健康や安全の問題に関する取り組み方法への支援、さらには移民労働

者およびインフォーマル経済の労働者を含むすべての労働者に対する適切な保護を行っている。

二つ目は、「労働監督の機能強化」であり、明確に雇用関係が定義されていない労働者に対する

労働条件、法的保護をサポートすることである。三つ目は、「中核労働基準に関係する社会パー

トナーの制度面の能力向上」であり、結社の自由、団体交渉（87号条約、98号条約）の批准のた

めの支援、労働関係法（1975年制定）の見直しの支援を行うことである。 

 

② 主なプロジェクト 

ＩＬＯは、タイに対するプロジェクトとして、現在３件のプロジェクトを実施している。 

一つ目は、「アジアにおける責任あるサプライチェーン」というテーマで実施されている。こ

れは、アジア地域において企業がサプライチェーンの中で、人権、国際的な労働基準や環境基準

を尊重することをより高めることを目的としている。ＯＥＣＤと共同で実施しているものであり、

日本、中国、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、タイの６ヵ国で2018年に同時に開始した。 

二つ目のプロジェクトは、ＩＬＯの中核的労働基準の一つである「強制労働に関する条約（29

号）」にもとづいて、その適用が行われることを目的として2016年から実施されている。具体的

には、政府の関係機関への機能強化をＩＬＯが支援し、現在のタイの法律や制度が人身売買や強

制労働をなくすために必要とされるものに変更することを支援するものである。 

三つ目のプロジェクトは2016年にスタートした、タイの水産業において近年深刻な人権侵害や

労働搾取が行われているとの報告にもとづき、そうした劣悪な環境での労働をなくす取り組みで

ある。タイの水産業で働く人の多くは、ミャンマー、ラオス、カンボジアからの出稼ぎ者である。

このため、入国管理体制の強化や、水産業者に対する規制や監視の強化を支援している。 

 

(2) インドネシア 

① ディーセントワーク国別プログラム 

1950年にインドネシアがＩＬＯに加盟して以来、ＩＬＯとインドネシア側とで緊密に連携して
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活動を行っている。現在も、インドネシア労働移住省、インドネシア経営者団体（ＡＰＩＮＤＯ）、

および３つの主要な労働組合である全インドネシア労働組合総連合（ＫＳＰＳＩ）、インドネシ

ア福祉労働組合総連合（ＫＳＢＳＩ）、インドネシア労働組合総連合（ＫＳＰＩ）と連携して活

動している。 

ＩＬＯの活動は、インドネシア政府の優先度を考慮し、政労使の三者を構成している組織に焦

点を当て、2012年～2015年のディーセントワーク・国別プログラムでは、「包摂的、持続的な成

長のための雇用創出」「効率的な雇用管理にもとづく健全な労使関係」「すべての人のための社会

的保護」の３点を優先分野として定めている。 

 

② 主なプロジェクト 

インドネシアでは、上記の「ディーセントワーク国別プログラム」にもとづいて、2018年時点

で、18のプロジェクトがＩＬＯによって実施されている。そのうち、日本政府が拠出する資金に

よって実施されているのは、「ロンボックでのエコツーリズムを通じた自然災害への対応」

「Junior Professional Officer（ＪＰＯ）（注）派遣制度」「インドネシア国家徒弟制度プログ

ラムの見直し」「アジアにおける社会的保護の確立と促進」の４つである。 

「ロンボックでのエコツーリズムを通じた自然災害への対応」では、バリ島のロンボックで

2018年８月に２度、マグニチュード６を超える地震が発生したことを踏まえ、早期の復興をめざ

して、ＩＬＯとしてもこれまで蓄積してきた災害への対策法の普及、グリーンツーリズムの普及

についての支援を2018年から行っている。 

「インドネシア国家徒弟制度プログラムの見直し」では、インドネシア政府が国の徒弟制度プ

ログラムの見直しを行っていることに対し、政府、使用者、労働者の三者が話し合いで進めてい

くことに対する支援を2017年から実施している。 

「アジアにおける社会的保護の確立と促進」は、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の達成に

向けて、アジア地域での貧困をなくすために実施されているもので、2011年からＡＳＥＡＮ地域

で、日本とＩＬＯが協力して実施しているものである。2016年から始まった３期目のプロジェク

トでは、インドネシア、ベトナム、ミャンマーにおいて、社会的保護の適用率を増やす取り組み

を実施している。 

 

（注）ＪＰＯ派遣制度とは、外務省が派遣取り決めを結んでいる国際機関に対して、日本人を派

遣する制度。ＪＰＯは当該国際機関の職員として勤務しながら、国際機関の正規職員をめざす。 

 

(3) ベトナム 

① ディーセントワーク国別プログラム 

ベトナムにおけるＩＬＯ活動の目的は、労働者の権利の向上、ディーセントな雇用機会の創出、

社会保護の強化、労働に関する問題についての対話の促進である。 

ベトナム政府（労働・傷病兵・社会問題省）、ベトナム労働総同盟（ＶＧＣＬ）、ベトナム商工・

産業会議所、ベトナム協同組合連合とＩＬＯが連携し、政策アドバイス、能力開発、技術協力を

通じて、男女に対して、より良い仕事へのアクセス向上、彼らの生活に影響する決定事項に対す
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る意見を述べる機会への門戸を開く支援を行ってきた。 

ＩＬＯとベトナム側との協力における主要課題は、グリーンジョブ、能力開発、労働統計、労

使関係の発展、職場の安全衛生、社会保障である。ＩＬＯと三者構成組織との協力の枠組みにお

いては、国際労働基準とジェンダー平等は、上記の主要課題において、相互に関係して中心に置

くべき課題としてとらえている。 

現在、ＩＬＯベトナム事務所は、2017-2021ディーセントワーク国別プログラムを実施してい

る。その中には、2006-2010および2012-2016の期間のプログラムにも盛り込まれた 初の２つの

成功したディーセントワーク国家協力体制の継続も含まれている。 

ＩＬＯと三者構成組織（政府、労働者団体、経営者団体）が定めた３番目のディーセントワー

ク国別プログラムでは、ベトナムが直面しているディーセントワークを実現するための課題に取

り組むことをねらいとしている。 

プログラムの３つの優先課題として、「正規雇用の促進と持続可能な起業機会の環境整備」「す

べての国民に対する社会保護の拡大による貧困削減と 貧困層が従事する劣悪な仕事の削減」

「労働者の基本原則と権利に準拠した効果的な労働市場管理の構築」が定められている。 

 

② 主なプロジェクト 

ベトナムでは、上記の「ディーセントワーク国別プログラム」にもとづいて、2018年時点で、

23のプロジェクトがＩＬＯによって実施されている。このうち、日本政府の資金拠出によって行

われているプロジェクトは、「労働の基本原則と権利に関するＩＬＯ宣言を尊重した新しい労使

関係の構築」「アジアにおける社会的保護の確立と促進」「アジアにおける社会的責任のある労働

慣行を通じたより良い雇用」の３つである。 

「労働の基本原則と権利に関するＩＬＯ宣言を尊重した新しい労使関係の構築」は、結社の自

由や団体交渉権にもとづき、より効果的な労使関係を構築し、持続可能で包摂的な経済発展をめ

ざすものである。具体的には、社会対話や技術的なアドバイスを通じた規制の見直し、労働行政

の強化、労働組合の強化をはかる取り組みを2016年から実施している。 

「アジアにおける社会的保護の確立と促進」は、2016年から始まった３期目のプロジェクトで、

インドネシアと同様に、ベトナムにおいても社会的保護の適用率を増やす取り組みを実施してい

る。 

「アジアにおける社会的責任のある労働慣行を通じたより良い雇用」は2015年から開始され、

ベトナムにおいて25万人が雇用されている電機産業において、多国籍企業を中心に企業の責任あ

る労働慣行の適用を促す取り組みを実施している。 

 

(4) マレーシア 

① マレーシアにおける優先分野 

マレーシアは中所得国として、ＩＬＯによる技術的な関わりは、全国規模の労働団体、経営者

団体および政府の能力開発、対話の実施、技術的なアドバイス、国際労働基準の批准と適用促進

に重点を置いている。 

「第11次マレーシア計画（2016-2020）」と「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」にもとづき、
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2018-2020ディーセントワーク国別プログラムは策定された。優先項目として、「国際労働基準に

もとづく労働法の改正」「企業や労働者の将来のニーズを満たす程度の国の能力強化」「国際労働

基準とＩＬＯ労働移動に関する多国間枠組みにもとづく移民労働者および労働移動への保護強

化」「特定の分野における社会保護と所得保障策の強化」が定められている。 

現在のＩＬＯのプロジェクト事務所は、クアラルンプールにあり、10人のスタッフが５つの技

術協力を行っている。 

 

② 主なプロジェクト 

現在、マレーシアで行われているＩＬＯのプロジェクトは、「移民家内労働者とプランテーシ

ョン労働者の権利保護」「強制労働に関するグローバルアクション」（マレーシア国内版とマレー

シア、モーリタニアなどを含む国際版の２つ）、「労働の基本原則と権利に関するＩＬＯ宣言を尊

重した新しい労使関係の構築に寄与する労働法と労働行政の改善」「能力強化とアドボカシーを

通じた移民労働者の権利保護」の５つが実施されている。 

「移民家内労働者とプランテーション労働者の権利保護」では、マレーシアの関係省庁、イン

ドネシア政府、バングラデシュ政府、労働組合などと協力して、マレーシアに家内労働者および

プランテーションでの労働者として出稼ぎに来るインドネシア人、バングラデシュ人の労働者と

しての権利を維持向上するための取り組みを実施している。 

「労働の基本原則と権利に関するＩＬＯ宣言を尊重した新しい労使関係の構築に寄与する労

働法と労働行政の改善」では、労働法の見直し、労働行政の強化をはかる取り組みを2016年から

実施している。 

「能力強化とアドボカシーを通じた移民労働者の権利保護」では、現在劣悪な労働条件下にあ

る移民労働者が法的に守られ、適正な働き方ができるように、労働組合の能力強化、労働者に対

する労働の権利に関する情報の周知などを2015年から実施している。 

「強制労働に関するグローバルアクション」では、強制労働に関するＩＬＯの議定書の批准と

勧告の実施に向けた取り組みをマレーシア国内および地球規模で2015年から実施している。 
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第２節 国際労働組合総連合（ＩＴＵＣ）および 

国際労働組合総連合アジア太平洋地域組織（ＩＴＵＣ―ＡＰ） 

国際労働組合総連合アジア太平洋地域組織（ＩＴＵＣ－ＡＰ）は、国際労働組合総連合（ＩＴＵ

Ｃ）の地域組織である。ＩＴＵＣ優先事項を前進させることを使命とする一方で、独自の規約、ガ

バナンス機構、そして自らの政策と活動を決定する自治権を有する。ＩＴＵＣの組織人員は163の

国と地域、331組織、約２億人、ＩＴＵＣ－ＡＰは34の国と地域の59組織、約2,400万人の労働者を

代表する。2,400万人というのは、加盟組織である各ナショナルセンターがＩＴＵＣおよびＩＴＵ

Ｃ－ＡＰに対して登録している人員である。加盟組織、特に途上国のナショナルセンターは加盟費

を抑えるために過少登録する傾向があり、ＩＴＵＣ－ＡＰが代表する労働者は実質的には6,000万

人を超える。 

本節では、国際労働運動が特にアジア・太平洋地域において直面する課題を整理し、ＩＴＵＣ－

ＡＰの目的を再定義し、それらを達成するためにどのようなアプローチをとっていくのかを解説す

る。 

 

１．課題の分析 

(1) 労働ガバナンスの欠如 

第16回ＩＬＯアジア太平洋地域会議（インドネシア・バリ、2016年12月６日～９日）では、アジ

ア・太平洋の政労使の代表が「バリ宣言」を採択した。「バリ宣言」は、不安定雇用の増大、所得

格差の拡大など、アジア・太平洋の主要な課題を整理している１。 

労働に関する問題は、今私たちが抱える問題の中で、 も深刻なものの一つである。例えば、環

境問題は、これまで長い間、様々な方法で地球の資源を利用してきた労働者のことを考慮せずに解

決することはできない。労働問題は貧困や格差と密接な関係があり、多くの人々が、働くことが公

正に報われていないと感じていることが戦争や紛争そしてテロリズムの背景にあると広く認識さ

れている。また、人工知能（ＡＩ）などの技術革新が、人間の尊厳と両立するかたちで進歩してい

くことを担保するためには、雇用への潜在的影響を考えなければならない。労働問題は、単に働く

者の問題ではなく、すべての人々そして地球全体に影響する問題である。 

そして、ここで問題視しなければならないのは、前述したように膨大な課題が私たちの前に立ち

ふさがっていることではなく、そのような課題を解決していくための術
すべ

が労働者に担保されていな

いことである。労働問題は、政府、使用者、労働組合そしてその他の関係するステークホルダーが

ともに声をあげ、議論し、行動してこそ も効果的に解決しうる。社会対話あるいは三者構成主義

の有効性については、特に政労使の間では長年にわたって共有されてきたにもかかわらず、このよ

うなメカニズムが機能していない、あるいは存在すらしていないのがこの地域の現実である。 

アジア・太平洋の多くの国で、労働組合の活動あるいはその存在自体が、国内法制度によって制

限されている。ＩＬＯの「結社の自由及び団結権保護条約（87号、1948年）」と「団結権及び団体

交渉権条約（98号、1949年）」は、各国政府が労働基本権を遵守していくために国内法を整備して

いくうえで基礎となるべき国際法である。しかし、この地域のＩＬＯ加盟国の約５割が87号を、約

４割が98号を未批准である。このことからも、労働組合に課せられた制約の大きさをうかがうこと

ができる。このような状況は、組織化の可能性を阻み、労働組合が使用者に対して対等な地位を築
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いていく大きな阻害要因となっている。 

しかし、労働ガバナンスといっても、一つの正解やモデルがあらかじめ用意されているわけでは

ない。複雑に異なる利益が内在する地球共同体を包み込んでいくためには、途上国の職場からグロ

ーバル・サプライチェーンの経営まで、あるいは地方、国、国際的なルールの決定と実践において、

そして企業、政府、国際機関の取り決めと執行過程など、労働問題と直接的あるいは間接的に関わ

るあらゆる場面で、関係するステークホルダーが協力しうるメカニズムが整えられなければならな

い。 

 

(2) 不安定雇用の拡大と労使関係の立ち遅れ 

アジア・太平洋地域では、途上国、先進国にかかわらず、非正規、パートタイム、派遣、契約労

働などの不安定雇用に従事する労働者が増加している。経済難民は急増し、インフォーマル経済は

拡大し、若年者の失業率は依然高い。男女間賃金格差は大きく、女性は労働市場において不利益を

被り続けている。これらのディーセントワークの欠落は、全体の賃金など労働条件を引き下げ、格

差を拡大し、貧困を固定化し、多くの人々に将来に希望が持てないその日ぐらしを強いている。 

さらに、労働の世界は、デジタル化とそれを基盤とした新たなビジネスの形態に大きく影響を受

けている。デジタル化は、生産性を向上し、肉体的ダメージを与える過剰な労働を回避し、いつど

こで働くかをより自由に決定できることを可能にし、労働者の経済状態を改善しうる可能性がある

一方で、雇用喪失、雇用環境の不安定化、伝統的な労使関係の限界など負の影響をはらんでいる。 

ところが、経済や労働の変化に対して、労働組合は十分に対応できていないのが現実である。先

進国においては、企業と労働者の個別的な雇用関係の比重が高まり、個々の労働者の処遇や評価を

めぐる個別苦情処理の必要性も増している。労働組合は、低い組織率を反転することができず、ま

た個々の労働者の多様化するニーズに十分に対応できないまま、集団的労使関係の恩恵を受けられ

ない労働者が拡大している。公共サービスにおいてはアウトソーシングや民営化が進み、労働組合

は、質の高い公共サービスを実現するために欠かせない公務労働者の公正な労働条件を確保する機

能を十分に果たせなくなっている。このような労使関係の構造的な立ち遅れは、先進国の共通の課

題となっている。 

インフォーマル経済が拡大し、労働法制が整備されていない途上国においては、労使関係の立ち

遅れはすでに常態化している問題である。しかし、グローバル・サプライチェーンが世界中に張り

巡らされている現在、先進国と途上国の労使関係の相互関係性はかつてなく大きく、進出元（先進

国）の労使関係の立ち遅れは、単に特定の職場・企業に影響を与えるだけでなく、進出先国全体の

労働ガバナンスの欠如の潜在的な原因ともなっている。しかし、先進国の労使、行政や議会の「労

使関係の立ち遅れの連鎖反応」に対する危機意識は、「雇用の流出」といった別次元の問題の陰に

隠れて、依然低いレベルのままである。 

 

(3) 経済的勢力の規制緩和 

企業は、グローバリゼーションの原動力であり、主な受益者である。グローバル・サプライチェ

ーンを地球全体に覆いつくし、国内労働市場と国内経済に大きな影響力を与えている。政府の権限

に対してさえ強大な影響力を及ぼし、税の軽減、住民の強制的な立ち退きによって収用された土地
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の提供、環境基準の低減などの優遇措置を受けている。 

企業の金融化による金融市場の拡大は、優越な企業の影響力を増大し、格差の拡大と生産性向上

の鈍化の潜在的な原因となっている。結果として、労使関係に重要性を見出してきた長期的な持続

可能性を追求するビジネスモデルは衰退し、近視眼的な企業モデルが隆盛してきた。さらに、グロ

ーバリゼーションと技術革新の進展は、資本とサービスの提供における国際分業化を促進し、ビジ

ネスのスピードを加速し、企業行動の盲点を作り出し、企業自身も把握できない多くのコンプライ

アンスに関する問題を発生させてきた。 

アジア・太平洋の途上国は、域内の先進国や新興国に加えて、欧米諸国の生産拠点となってきた。

自社の生産性を向上し、雇用創出と国民所得増加に寄与し、その国において継続的に事業をめざす

企業ばかりではない。近視眼的企業経営は、労働を単なるコストととらえ、労働条件や労働環境を

極力低い水準にとどめようとする。例えば、 低賃金が上昇すると即座に生産拠点を移動し、また

そのことを政府に対して賃金抑制の圧力とする企業は少なくない。そして、中国の投資が急激に増

加している。大量の国内移民を、近隣国の開発事業に従事させ、開発が終了すれば労働者を引き揚

げる。南アジア、東南アジアの建設現場では、日陰を探して休息する中国の労働者を多く見かける。 

適切な規制を受けない企業行動は、こうした国際秩序の不安定性を加速し、これらの諸条件が労

働のガバナンスに与えてきた、そして今後与えうる影響は甚大である。20世紀を通して産業民主主

義の道筋を築いてきた、社会対話や三者構成主義に深刻な影響を与えている。 

 

(4) 国内労働運動の政治的被支配 

アジア太平洋以外にも見られる傾向ではあるが、政府や政党、資本からの独立性、あるいは民主

的な組織運営という点で、「労働組合」としての妥当性に疑問がある労働組合が少なくない。さら

に、政府・政党との距離や労使関係に関する考え方の違いにより、労働運動が分裂しているという

現実がある。労働組合が特定の政党を支援し協力関係を築くことは、自らが求める政策制度を実現

するための当然の手段である。しかし、労働組合が政党に対して政治的動員を行うのではなく、労

働組合が政党の政治的支配を受ける例が多く見られる。 

労働組合の政治的被支配の例としてバングラデシュをあげる。同国は、1990年の民政化以降、バ

ングラデシュ民族主義党（ＢＮＰ）とアワミ連盟の２大政党のいずれかが政権を担ってきた。現在

はアワミ連盟が政権党である。ＩＴＵＣ加盟組織は６つあり、そのうち組織人員という点で主要組

織であるバングラデシュ民族主義労働組合連合（ＢＪＳＤ）はＢＮＰ、労働組合連盟（ＪＳＬ）は

アワミ連盟と密接な関係にある。ＩＴＵＣ加盟組織で構成するＩＴＵＣバングラデシュ協議会（Ｉ

ＴＵＣ－ＢＣ）、あるいはそれら６組織を含む14ナショナルセンターで構成する労働者共闘プラッ

トフォーム（ＳＫＯＰ）という共闘組織があるが、政府への共同要請を行う場合でも、政権党に近

いナショナルセンターは参加しない場合が多い。バングラデシュでは、現在、労働法改正が行われ

ている。ＩＬＯの勧告を受け、政府は三者諮問委員会を設置し、そこにはＩＴＵＣ加盟６組織をは

じめとする主要ナショナルセンターの代表が参加しているが、実質的な議論には政権政党系のナシ

ョナルセンターのみが参画している。そのナショナルセンターは必ずしも、議論経過をその他のナ

ショナルセンターと共有するわけでも、議論にＩＴＵＣ－ＢＣやＳＫＯＰの意見を反映するわけで

もない。 
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ＩＴＵＣ－ＡＰは、長く続くＩＴＵＣ－ＢＣ内の分裂あるいは連帯の欠如を解消するため、ＩＴ

ＵＣ－ＢＣ事務局の権限を強化することを試みた。６組織の持ち回りでこれまで１年間であった事

務局長の任期を２年にし再任を可能とした。また、６組織から事務局経費を徴収することを推奨し

それが実行された。加盟費を払うことにより、６組織の「ＩＴＵＣ－ＢＣは自分たちの組織」とい

う所有者意識が醸成することを期待した。例えば政府に対する政策要求行動に、ＪＳＬが参加する

など、少しずつではあるが結果があらわれている。 

一方で、加盟組織の支持する政党が政権についている場合は、そういった関係を利用することも

ある。具体的な事例を紹介することは差し控えるが、例えばＩＬＯの監視機構で指摘されている事

項、あるいは市民社会団体が問題視している事項を、政府のトップあるいは省庁に申し入れること

で、改善につながった事例は少なくない。 

 

(5) 援助組織の錯綜
さくそう

 

途上国の労働組合の多くは、先進国の労働組合あるいはそれらと密接な関係にある組織（「ＴＵ

ＳＳＯｓ」労働組合連帯支援組織）の援助を受けている。日本の連合、ＪＩＬＡＦ、産業別労働組

合も、この地域での建設的労使関係の構築に向けた支援を続けており、企業をはじめとする日本の

プレゼンスが高まるにつれ、このような日本の労働組合の取り組みは一定の評価を受けてきた。 

しかしＴＵＳＳＯｓの中には、建設的労使関係つまり対話型の労使関係を好意的に受け入れない

組織もある。ほとんどのＴＵＳＳＯｓは、政府の資金や組合費を途上国援助の財源としている。そ

のため、自国政府の外交政策を援助活動の中で実現するといった制約があったり、あるいは自国の

労使関係を被援助労組に推奨する傾向が強い。人権保護を優先する組織、あるいは対立的な労使関

係が常態化されている国の組織から見ると、建設的な労使関係を推奨する団体の援助が「資本への

従属」あるいは「過剰な協調関係」を途上国労働組合に押しつけているとの批判を受けることもあ

る。 

一つの国で複数のＴＵＳＳＯｓが複数の労働組合を支援するケース、あるいは一つの労働組合が

複数のＴＵＳＳＯｓの支援を受けるケースなど、援助組織と被援助組織の錯綜的構図が、途上国の

労働運動を分断し、国レベル、地域レベルの連帯のリスクになる可能性は否めない。さらに、援助

組織への財政面での無規律な依存は、組織を拡大し、組合費を徴収し、財政的に自立するという労

働組合の独立性や民主性を損ねる結果になることもある。 

ＩＴＵＣ－ＡＰは、例年アジア・太平洋地域で活動するＴＵＳＳＯｓを一堂に招き意見交換を行

っている。アジア太平洋全体そして個別の国における優先事項とそれを達成するための活動をそれ

ぞれ報告する場を設定している。それと並行して、ＴＵＳＳＯｓが開催するセミナーやワークショ

ップに出向き、ＩＴＵＣ－ＡＰを説明するなど、援助全体の効率性を向上するとともに、それぞれ

の活動の方向性をあわせるなど、少なくとも葛藤を回避するための調整につとめている。 

 

２．目的の再定義 

(1) 社会正義の追求 

歴史を振り返ると、労働運動は絶えず社会正義の実現を追求し、不条理と闘ってきた。社会正義

や社会的不条理が意味するものは、時代や場所によって異なってくるが、市場の暴走を目の当たり
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にしてきた今、平等や包摂といった価値を実現することこそが社会正義であると収斂
しゅうれん

されているよ

うに感じる。 

その点で、2015年に国連の「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が採択された意義は大きい。前

身の「ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）」が途上国の絶対的貧困を解消することを目的にしていた

のに対し、ＳＤＧｓは先進国も含めた国内および国家間の格差を是正することを主眼としている。

雇用や社会保障を通じて誰一人として社会から取り残さない「包摂的（inclusive）」という概念を

17の目標全体に反映し、国内外でマスコミの対応を含め広く支持を得ることに成功している。17の

目標の８番目には「包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用とデ

ィーセント・ワークを促進する」が挙げられ、貧困からの脱出、反差別、労働基本権、社会保護へ

のアクセス、低カーボン経済に向けた公正な移行といったこれまで労働運動が主張してきた「社会

正義」が明文化されている。 

オンデマンド、ｅマーケットあるいはクラウド・サービスなど、事業形態にかかわらずすべての

企業は、デューデリジェンスつまり人権や労働者の福祉にマイナスの影響を及ぼさないように事前

に認識、防止、対処し、違反があった場合には救済をしていくことが求められる。これまでの企業

の社会的責任（ＣＳＲ）とは異なり、企業による自主的な責任ではなく、政府や労働組合との協力

を基盤とする具体的な行動を起こしていかなければならない。 

政府は、 低生活賃金の確立、適切な社会的保護の整備、質の高い公的サービスの提供、高い環

境保護基準の設定など、企業行動を規制する権限を適切に実行するべきである。同時に、経済のデ

ジタル化や新たなモノとサービスの取り引き方法に対応するため、潜在的に影響を受ける労働者を

適切に保護し、再配分機能を強化する観点から適切に課税していくよう、新たな制度を検討するこ

とが急務である。 

そして、労働組合は、責任のあるステークホルダーとして、新たな社会契約を進め、持続可能で

包摂的な成長のためにルールを変えていく過程に効果的に参加していけるよう十分に準備を備え

ていかなければならない。 

ＩＴＵＣは、スウェーデン政府などと共同して、ディーセントワーク実現のための社会対話を促

進する「グローバルディール」を設立したが２、ＳＤＧｓを実現することを共通目的とした新たな

政労使の合意いわゆる「社会契約」を模索している。ＳＤＧｓは、Ｇ７やＧ20などの政府間議論、

あるいはマスメディアでも広くとりあげられ、企業や経済団体の関心も高い。各国政府は、ＳＤＧ

ｓの進捗状況について自発的に報告することとされている。ＩＴＵＣは、加盟組織と協力し、各国

の進捗状況を透明性、協議、社会対話の３視点から分析・公開している。また、日本のＳＤＧｓ推

進本部が採択した「ＳＤＧｓ実施指針」では、ＮＰＯや民間企業と並んで労働組合を「集団的労使

関係を通じた」ディーセントワークを実現するための重要なステークホルダーと位置づけ、政府・

地方自治体におけるＳＤＧｓの関連施策の立案・実施に際し、労働組合の参加と対話を引き続き推

進していくとしている。連合には、その取り組みで主導的な役割を担い、途上国労組に対しては労

働組合がＳＤＧｓに向けた取り組みに参加していくことの好事例を示すことを期待したい。 

ＳＤＧｓは、ＩＬＯ基準とは違い、政府に対する拘束力はない。ＳＤＧｓ国際合意に国内の政策

制度により実効性を与え、広く社会に啓発し、ステークホルダーと連携していくのは政府の任意の

取り組みであり、それを後押しするための政治的意志が必要である。それを形成していくのは労働
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組合の仕事である。 

 

(2) 社会対話を機能させる 

ＩＴＵＣ－ＡＰは、第３回地域大会（インド・コーチ、2015年８月１日～３日）で、建設的労使

関係に関する決議を採択した。建設的労使関係とは、労使が企業の業績そして当該労働者の労働条

件、さらには経済見通しや労働市場の状況などのマクロ要因を共有し、それぞれの利益を調整する

ためのメカニズムである。企業の持続可能性のみならず、労働者とその家族そして社会全体の福祉

の向上に貢献する。 

グローバル・サプライチェーンを通して、特に途上国において搾取的な経営を行う企業がある一

方で、業績の向上とその利益を労働者をはじめとするステークホルダーと公正に配分するために労

使関係を重要視する企業も少なくない。そして、社会はそういった企業の安定した成長を期待し、

それが企業のブランドの源泉となる。 

ＩＴＵＣ－ＡＰは同決議に則り、地域において建設的労使関係の普及に努めてきた。ここでは二

つの例を紹介したい。筆者が2018年３月にプノンペンで開催されたＩＴＵＣカンボジア加盟組織協

議会（ＩＴＵＣ－ＣＣ）の会議に招かれた際、現地の労働組合のリーダーから「外国資本が求めて

いるのは安い労働者ではない。安定した労使関係である」との発言を聞いた。カンボジアでは、2013

年～2014年の 低賃金交渉で、労働組合側は賃金水準をめぐり、比較的競争力を重視するグループ

と反政府・反資本の傾向を強めるグループとに分かれた。 低賃金交渉は政治化し、労働組合が４

人の死者を出す結果となった。2013年末に政府が回答した「2017年までの４年間に、現在の月額80

米ドルから、毎年20米ドル、160米ドルへの引き上げ」は、混乱のために実現することはなかった。

2017年の 低賃金は153米ドルであり、労働者にとっては７米ドルの損失、カンボジア経済として

は戦闘的な労使関係というイメージを残すこととなった。そういった経験を踏まえての、前述の発

言だったと推察する。 

もう一つの例はインドネシアである。2017年、日本企業の資本が入った鉱物を加工する職場で労

使紛争が勃発した。現地の労働組合は、ＩＴＵＣ－ＡＰに対して、当該日本企業労組との橋渡しを

要請してきた。「日本の資本には、なるべく長くとどまってほしい。日本資本が引き上げてしまう

と、中国に買収されてしまう」。団体交渉を通して労使が互いに歩み寄り、企業の業績を向上し、

労働条件を改善して、地域の雇用・経済を維持・再生していく、そういったウィン・ウィンの関係

を実現する労使関係の役割を重視しての発言であったのであろう。 

建設的労使関係は、単に労使間の利害を調整するメカニズムにとどまらず、労働組合が、使用者

だけではなく地域コミュニティやその他の関係するステークホルダーと信頼関係を醸成し、下請け

企業はその労働者、消費者、そして質の高い公共サービスを通して子ども、高齢者、障がい者など

に利益をもたらし、さらには地球温暖化などの地球規模課題にも対応しうる、新たなタイプの社会

対話でもある。 

建設的労使関係を、アジア・太平洋地域で前進させていくためには、まずＩＬＯの中核的労働基

準にもとづき労働組合が確実に政府や社会全体に認知され、政治的な弾圧を恐れることなく自由に

自らの活動を実践できる環境を確立していかなければならない。ＩＴＵＣ－ＡＰは引き続き、加盟

組織に対し、あるいは国際機関や貿易・投資に関する協定などの政府間枠組みにおいて、建設的労
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使関係の重要性について主張していく。 

 

(3) 社会対話に参加するための能力強化 

建設的労使関係あるいは社会対話が機能するためには、そこに効果的に参加する能力を有し、そ

の能力を実態に即して活用する経験を備えた労働組合の存在が不可欠である。グローバル社会にお

ける社会対話には、国内のシステムと国際的システムを有機的に結びつけていくことが求められる。

労働組合は、歴史的および文化的な背景を含めた国内の労働問題を理解するとともに、貿易、投資、

金融あるいは開発政策といった国内と国際システムを結びつける枠組みを熟知し、それに影響を与

えていく能力が求められる。 

そういった能力を磨いていくためには、労働組合は、労働組合としての基本的な代表性、民主性

そして独立性といった要件を満たし、そのうえで問題の改善に向けて地道な取り組みを進めていく

意志が必要である。 

まず、代表性を担保するには、組合費を払う組合員を増やすことが必須である。安定した雇用形

態で働く労働者だけではなく、ネットワーク型の製造やサービスに従事する労働者、非正規雇用の

労働者、インフォーマル経済で働く人々、そして女性、若者、移民労働者など、これまでに組織化

の対象としてこなかった働く人々にアプローチしていく必要がある。次に民主性については、それ

ぞれ違う職場、地域、産業、職種で働く組合員、さらには組合員以外の労働者全般の声を的確にく

み取り、それを具体的な活動に昇華していくための民主的な組織内構造を採用し、それを効果的に

運営していかなければならない。 後に、労働組合の独立性であるが、労働者の声を代表し、自ら

が自由に行動を決定していくためには、いかなる経済的・政治的勢力の支配からも独立していなけ

ればならない。通常、労働組合は、自らが優先する法制度を実現するために、特定の政党と協力関

係を持つことで政治的勢力を動員する。しかし、どの政党が政権をとるかにかかわらず、労働組合

は、責任あるステークホルダーとして、その国の持続可能な開発と富の公正配分を保障するための

公共政策を決定するプロセスに効果的に参加していかなければならない。ＩＴＵＣ－ＡＰは、民主

的で独立した労働組合が、労働者の力を構築し、より大きな力を備えるよう、加盟組織への援助を

継続・強化していく。 

 

３．新しく古いアプローチ 

(1) 国内労働運動と国際労働運動の乖離
か い り

の是正 

グローバリゼーションが進展する中、国内の課題と国際的な課題を同時に取り組んでいかなけれ

ば、どちらの問題も解決するのが難しいことがより明らかになっているにもかかわらず、国内の労

働運動においては国際的な課題が副次的に扱われているのが現実である。企業が、国際的な問題を

国内アジェンダの延長線上にとらえていることと比べると、労働組合の国際化の遅れは深刻である。 

労働組合の国内と国際アジェンダの乖離を是正していくためには、国内労働運動と国際労働運動

の相互の関係を見直していくことが必要である。国内労働組合は、政策・制度の実現やグローバル・

サプライチェーンにおける組織化などの国内優先課題が、国際労働運動により主体的に参加するこ

とで効果的に解決しうることを理解し、国際労働組合組織は、そういった視点をもって活動を展開

していく。結果として、国内労働組合にとって、国際労働組合組織は「上の方にいる誰か」ではな
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く「自分たちの組織」という所有意識が強化され、より積極的に国際労働運動に携わっていく。 

この相互関係は、古くからいわれてきた課題であるが、国際労働組合組織が、各国の状況やニー

ズにより敏感に対応し、 も必要としているところに資源・取り組みを集中していくことでしか構

築することはできない。具体的にＩＴＵＣ－ＡＰは、機関会議および女性・青年委員会の効率化、

加盟組織および社会に対する情報・通信方法の改善、そしてＴＵＳＳＯｓとの協力関係の強化など

を通して、国内の優先課題により機敏に対応し、国内労働組合の国際的アジェンダに対する関心を

高めていく。 

また、現地のニーズや状況を的確に把握するという面では、ＩＬＯとのより密接な協力が有効で

ある。ＩＬＯは、域内のほぼすべての国にカントリー・オフィスを設置し、ほとんどの政府と「デ

ィーセントワーク国内計画」に関する協定を結んでいる。同計画は、ＩＬＯが例えば児童労働など

の技術協力を実施する一方で、当該政府は結社の自由あるいは団体交渉権などのＩＬＯ憲章やそれ

に準ずる「労働における基本的権利と原則に関する宣言」（1999年）等文書の規定を遵守すること

を再確認するものである。ＩＬＯの本部、地域組織そしてカントリー・オフィスの協力を動員して、

その国の法律・制度の不備を把握し、当該国労組の関心を喚起し是正に向けての取り組みを促すと

いった取り組みを続けている。 

 

(2) キャンペーン、アドボカシー、組織化の結合 

ＩＴＵＣの活動の一つにキャンペーンがある。キャンペーンは、例えば一般的ないし特定企業の

搾取的行動に関する世論を喚起していく有効な手段である。しかし、キャンペーンが実際に現在の

ルールを変えていくためには、ルールを作る主体である各国政府や国際機関などの政府間枠組みに

対するアドボカシー（政策提言）とあわせていく必要がある。 

ＩＴＵＣ－ＡＰは、国際通貨基金・世界銀行、ＡＰＥＣ、アジア欧州会合（ＡＳＥＭ）などに対

するＩＴＵＣの政策提言活動、ＴＵＡＣを通してのＯＥＣＤに対する取り組みに関与するとともに、

アジア開発銀行（ＡＤＢ）、アジアインフラ投資銀行（ＡＩＩＢ）や地域包括経済連携（ＲＣＥＰ）

などへの政策提言を行っている。さらには、ＡＳＥＡＮ労働組合会議（ＡＴＵＣ）と南アジア地域

労働組合会議（ＳＡＲＴＵＣ）が、それぞれＡＳＥＡＮ、南アジア地域協力連合（ＳＡＡＲＣ）に

対する活動を支援している。 

キャンペーンとアドボカシーの連結の例として、インドネシアにおけるアスベスト廃止活動を紹

介する。アスベストの使用はいまだ世界で蔓延
まんえん

している。世界保健機構（ＷＨＯ）の統計では、現

在でも約１億2,500万人が職場でアスベストの被害を受け、労働安全衛生上の死亡者の半数以上が

アスベストが起因している。ＩＬＯは、1986年にアスベスト使用条約（162号）および勧告（172号）

を採択し、同条約は日本、韓国、オーストラリアなど35ヵ国が批准している。一方で、1998年には

「ロッテルダム条約」が採択され、160の署名国に対して、危険な化学物質の国際取引を禁止する

ための国際協力などを義務づけている。しかし、 も使用されているアスベストであるクリソタイ

ルは、企業などの反対を受け、禁止化学物質リストに載せられていない。 

ＩＴＵＣ－ＡＰは、2018年３月、アジア太平洋地域では もアスベストを使用した製品（屋根材、

自動車のブレーキなど）を製造しているインドネシアで、加盟組織、ＩＬＯ、ＧＵＦｓ、市民社会

団体などを招いて集会を開催した。集会後には記者会見を開き、アスベストの危険性を広くインド

第５章 国際労働組織のアジアでの活動 

 

 

 

 

152



 

ネシア国民に周知した。また、インドネシア議会下院の第９委員会（人口、健康、人材開発、移民）

の委員長などに陳情を行った。同委員会は、いまだアスベストが国民の健康を害し生命を脅かして

いることに驚愕
きょうがく

し、とりわけＩＬＯとの協力に関心を示し、この問題を経済産業を担当する第７委

員会と連携して対応していくと声明した。 

キャンペーンで世論を喚起し、アドボカシーで制度を変えていく取り組みは、国内制度に変革を

もたらすとともに、個別企業の行動の変化そして組織化につなげていく可能性を秘めている。個別

企業への対応と、国内労働組合に組織化に向けた支援を提供するのがＧＵＦｓの任務である。ＧＵ

Ｆｓが様々な多国籍企業と締結した国際枠組み協定は、それらの企業の関連企業における労使紛争

を解決し、組織化するための有用な手段である。 

ＩＴＵＣ－ＡＰは、国内労働組合が個別の多国籍企業と対話を確立しその労働者の組織化を支援

するため、ＧＵＦｓとの地域レベルの協力を強化するとともに、直接あるいはＩＴＵＣを通して、

多国籍企業の本社のある国の労働組合と進出先の労働組合の協力関係を促進していく。 

 

(3) 国内労働組合のキャパシティ・ビルディング 

キャンペーン、そしてアドボカシーと並行して取り組んでいく必要があるのが、国内労働組合の

キャパシティ・ビルディングである。労働者の日々の働き方やくらし方に関するルールを変えてい

くためには、使用者、中央政府、地方行政、地域コミュニティーなどと協議し、ともに行動を起こ

していく必要があり、国内の労働組合の役割は重要となってくる。ＩＴＵＣ－ＡＰは、加盟組織に

対して、それぞれのニーズを把握しつつ、組織化、団体交渉および 低賃金、労働市場、社会保障

など公共政策の策定・実行過程に参加していく能力を強化していく。 

同時に、加盟組織間の団結を強化し、アジア太平洋地域の労働運動をさらに活性化していく。そ

れにはまず、その実現方法やアプローチについては、それぞれの国、産業や職種の労働組合に委ね

ながら、「働く者の力を構築する」ということを地域内の約束事にする。そうすることで、アジア

太平洋の労働組合は的確に働く者の声をくみとり、それを民主的な手続きでまとめ上げ、効果的に

使用者や政府そして社会全体に発信するプロセスを経験する。そういった取り組みを地域全体で共

有し、互いに切磋琢磨
せ っ さ た く ま

し、それぞれの取り組みを互いにフィードバックすることで、この地域の国、

産業、職種などによって異なる様々な取り組みに一貫性を持たせることができる。 

その結果、アジア太平洋の労働組合は、同じ方向をめざしてともに取り組むという連帯感を共有

し、互いの存在を認め合い、地域労働運動に参加する自尊心と誇りを高めることになる。このよう

な化学反応を起こしていくことが、ＩＴＵＣ－ＡＰの使命と考える。 

ＩＴＵＣ－ＡＰのキャパシティ・ビルディングに重点を置く活動を批判する、特に欧米の労働組

合の声を聞くことがある。確かに、国際会議で得た知識を国内の活動に活かしていくという点では、

その効果、特に費用対効果に問題がないわけではない。また、キャンペーンやアドボカシーは世論

喚起という点では効果的である。しかし、職場や地域により近いところで活動する労働組合の力な

くしては、現実に労働者とその家族の福祉を向上していくことはできない。労働運動の基本は現場

である。そのことを再確認したい。 
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【訳注】 

訳注１ http://www.ilo.org/tokyo/events-and-meetings/WCMS_539702/lang--ja/index.htm（日

本語訳） 

訳注２ 2016年、スウェーデンのロヴェーン首相（金属労組出身）は、ＩＴＵＣ、ＩＬＯ、ＯＥＣ

Ｄ等と共同して、ディーセントワーク実現のための社会対話を促進する「グローバルディ

ール」を設立した。これまでに個別政府ではカナダ、フランス、インドネシア、バングラ

デシュなど18ヵ国、そしてエアーフランス、ダノン、Ｈ＆Ｍなど26の個別企業が参加して

いる。2017年に出された報告書「Achieving decent work and inclusive growth: the 

business case for social dialogue（ディーセントワークと包摂的成長の実現：社会対

話のためのビジネス事例）」では、いかに社会対話が生産性の向上と質の高い雇用の創出

を通して、持続可能かつ包摂的な成長に貢献しているかを好事例をもって分析している。 
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第３節 国際産別組織 

１．インダストリオール・グローバルユニオン（ＩｎｄｕｓｔｒｉＡＬＬ） 

インダストリオール・グローバルユニオンは、2012年６月にデンマーク・コペンハーゲンで結成

大会を開催し、ものづくり産業の国際産業別労働組合（ＧＵＦ：Global Union Federation）とし

て、それまで個別に運動を展開していたＩＣＥＭ（国際化学エネルギー鉱山一般労連）＊１、ＩＴＧ

ＬＷＦ（国際繊維被服皮革労働組合同盟）＊２、ＩＭＦ（国際金属労連）＊３の３つのＧＵＦを統合

した。本部はスイス・ジュネーブにあり、140ヵ国・5,000万人の組合員を擁する世界 大のＧＵＦ

である。 

 

＊１ ＩＣＥＭ 

総合化学、石油化学、化学繊維、ゴム、紙パルプ、ガラス、石油、電力、ガス、セメントな

どの労働者を組織する国際産業別組織。115ヵ国、355組織、2,000万人が加盟。 

＊２ ＩＴＧＬＷＦ 

繊維、被服、靴、皮革の労働者を組織する国際産業別組織。110ヵ国、217組織、1,000万人

が加盟。 

＊３ ＩＭＦ 

航空宇宙、自動車、電機・電子、工作機械、造船、鉄鋼・非鉄などにおける労働者を組織す

る国際産業別組織。100ヵ国、200組織、2,500万人が加盟。 

 

 

(1) 組織概要 
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1) 決議機関 

高決議機関は４年に１度の「世界大会」である。前回は2016年10月ブラジル・リオデジャネ

イロで開催された。日常の活動を決定する機関として年に２回（春・秋）「執行委員会」を実施

しているが、基本的にスイス・ジュネーブでの開催となっている。 

インダストリオールは、地域を６地域（アジア太平洋、ラテンアメリカ・カリブ海、中東・北

部アフリカ、北米、サハラ以南アフリカ、欧州）に分け、各地域が地域組織を設置することがで

きると規定している。地域ごとに４年に１度の地域大会と、年２回の地域執行委員会を開催して

いるが、その開催形態や頻度は地域により異なる。アジア太平洋地域には、「アジア太平洋地域

執行委員会」が設置され、４年に１回、アジア太平洋地域の全加盟組織が参加する「アジア太平

洋地域大会」、また年に２回「アジア太平洋地域執行委員会」を開催している。 

 

2) 体制 

① 会長・副会長、書記長・書記次長 

会長・副会長は非専従、書記長・書記次長が専従である。会長１名、副会長は地域あたり１

名（全世界６地域なので６名）、書記長は１名、書記次長は３名である。副会長については、

2012年の結成時は３ＧＵＦの代表（３名）であったが、旧３ＧＵＦの垣根を低くし、本部と地

域の連携強化を推進すべきという意見が大半を占め、2016年第２回世界大会の規約改正以降、

地域代表となっている。 

なお、６名のうち１名は、アジア太平洋地域代表として、ＪＣＭ議長が副会長に就任してい

る（2017年10月以降髙倉明ＪＣＭ議長）。 

 

② 執行委員 

グローバルでは60名、うちアジア太平洋地域は12名である。アジア太平洋地域12名のうち、

日本からは髙倉明ＪＣＭ議長、岸本薫インダストリオール・ＪＡＦ副議長／電力総連会長、松

浦昭彦ＵＡゼンセン会長が執行委員となっている（2019年４月現在）。 

 

③ 女性委員会 

2012年統合以降、製造業で働く女性労働者の諸課題とその解決に向けた議論を行うために年

２回、各地域の女性執行委員・女性代表が参集し「グローバル女性委員会」を開催し、2015年

にはオーストリア・ウィーンにおいてインダストリオールとして初の世界女性会議が開催され

た。女性委員会は、2016年の規約改正により、執行委員会の常設委員会という位置づけに変更

され、規約上にも明記されることとなった。 

女性参画比率については、インダストリオール結成時には30％としたが、2016年世界大会で

は意思決定機関のあらゆるレベルにおける40％の目標値を導入した。 

 

④ 部会 

インダストリオールは、「大会および執行委員会は加盟組織の組織的管轄範囲に該当する特

定産業部門およびホワイトカラー労働者のための部会を設置することができる」としている。
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様々なものづくりの仲間を組織するインダストリオールとして、産業別の活動はその主たる活

動といっても過言ではない。 

 

a) 産業別活動 

産業領域を15分野に分類し、それぞれに産業別部会を設置している。 

各産業別部会には、世界会議、運営委員会などの会議を配置しており、部会の代表として男

女１名ずつの共同部会長を選出することとしている。各種会議を通じて、産業分野の固有の課

題、グローバルな課題に対する産業としての対応方法、などについて情報共有を行うとともに、

経済の原動力としての各産業を、さらに持続可能性の高い雇用を創出する産業として活性化す

るため、強力な産業政策提言を行うこととしている。 

日本に関連する主な部会について見てみると、2019年１月現在、造船・船舶解撤部会の共同

部会長は神田健一基幹労連中央執行委員長であり、また、IＣＴ・電機・電子部会共同部会長

は、野中孝泰電機連合中央執行委員長である。繊維衣料皮革製靴部会では、ＵＡゼンセンが活

動の中心的役割を担っており、エネルギーや化学・製薬、ゴム、紙・パルプの部会においては、

インダストリオール・ＪＡＦが中心的役割を担っている。 

 

b) 横断的活動 

インダストリオールは規約により、「ホワイトカラー労働者のための部会を設置する」とし

ている。2017年４月には、ホワイトカラー世界会議を実施した。 

インダストリオールは、「ホワイトカラー労働者」を、「時々商品や製品に触れることはあっ

ても、商品や製品ではなく主として情報や知識の取得、処理、利用、操作、分析および配信に

関わる仕事をしている者をいう」と定義し、具体的な職業区分の例を次の通り提示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、ホワイトカラー労働者の特徴として次を例示している。 

・一般に時給制より月給制のほうが多い。 

・事務所や小個室、研究所で働いていることが多い。 

・職務の遂行にあたって肉体的行為よりも知識に頼る傾向が強い。 

・ルーチンに絞りこむことができない仕事をしている。 

・多くの場合、職務の遂行に問題解決や創造性が要求される。 
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・連続生産ではなくプロジェクトやキャンペーン、時限的行動にもとづいて作業が編成されて

いる。 

・ 後に、インダストリオールにおいては、自らをホワイトカラーと定義する労働者のグルー

プも含めなければならない。 

 

日本は企業別組合を主流とする組織形態が主であり、そもそもブルー・ホワイトという分け

方自体なじまないが、第４次産業革命が進展し、ホワイトカラー比率が増加する状況下にどの

ような活動を実施していくのか、インダストリオールを通じて他国の事例を収集し、また国内

の先進的な取り組みを検証する必要がある。 

 

⑤ 地域活動 

地域に根ざした、産業横断的な活動を行うため、全世界を６つの地域に分け、地域事務所を

設置し、事務所長をはじめ職員を配置している。 

アジア太平洋地域については、地域事務所をシンガポールとインド・ニューデリーに設置し

ている。シンガポール事務所については、マレーシア・クアラルンプールに移転をすることと

なっている。地域の活動の内容は、年に２回開催されるアジア太平洋地域執行委員会で議論さ

れる。アジア太平洋地域における日本の立場は重要であり、アジア太平洋地域共同議長２名の

うち１人を、髙倉明ＪＣＭ議長が務めている。 

インダストリオールとＵＮＩで も異なるのがこの地域活動である。ＵＮＩは地域組織とし

てＵＮＩ－Ａｐｒｏをシンガポールに構え、地域書記長がその運営を担う。予算についても、

本部から配分される予算に加え地域としての独自予算を保有して、地域書記長がその運営の責

任を負う。一方、インダストリオールは、地域事務所を構え、地域事務所長を配置しているが、

その運営や予算配分などはすべて本部主導となっている。インダストリオールに比較し、ＵＮ

Ｉの方が、地域独立の、より現場に寄り添った運営となっているといえる。インダストリオー

ルでは、2016年に副会長を地域代表とするという規約改正を行ったものの、本部と地域との連

携強化、地域主体の活動をいかに推進していくかが大きな課題となっている。 

 

⑥ インダストリオール・グローバルユニオン日本加盟組織協議会 

インダストリオールの規約では、国別協議会を設置できるとしているが、日本においては、

2016年12月、インダストリオール・グローバルユニオン日本加盟組織協議会を設立し、活動を

2017年１月よりスタートさせている。構成組織は、インダストリオールの日本国内加盟組織で

あるＪＣＭ、インダストリオール・ＪＡＦ、ＵＡゼンセンである。 

 

(2) 2012年インダストリオール結成に至る背景 

インダストリオールは先に述べた通り、2012年にＩＣＥＭ、ＩＴＧＬＷＦ、ＩＭＦの３つのＧＵ

Ｆが統合して結成された組織である。それぞれのＧＵＦで活動を続けてきた３つの組織が、それま

での歴史や運動の違いを乗り越えて一つの組織に結集した背景として、次の２つが挙げられる。 
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1) 経済のグローバル化を背景とした労働組合の国際的結集 

経済のグローバル化に伴い、企業は生産拠点を先進国から途上国・新興国へ移転し、国境と産

業セクターの壁を越えて活動するなど、産業構造の劇的な変化に対し労働組合がどのように対峙
た い じ

していくかが各国において課題となっていた。 

一方で、各国間での貿易・経済・金融などの国際的な連携が強化されている状況を踏まえ、労

働組合が労働者を代表し、結社の自由をはじめとしたＩＬＯ中核的労働基準の確立・遵守を求め、

良質な雇用・ディーセントワークをめざすために、サプライチェーンをつないだより強力な新し

いＧＵＦ結成が必要だとの認識が３ＧＵＦに共通してあったといえる。 

新ＧＵＦの結成によって、グローバルレベルでの多国籍企業における労使紛争対応力を高め、

組織化を促進し、不安定労働の拡大に歯止めをかけ、公正な働き方を促進するなど、より高い成

果を導く可能性があるということである。 

 

2) 財政力強化 

欧米先進国において、産業構造の変化や途上国への生産拠点流出による本国の組合員数減少に

伴う組合財政の悪化、組織力、政治的・社会的影響力低下への対策として、産業セクターの枠を

超えた労働組合の統合が進んでいる実態があった。 

たとえばドイツにおいてＩＭＦ 大の加盟組織であるＩＧメタル（ドイツ金属産業労働組合）

は繊維産業の組合を統合し、ＩＭＦとＩＴＧＬＷＦに加盟。スウェーデンでは金属・化学・繊維

産業の労働組合を統合したＩＦメタルがＩＭＦ、ＩＣＥＭ、ＩＴＧＬＷＦに加盟。北米でもＵＳ

Ｗ（全米鉄鋼労組）が製紙・ゴム・化学・エネルギー関連労組を統合し、ＩＭＦ、ＩＣＥＭに加

盟。このように複数のＧＵＦに加盟している先進国の労働組合にとっては、統合による財政上の

負担増と組織運営上の非効率の増大が、結果としてＧＵＦ自体の財政問題の拡大や組織力低下へ

波及しかねないとの問題意識があったと考えられる。 

 

(3) 運動方針・・・アクション・プランについて 

2016年に開催されたインダストリオール第２回世界大会において、2016年～2020年のアクショ

ン・プランを確認した。2012年統合後４年間の移行期間での議論を経て、実質インダストリオール

として初めて策定された運動方針といえる。 

構成としては、2013年の中間レビューで整理された５つの目標を維持するかたちとなっている。

アクション・プラン全体を俯瞰
ふ か ん

できるよう以下の通り主な項目をまとめたが、詳細についてはイン

ダストリオール・ホームページを参照いただきたい。 

（http://www.industriall-union.org/about-us/action-plan-of-industriall-global-union） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
159



 

１．労働者の権利擁護 

� 圧政的な政府に対抗する労働組合の支援 

� 人権・労働権侵害に対応する労働組合の能力強化と国際連帯ネットワークの確立、グローバル・キャンペーンの

展開 

� 結社の自由、団体交渉権、ストライキ権、安全衛生、職場差別の根絶など、すべての国際労働基準の批准・実施・

尊重 

� 生活賃金確保のための産業レベルの団体交渉、不十分な 低賃金メカニズムの改善、産業別賃金協約の締結 

� 多国籍企業サプライチェーンにおける生活賃金確保のための産業別団体交渉の促進 

� 女性労働者の権利の保護・擁護 

 

２．組合の力の構築 

� 民主的・代表的・自立的かつ強力な団結した独立労働組合の構築 

� 統合や同盟、国別協議会の設置を通じた同国内での加盟組織間の団結強化。使用者や政府の支配下で活動する組

織は加盟させない。 

� グローバルなサプライチェーン全体における労働者の組織化 

� 先進国と途上国の労働組合の対等な協力による組織強化と代表能力の向上 

� 女性、移民、若年等すべての労働者が一定の地位を占め、労働組合活動に平等に参加させるための措置の実施 

� 女性リーダーシップの支援・奨励 

� 活動の資金源は組合員が支払う加盟費、支出は管理機関による決定。労働組合協力プロジェクトのために受領し

た資金も同様の原則 

� 加盟組織のインダストリオール優先課題の設定に対する全面的関与 

 

３．グローバル資本への対抗 

� 多国籍企業のグローバル事業とサプライチェーン全体における労働者の組織化、労働者の賃金・労働条件に対す

る当該企業の責任明確化 

� グローバル労働組合委員会・ネットワークに対する使用者による承認の要求。協調的な交渉戦略も含めた労働協

約に関する情報交換の奨励 

� 同じ多国籍企業内における国際連帯の支援、ストライキなどの直接行動を起こす労働組合の権利を擁護 

� 多国籍企業との活発な対話による強力な労使関係の構築。世界従業員代表委員会の設置、国境を越えた労働者の

交流と連携を促進 

� 強力で効果的なグローバル協定を締結、既存のＧＦＡ（グローバル枠組み協定）を改善 

� 多数の多国籍企業と法的拘束力のある協定を締結、産業レベルでの権利侵害への対処。グローバル・バリューチ

ェーンにおける労使関係の構築への取り組み 

� 労働者の資本を投機的投資から持続可能な雇用を生み出す投資に振り向ける、労働者の権利を侵害する企業への

投資を阻止するよう努力 

� 貿易協定が公平と雇用の成長を促進し、労働者の権利、環境基準、人権、民主主義を損なわないものとする 

 

４．不安定雇用との闘い 

� すべての形態の不安定雇用との闘争、無期限の直接契約の促進 

� 不安定労働者の組織化と権利の確保 

� 労働組合規約が不安定労働者の組織化を妨げている場合には、それらの改革に取り組む 

� 不安定雇用の利用の制限、正規雇用への切り替え、労働条件の改善、権利を保護する労働協約の要求 

� 同一労働に対する同一賃金・労働条件と労働組合加入権の保障のためのグローバル協定への保護処置 
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� 各国政府への不安定雇用を奨励する法律の撤廃、不安定労働者への社会的保護の確立を要求 

� 若年労働者への長期雇用契約や、教育訓練などの投資を要求 

 

５．持続可能な産業政策の促進 

� 社会・経済・環境面の持続可能性を促進する強力な産業政策の要求 

� 労働組合が高賃金の安定した仕事を保護・創出するための措置と持続可能な雇用の保障を盛り込んだ産業政策を

立案するよう奨励 

� 各産業部門の持続可能性に対する戦略的アプローチの開発 

� 労働組合は、産業政策を立案・実施し、産業が進む方向に関して労働組合が発言権を持つようにする 

� 加盟組織の団結による、地域・国家・部門の主要問題の明確化、加盟組織の持続可能な産業政策立案能力を強化

し、その促進のための共同行動の立案 

� 付加価値を生み出す加工・製造業によって天然資源開発から労働者や市民が利益を得られるようにし、技能や技

術の移転を促進する産業政策を要求、発展途上国の組合を支援 

� グリーン・ジョブ創出を促進する気候変動に関するグローバル条約に向けた取り組み 

� 産業開発の条件に影響を及ぼす政府の役割を強化し、多国籍企業から権限を取り戻す 

� 利潤を研究開発や訓練、技能に再投資させ、労働者や社会に公平に配分させる産業政策を創出 

 

なお、今回のアクション・プランには記載されなかったが、結成大会で確認されたアクション・

プランには、基本的な考え方として３組織結集の意義やインダストリオールとしての役割を次の通

り整理している。 

 

� （３組織の）自らの力と 高の伝統を結集し、多国籍企業（ＭＮＣ）の力に対峙して世界レベルで交渉する能力の

あるグローバル組織を創出する 

� 各国政府および国際機関が主導するネオリベラル主義（新自由主義）に対抗し、国内ならびに各国間において、民主

主義と社会経済的公正を基礎に人を 優先する新しい経済的・社会的モデルを求めて闘う 

� 製造産業を国家経済の原動力として、また持続可能な質の高い雇用を提供する部門として振興する、強力な産業政策

を提言する 

� 力の結集により各国政府が適正な賃金・労働条件、社会的保護、適切な訓練・技能開発と評価、機会均等および安全

衛生に基づき、常に労働者の権利と環境への責務を尊重する雇用創出策を採用するよう要求していく 

� 今日の経済体制がもたらす不平等と高水準の失業・貧困と闘うとともに、平等、民主主義および社会経済的公正のた

めに力を結集し、よりよい世界への希望をもたらす統一勢力になる 

 

(4) アジア太平洋地域における活動 

アジア太平洋地域が、全世界の製造拠点として位置づけられることは、揺るがざるものであるが、

一方、2013年のバングラデシュ、ラナ・プラザのビル倒壊事故による1,000人を超える労働者の死

亡事故をはじめとする劣悪な労働環境や、労使関係の脆弱さに起因すると思われるストライキやロ

ックアウトなど絶えることのない労働争議など、抱える課題も山積している。さらには、2015年末

ＡＳＥＡＮ経済統合がなされたように今後経済統合が進展し、働く環境にさらなる変化が訪れるこ

とも懸念されている。国の枠を超え、このアジア太平洋地域で連帯することが、さらに大きな意味

を持つことになるであろうと考えられる。 
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1) 第２回アジア太平洋地域大会 

インダストリオールは、2018年７月２-４日、マレーシア・クアラルンプールにおいて、第２

回アジア太平洋地域大会・関連諸会議を実施、参加者はインダストリオール加盟組織で189名（女

性86名：45.5％）、日本から、ＪＣＭ、インダストリオール・ＪＡＦ、ＵＡゼンセンで計53名（女

性18名：34.0％）が参加した。地域大会は４年に１度開催される会議体であり、アジェンダから

地域としての主要な活動を見て取ることができる。 

 

【地域大会 全体アジェンダ】 

   ＜７月３日（火）＞ 

１．アジア太平洋地域における主要な闘争と勝利  

２．アジア太平洋地域におけるインダストリオールの戦略と目標の実施 

３．国際連帯：労働者の権利擁護のためになぜ、いつ、どのように国際的に動員するか 

４．労働運動強化のための組織化と連帯 

５．グローバル資本との闘いのためのサプライチェーン戦略 

   ＜７月４日（水）＞ 

６．インダストリオールYouth @ Asia-Pacific 

７．労働組合およびインダストリオールにおける女性参画の向上 

８．持続可能な産業政策への挑戦 

９．アジア太平洋地域新共同議長の選出 

10．2020年世界大会へ：アジア太平洋地域行動計画 

 

１日目は、闘争や労働者の権利が主なテーマであり、個別企業に対するキャンペーンの現状報

告やグローバル・キャンペーンの成功事例・課題を共有し、２日目はユースや女性参画、持続可

能な産業政策など横断的なテーマに絞っての議論となった。ユース（35歳以下）は 近インダス

トリオールとしても力を入れ始めている活動であり、地域大会でも取り上げられ、持続可能な産

業政策においては、インダストリー4.0、気候変動、貿易に関するインダストリオール内での議

論経過の報告の後、参加者との質疑を通じて理解を深めた。 

地域大会では、アジア太平洋地域共同議長選挙も実施された。髙倉共同議長は再任されたが、

ミシェル・オニール共同議長（オーストラリア）については、ＡＣＴＵ（オーストラリア労働組

合評議会）会長候補とのことでノミネーションを辞退、８月４日まで後任のノミネーション（執

行委員か代理、女性）を受け付け、地域執行委員会にその判断を委ねるという内容で決議した。

新共同議長については、2018年11月の地域執行委員会にてインドネシア金属労働組合連合（ＦＳ

ＰＭＩ）のプリハナニ・ブナディが確認された。 

驚くべきは、地域大会の場においてアジア太平洋地域におけるアクション・プランの議論が全

くなく、グローバルでのアクション・プランを実施するのみ、としたことである。この点におい

て、インダストリオールがいまだ本部主導であり、地域・職場に根差した活動の実施という2016

年世界大会時の確認事項が実施されていないと言わざるを得ない。 
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2)日本としての活動 

① 日本独自の活動 

アジア地域における日本の責任という観点から、旧ＧＵＦを主体とする活動を行っている。 

ＵＡゼンセンでは、アジアにおける繊維衣料部門の労働組合への支援活動に力を入れており、

ミャンマーの民主化の進展を受けた組合結成・強化支援、カンボジア衣料労組の組織化支援、

インドネシア商業労組の組織化支援などを行っている。 

ＪＣＭでは、建設的な労使関係を構築するために、国内での労使セミナーを年２回開催する

とともに、海外に進出している日系企業の労使を主な対象として、労使ワークショップ（年２

回、タイ・バンコク、インドネシア・ブカシ）を開催している。 

また、いずれの組織においても、中華人民共和国や大韓民国、中華民国など関係性の深い国

における労働組合と２国の定期交流を行っている。 

 

② 2016年12月 インダストリオール・グローバルユニオン日本加盟組織協議会設立 

（略称：インダストリオール日本加盟協、英語名称：IndustriALL Japan Liaison Council、

英語略称：IndustriALL-ＪＬＣ） 

インダストリオールの日本加盟組織は、ＪＣＭ、ＵＡゼンセン、インダストリオール・ＪＡ

Ｆの３組織であるが、2012年の統合以降、定期的に連絡会議や代表者懇談会を開催し、また、

事務局作業の共通化を意図して、３組織の事務局が交代で同じ場所で勤務をし、情報交換など

を行うという実験的な取り組みも実施し、国際窓口統一に向けた取り組みを行ってきた。一方、

インダストリオール日本加盟協の創設に向けては、「代表者懇談会」において、組織・財政に

関する事項について協議すると同時に、2015年12月には各組織の事務局長・局長を中心にした

「設立準備委員会」を設置、その設立に向けた具体的な議論、結成大会に向けた準備を加速さ

せた。 

 

インダストリオール日本加盟協の目的は、次の３点である。 

 

１．インダストリオールの規約及び諸決定に基づき、これを実践するためにアジアの地域事

務所及び日本の加盟組織間の協力・連携を図り、インダストリオール運動の発展を目指

す。 

２．世界のインダストリオール加盟組合、特にアジア太平洋地域の加盟組合との連帯を推進

する。 

３．国際労働運動の発展に向けた加盟組合の活動を支援する。 

４．連合、産別組織、他のＧＵＦ（国際産業別組織）及び他の関係団体との情報交換等連携

活動を行う。 

 

インダストリオール日本加盟協の設立にあたって、意図した効果は次の２点である。 

①インダストリオール日本国内加盟組織のインダストリオール関連活動の重複を解消し、効率

化をはかるとともに、産業横断的な交流による活動の充実などの相乗効果を発揮する。 
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②インダストリオール本部・アジア地域事務所との連携をより密にし、国際労働運動の発展に

向けた責任を果たすための素地を作る。 

 

グローバル化の進展に伴い、国際労働運動における日本のプレゼンスが高まる中、インダス

トリオール日本加盟協が果たすべき役割は大きい。現状は対インダストリオール活動や、運営

委員会を通じた情報共有、連携活動が主であるが、今後は、セミナー・ワークショップ・ネッ

トワーク会議などの共同実施や、３組織合同での連帯活動、インダストリオール活動への３組

織共通意見の反映などインダストリオール日本加盟組織としての連携を強く意識しながら、さ

らに効果的・効率的な運営に努めていく必要がある。 

 

(5) 終わりに 

インダストリオールは、グローバル化が加速し、産業構造が劇的に変化する中で、その負の側面

に製造系の労働組合として強力なＧＵＦを構築し対応していくことを主目的に設立されたが、貿易

やインダストリー4.0などの産業政策に関する議論が進展する状況下、ものづくりに関するグロー

バルなバリューチェーンを包含するＧＵＦとしての重要性が高まっている。 

2020年10月に第３回世界大会を南アフリカ・ケープタウンで開催することが決まっているが、残

すところ１年半となった。2016年10月の第２回世界大会においてインダストリオールとしての課題

を整理し本格稼働したインダストリオールであるが、インダストリオール内での「統合と改革」は

遅々として進んでいないのが実態である。財政面・組織面・運営面で様々な課題はあるものの、イ

ンダストリオール内ではドイツに次ぐ主要国である日本としてインダストリオール内の改革を進

めていく必要があると考える。 
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２．ユニ・グローバル・ユニオン（ＵＮＩ） 

(1) 組織概要 

ＵＮＩ Ｇｌｏｂａｌ Ｕｎｉｏｎ（以下、「ＵＮＩ」という）は、国際コミュニケーション労連

（ＣＩ）、国際商業専門技術労連（ＦＩＥＴ）、国際印刷労連（ＩＧＦ）、国際芸術・マスコミ・芸

能・映画放送労連（ＭＥＩ）が統合して2001年に設立された。ＵＮＩの組織機構は、「地域機構」「業

種別機構」と業種を横断する「専門委員会」で構成される。概要は、以下のとおりである。 

 

対 象 分 野：商業、金融、印刷・パッケージング、理容・美容、メディア・芸術・娯楽、 

郵便・ロジスティックス、ビル保守管理・警備、ケア、ＩＣＴＳ、観光、 

プラットフォーム、ゲーム、派遣、世界選手会(13 部会) 

機 関 会 議：ＵＮＩ世界大会、ＵＮＩ世界執行委員会 

地域組織体制：Europa、Asia&Pacific、Africa、America (４地域) 

専 門委員会：女性、青年、専門職・監督職 

組 合 数：150 ヵ国、900 労働組合 

組 合 員 数：2,000 万人（地域別加盟費支払い人員：欧州 700 万人、アジア太平洋 233 万人、   

アフリカ 76 万人、米州 400 万人） 

本 部所在地：スイス・ニヨン 

2018～2022 年度行動計画 

・多国籍企業内に力を構築 

・企業に説明責任を果たさせる 

・組織化を通じた組合の拡大 

・政府に説明責任を果たさせる 

・団体交渉を擁護・拡大する 

 

1)決議機関 

高決議機関は、４年に１度開催される「世界大会」である。直近では2018年６月英国リバプ

ールで、第５回の世界大会が開催された。 

 

2) 執行機関・体制 

執行機関は、「世界執行委員会」で、年に１度開催される。執行委員は、149名（2018年10月現

在）で、18地区からの選出委員、部会代表、女性委員会代表、青年委員会代表、専門職・管理職

代表で構成されている。 

会長は１名、副会長は８名（部会代表４名、地域代表４名）、書記長１名、副書記長１名で４

役が構成されている。 

 

3) 女性委員会 

活動内容としては、機会均等の啓発、活動への女性参画の向上、そのためのエンパワーメント

の取り組み、その他女性固有の課題への対応などに取り組んでいる。 
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4) 青年委員会 

活動内容としては、35歳未満の男女の組織化と活動への参画の向上とエンパワーメント、青年

固有の課題への対応に取り組んでいる。 

 

5) 専門職・管理職委員会 

この委員会は、専門職・管理職の組織化と、固有の課題への対応に取り組んでいる。  

 

(2) ＵＮＩ Global Union Asia ＆ Pacific(ＵＮＩアジア太平洋地域組織)の組織概要 

ＵＮＩ Global Union Asia ＆ Pacific(ＵＮＩアジア太平洋地域組織、以下「ＵＮＩ Ａｐｒｏ」

という）は、ＵＮＩの４つある地域機構の一つである。 

他の国際産別と比較して、自立性が高いといわれる。それは、ＵＮＩグローバル規約とともに地

域規約を持ち、役員についても地域で選出可能であること。会費は本部に一括納入され、全体に配

分する仕組みとなっているが、地域組織で「任意活動基金」（任意拠出）を保有していることなど

が理由に挙げられる。 

概要は、以下のとおりである。 

 

機 関 会 議：ＵＮＩ Ａｐｒｏ地域大会、ＵＮＩ Ａｐｒｏ執行委員会 

拠点・対象国：[東アジア]香 港
    ＊

、日本
   ＊

、韓 国
    ＊

、モンゴル
    ＊

、台湾 

[南アジア]バングラデシュ
        ＊

、インド
   ＊

、ネパール
      ＊

、パキスタン
     ＊

、スリランカ
    ⊛

 

[東南アジア]マレーシア
     ＊

、インドネシア
      ＊

、
    

フィリピン
        *

、シンガポール
       ＊

、タイ
  ＊

、 

     ベトナム、東ティモール
           

 

[オセアニア]オーストラリア、ニュージーランド、フィジー
    ＊

 

       ＊加盟協議会あり 

組 合 数：172 労働組合 

組 合 員 数：233 万人 

所 在 地：シンガポール 

2015～2019 年度行動計画 

・組織化と能力開発 

・グローバル、地域、国内企業 

・すべての人に社会保障と公正な雇用 

・政治的影響力と規制への影響力 

・斬新で包摂的な組織としてのＵＮＩ Ａｐｒｏ 

 

1) 決議機関 

４年に一度の地域大会が 高決議機関となる。 

 

2) 執行機関・体制 

執行委員会が、年に１度開催される。体制としては、会長１名、会長代行１名、副会長３名（地
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区選出および各専門委員会代表で構成される）地域書記長１名（ここまでが執行委員）、地域書

記次長１名で４役が構成されている。 

 

(3) 日本加盟組織連絡協議会（ＵＮＩ－ＬＣＪａｐａｎ） 

ＵＮＩの日本加盟組織が、ＵＮＩおよびＵＮＩ Ａｐｒｏの諸活動に積極的に参画をし一定の貢

献を果たすことを目的に、日本加盟組織連絡協議会が14組織、組合員数約103万人で構成されてい

る。執行機能は、運営委員会（議長、副議長、事務局長、監査、運営委員の計25名で構成）で担わ

れる。 

ＵＮＩ－ＬＣＪａｐａｎは、ＵＮＩ Ａｐｒｏ内では、共有の運動理念であるパートナーシップ

の労使関係の普及に、傘下の日本組織としての役割を果たすことを主眼としている。 

 

(4) ＵＮＩ Ａｐｒｏの戦略と成功事例 

1) ＵＮＩ Ａｐｒｏの運動理念と戦略について 

ＵＮＩ Ａｐｒｏは、アジア地域の労働運動において、現実問題として労働者の人権の確立や

労働組合の発展を期するためには、「労働組合の力（争議等）」「ＩＬＯ条約の効力」といったも

のでは、到底可能とならないと認識している。例えば、ＩＬＯが政府と折衝するときは、結局「基

準」の話となり、具体性を欠いた説得力のない話となる。 

よって、ＵＮＩ Ａｐｒｏは、「パートナーシップ型労使関係」（Partnership Industrial 

Relationship ）の構築という戦略を定め、アジア地域組織としての特色ある運動を推進してい

る。 

この「パートナーシップ型労使関係」の定義は、端的に表現すると「経営から信頼を得て必要

とされ、その存在が必然なる労働組合のあり方」というものである。 

例えば、労働組合の争議行為の実行は、使用者側の対応のさらなる学習により、労組の成果を

逓減させていく。また、近年の仕事のインフォーマル化の急速な拡大は、労働組合を極端な少数

派にし、その効力を急減させていく。そのような中、労働組合としてその役割を果たしていくた

めには、政府および企業が「労働組合は必要だ！」という認識を持つようにしなければならない

という。 

労働組合の取り組みにより、企業の生産性を向上させ、利益を残すことが可能となれば、労働

組合は企業から信頼を得て必要な存在となる。ＵＮＩ Ａｐｒｏは多くの国や労働組合で、この

ようなアプローチにより運動を進めてきた。 

ＵＮＩ Ａｐｒｏは、労使紛争に対して仲介をする際にも、一方的に経営を批判し攻撃の的に

するようなアプローチはしない。労使紛争の背景にある問題、労働組合組織の成り立ちと現状な

どに対する調査力に優れ、現実的なアプローチを提起する。そこにも、「パートナーシップ型労

使関係」の理念が生かされている。 

 

2) 成功事例 

① インドネシアＨＥＲＯスーパーマーケットにおける労使関係 

インドネシアでは、スハルト政権（第２代大統領、1968年－1998年）下で労働組合の腐敗が
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横行し、労働者の労働組合に対する信頼はなかった。次期政権下において、ＩＬＯ条約が批准

されたが、労働組合勢力の拡大は進展しなかった。その要因は、労働組合に対する労働者の信

頼の欠如であった。よって、インドネシアにおける労働組合の発展には、その信頼回復が必要

であり、「パートナーシップ型労使関係」構築の戦略展開が必要だった。 

そのような中、何年にもわたり労使紛争が続いていた、香港資本のデイリーファーム企業が

運営するＨＥＲＯスーパーマーケットの労組から、ＵＮＩ Ａｐｒｏに問題解決への支援が要

請され、その問題の関係を健全化した実績がある。 

その問題解決の主因は、「パートナーシップ型労使関係」の理念に企業トップがコミットメ

ントしたことにあった。その結果、労働組合は経営の基本情報を得て、労働条件などの改善の

対応を要求一辺倒でなく、経営の持続可能性の観点から熟慮し判断するようになった。また、

労働組合が生産性の改善（廃棄商品の削減を含めた商品ロスの削減による利益改善）の取り組

みを、率先して行うようになった。この結果、経営において労働組合は従業員を代表する存在

であり、経営にとって必要なものであると、明確に認識するようになった。 

このような成果を踏まえて、インドネシアの小売協会では「パートナーシップ型労使関係」

を導入するプログラムを採択するようになった。 

 

② マレーシアにおけるイオンビッグ・マレーシアの組織化について 

マレーシアのイオンビッグ・マレーシア（旧カルフールをイオンが買収）は、ＵＮＩマレー

シア加盟協議会の主導により、組織化の途上にあった。そしてこの取り組みは、イオンの労使

関係の理念と蓄積された健全な労使関係の歴史、イオン株式会社、イオングループ労働組合連

合会、ＵＡゼンセン、ＵＮＩの４者で2014年に締結された「グローバル枠組み協定」を背景に、

支援されたものであった。しかし、現地管理職の組合に対する強い抵抗に見舞われ、極めて難

しい局面に至る可能性があった。ＵＮＩ Ａｐｒｏは、ＵＮＩマレーシア加盟協議会と協議し、

管理職への一方的な攻撃という手段を排除し、イオンの労使とともに共同のアプローチを講じ

た。その結果、管理職の攻撃は終息し、一般組合員、管理職の２つの組合が結成された。以降、

経営状態も好転していったという経過がある。そして、2017年12月に団体協約の締結に至った。

現在も、経営状態は良好を持続している。これも、「パートナーシップ型労使関係」の成果と

いえる。 

 

③ ミャンマー軍事政権下における事前の取り組み 

ミャンマーの軍事政権下においても、ＵＮＩ Ａｐｒｏは「パートナーシップ型労使関係」

を普及する取り組みを展開してきた。ＵＮＩ Ａｐｒｏは軍政当時の労働大臣に対して、民主

化が敢行されれば必ず労働組合が結成されていくと話した。もし、労働者の人権を尊重しない

企業が進出してきたら、政府は難しい選択を迫られるようになる。そのとき、「パートナーシ

ップ型労使関係」の理念が重要になると説得した。 

その結果、ミャンマーでは民主化以前から「パートナーシップ型労使関係」の学習会を開い

てきた。 

 

第５章 国際労働組織のアジアでの活動 

 

 

 

 

168



 

④ 東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）とＵＮＩ Ａｐｒｏとの関係 

東南アジア諸国連合（以下、「ＡＳＥＡＮ」という）は、ブルネイ、カンボジア、インドネ

シア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの10加

盟国の政府が主導・運営する政府間組織である。その目的は、単一市場と生産拠点の設立を通

じてＡＳＥＡＮを世界的競争力のある経済体として加盟国の公正な発展を保証するところに

ある。2015年ＡＳＥＡＮは「政治・安全保障共同体」「経済共同体」からなる「共同体」とし

て発足した。 

ＵＮＩ Ａｐｒｏは、とりわけＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）に対して、戦略的な対応

による関係構築をはかってきた。2000年からは、貿易とサービスの自由化の多面的な社会的、

経済的リスクと機会を提起するため、ＡＳＥＡＮの高官と対話の機会を広げてきた。それらの

結果、ＡＳＥＡＮ労働大臣会合において「パートナーシップ型労使関係対話」というカリキュ

ラムが設置されるようになった。そのことによって、ＡＳＥＡＮ各国が「パートナーシップ型

労使関係」を考えてみる、または実施するという環境を作る、または介助するという環境が整

いつつあるということになったといえる。 

また、2016年ＡＳＥＡＮ労働大臣会合では、ＣＳＲ（企業の社会的責任）ガイドラインが採

択された。その中で、「労働と関連したＣＳＲとは何か？」が定義された。このことを基盤に、

様々なことが進展していくと思われる。 

以下、ＵＮＩ Ａｐｒｏ 提供の関係資料を掲載した。 

 

ＡＳＥＡＮ労働大臣会合―ビエンチャン宣言 

2016 年５月６日、ラオスの首都ビエンチャンで開催された第 24 回ＡＳＥＡＮ労働大臣会合において「ＡＳＥＡＮに

おけるディーセントワーク推進に向けたインフォーマル雇用からフォーマル雇用への移行に関するビエンチャン宣

言」が、採択された。 

ＳＤＧｓ2030 アジェンダ８目標（働きがいも、経済成長も）、ＩＬＯ第 112 号条約（雇用政策条約）等におけるＡＳ

ＥＡＮ各国の包括的成長と雇用、すべての人のディーセントワークの推進の取り組みを前提にし、雇用労働のインフ

ォーマル化、労働者の権利及び社会的保護、社会対話に極めて厳しい困難をもたらすことを認識した。そのうえで、

インフォーマル雇用からフォーマル雇用への管理された移行を、各国の国内法、政策、プログラムに沿った形で、具

体的な行動に努めることを確認した。＊以下、主な項目（要約） 

１．雇用におけるあらゆる形態の差別撤廃の促進 

２．ＡＳＥＡＮ各国間、対話パートナーとの間での共同の取り組みや成功事例の共有。加えて、移行促進のための法

令・政策その他措置に寄与する現状分析情報の共有促進 

３．雇用創出、労働における権利、社会的保護、社会対話促進の成功事例の共有、調査情報共有の促進 

４．ディーセントな雇用確保、起業機会、能力開発、労働条件、所得補償の促進に向けた措置をとる 

５．技術・職業訓練、能力開発、生涯学習の質を高め利用を促進する 

６．法令、金融サービス等市場機会活用を円滑にして、零細・中小のビジネスモデルの促進する政策・プログラムに

労働問題を統合する。 

７．インフォーマル雇用の労働者への支援（労働者の基本原則、権利安全衛生の確保等） 

 政策プログラムを強化し、企業・自営業者・協同組合の連携を強化する 

８．使用者団体や労働者団体の取り組みへの参加を促進する 
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参考文献：Agreed at the ＡＳＥＡＮ Regional Workshop on Decent Work Promotion :Transition 

to Formal Economy in ASEAN,6-7 April 2016,Luang Prabang ,Lao ＰＤＲ 講演資料（ＵＮＩ Ａ

ｐｒｏ クリストファー・ウン書記長から提供） 

 

労働分野の企業の社会的責任（ＣＳＲ）に関するＡＳＥＡＮガイドライン 

ＡＳＥＡＮ共同体が打ち出した「共同体ビジョン2025」において、ＣＳＲの方針やその運営を行う上で民間部門の

関与は重要になる。また、企業の社会的責任（以下、「ＣＳＲ」という）の取り組みは、このビジョンと目的を一にし

ている。また、ＣＳＲの促進はこのビジョンの実現にあたって、ＡＳＥＡＮ共同体傘下の政治・安全保障共同体（Ａ

ＰＳＣ）、経済共同体（ＡＥＣ）社会・文化共同体（ＡＳＣＣ）の行動方針に次のように位置づけられている。 

・ＣＳＲを根付かせるために、ＡＳＥＡＮ財団を支援し民間部門および他の関連するステークホルダーとの協力を強

化する。（ＡＰＳＣ） 

・持続的な生産・消費戦略と 良の慣行を国および地域の政策に統合すること。もしくはＣＳＲ活動の一環として推

進すること。（ＡＥＣ） 

・包括的で持続可能な社会文化的開発のために、官民パートナーシップ、社会起業家、ＣＳＲを促進すること。（ＡＳ

ＣＣ） 

 そしてこのＡＳＣＣのビジョンに則ったＡＳＥＡＮ労働大臣行動プログラム2016～2020の主題の一つに労働分野の

ＣＳＲに関するＡＳＥＡＮガイドラインがある。 

 この労働分野のＣＳＲ・ＡＳＥＡＮガイドラインは、ＡＳＥＡＮ加盟国政府、企業・機関、使用者組織、労働者組

織のために策定されている。そして、以下の点を目的としている。 

・人々の利益のためにＡＳＥＡＮ加盟国の企業・機関のＣＳＲに対する意識を高める。 

・企業・機関のビジネス慣行の中にＣＳＲの取り組み、人権、ディーセントワークを取り入れるよう積極的かつ持続

的に促すこと。 

・国の労働法、ＩＬＯ条約、その他関連する国際条約に明記された中核的労働基準の順守を促進すること。 

・政府、使用者組織、労働者組織の間の、あらゆるレベルの社会対話を促進し、労働関係を強化する。 

参考文献：「労働分野の企業の社会的責任に関するＡＳＥＡＮガイドライン」Adopted 

by  the 24th ＡＬＭＭ（ＵＮＩ Ａｐｒｏ クリストファー・ウン書記長から提供） 

 

東アジア経済フォーラムでのインドネシア副大統領発言 

2016年開催の東アジア経済フォーラムにおいて、インドネシア副大統領は基調講演のなかで「労働者の低賃金をベ

ースにＡＳＥＡＮが経済連携していくことはできない。これからは、国民の生活に恩恵をもたらすＡＳＥＡＮ 低賃

金制度のようなものが必要だ。」と述べた。 

 その発言を受けて、インドネシアの人的資源省からＵＮＩ Ａｐｒｏに対して、各国横断の 低賃金の可能性を探っ

ていこうという打診があった。 

*ＵＮＩ Ａｐｒｏ クリストファー・ウン書記長へのインタビュー発言より 

 

ＡＳＥＡＮサービス労組協議会（ＡＳＥＴＵＣ） 

ＡＳＥＡＮ発足以降、域内での経済活動は加速度的に活発化し、地域の国内総生産は 2007 年から 2014 年までに２

倍となり、世界第７位の統合市場となった。しかし、所得の不平等の問題が国内および国家間で依然として残り、不

安定雇用が雇用増の過半を占めるなど、社会的側面においては精彩を欠いていた。 

ＵＮＩ Ａｐｒｏと国際建設林業労働組合（ＢＷＩ）アジア太平洋地域組織、国際公務労連（ＰＳＩ）アジア太平洋

地域事務所という３つのグローバルユニオンは団結し、このＡＳＥＡＮの統合が社会的公正に向かうことに影響を及
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ぼすために、ＡＳＥＡＮサービス労組協議会（以下、「ＡＳＥＴＵＣ」という）を 2007 年に結成した。 

「合意に基づく組織であるＡＳＥＡＮは、自らのルールに従い、対立型でなく建設的な対話を支持する組織にのみ

関与する。」という戦略的観点のもと、定期的かつソフトなアプローチを忍耐強く継続した。この取り組みにより、い

くつかの政府及びＡＳＥＡＮ諸機関から専門機関としての承認を得ている。ＡＳＥＴＵＣの活動成果は以下のとおり

である。 

・ＡＳＥＡＮ地域三者社会対話会議（年１回）：各国労働大臣および労働省上級役員との取り組み。また、国レベルで

もＡＳＥＴＵＣの国内会議をとおして三者社会対話の取り組みを実施している。 

・小売部門の労働安全衛生ガイドラインの普及：６カ国語以上に翻訳され、いくつかの労働省に採用されている。 

・主要会議への招請：ＡＳＥＴＵＣ指導者は、多くのＡＳＥＡＮ諸機関が組織する会議にリソースパーソンもしくは

参加者として定期的に招待されている。これは、ＡＳＥＡＮの政策において、社会・労働の側面を擁護する能力と

プロセスを評価されている証左である。 

・各国加盟組織は、ＡＳＥＴＵＣの教育キャンペーンにより、労働者に関するＡＳＥＡＮ内の状況とＡＳＥＡＮ統合

が労働者に及ぼす影響について、より精通している。 

参考文献：FRIEDRICH EBERT STIFTUNG TRADE UNION IN TRANSFORMATION ソフトアプロー

チ：労働組合はいかにして“ＡＳＥＡＮウェイ”の成功の道を切り開いたか ＡＳＥ

ＡＮにおいて労働者の声を制度化する、ＡＳＥＴＵＣの取り組み メリッサ・セラノ

によるケース・スタディー（要約）（ＵＮＩ Ａｐｒｏ クリストファー・ウン書記長

から提供） 

 

ＵＮＩ ＡｐｒｏとＡＳＥＡＮ経済共同体（ＡＥＣ）、東アジア地域包括経済連携（ＲＣＥＰ） 

ＡＥＣは2015年大規模な地域経済圏として発足した。６億３千人を超える域内人口を有し、2015年世界で６番目、

アジアで３番目に大きな経済圏となった。さらにこのプロセスを経てＡＳＥＡＮ諸国は、環太平洋パートナーシップ

協定（ＴＰＰ）を超えた貿易交渉を始めた。それが、ＲＣＥＰである。 

ＲＣＥＰは、日中韓印豪ＮＺの６カ国とＡＳＥＡＮとの５つの自由貿易協定（ＦＴＡ）を束ねる包括的経済連携構

想である。その規模は、人口36億人（世界の半分）ＧＤＰ20兆ドル（世界の30％）貿易額10兆ドル（世界の30％）を

占める。 

ＲＥＣＰ協定のサービス貿易に関する条項にはＵＮＩの管轄下にあるすべての部門が含まれることが予想されてい

た。 

多くの市民社会団体等のＡＥＣの評価は、社会的構成要素を反映していないというものである。ＵＮＩ Ａｐｒｏは、

2000年からＡＳＥＡＮの労働関係の高官と「貿易とサービスの自由化の多面的な社会的、経済的リスクと機会」の提

起を通じて、対話の機会を広げてきた。 

参考文献：第19回ＵＮＩ世界執行委員会 議題12付属文書「ＡＳＥＡＮ経済共同体と東アジア地

域包括経済連携」 

 

(5) ＵＮＩ本部との関係性 

ＵＮＩの前身の一つであるＦＩＥＴは、「地域には固有の問題と固有の挑戦する事項がある。」と

の認識のもと、自主権を持ち自律的な取り組みができる地域組織体制を敷いてきた。ＵＮＩはそれ

を引き継いで、現在のＵＮＩ Ａｐｒｏがある。 

しかし、ＵＮＩ Ａｐｒｏが推進する戦略や取り組みについては、ＵＮＩ全体では、それぞれの

地域組織に特色があることは許容しつつも、まだまだその独自の動きに批判的な評価が多いという。

ＵＮＩ Ａｐｒｏウン書記長は、労働組合の“力”の本質についての相互の認識の相違があるから

 

 

 

 
171



 

だと、その見解を述べている。これまで、ストライキをやって解雇された労働者を多数見てきたが

ゆえに、労組の対立し闘う力は本質ではないと。労働組合の力の本質は、企業から信頼され必要と

される存在として「パートナーシップ型労使関係」を構築することで表わすことができると提起す

る。 

 

(6) ＵＮＩとインダストリオールとの相違 

インダストリオールでは、地域組織の範囲（「サブリージョン」という）が、現存する地域のま

とまりを分断して設定されている。また、その地域組織のスタッフは、本部からの指示ないしは許

可がなければ、具体的行動、例えば組織訪問のようなことでも行うことができない。 

インダストリオールは結成時に、運動を推進する４つの機能（組織運営、キャンペーン、政策、

インフォーマルワーカー対応）を、それぞれの都市に分散して配置した。様々な状況や日々変化す

る状況に対峙するにあたって、この運動推進機能の分散配置は適合しないと思われる。これは、前

身の組織の一つであるＩＭＦ時代からも後退しているといわれる。 

このように、「地域には固有の問題と挑戦する事項がある。」とのＵＮＩ（ＦＩＥＴ時代からの）

基本認識・組織体制とインダストリオールとは、歴然とした違いがある。 

 

(7) グローバル枠組み協定（ＧＦＡ）について 

グローバル枠組み協定は、国際産業別労働組合、産業別労働組合、労働組合、企業の４者で締結

する労働協約といえる。効果としては、多国籍企業の社会的責任を実現するものとされる。内容と

しては、ＩＬＯの中核的労働基準などの労働の権利と労働条件の基本的事項を中心に盛り込まれる。 

ＵＮＩ Ａｐｒｏの傘下では、11の企業労使がＧＦＡを締結している。ちなみに日本では、髙島

屋（百貨店）、ミズノ（スポーツ用品製造販売）、イオン（小売業グループ）の３社が締結している。 

しかし、実際の場面では以下のような事例もある。マレーシアのテレノールというノルウェー系

通信会社では、何年もの間、労使紛争を抱えていた。それは、組合認証の問題に関して、会社はＧ

ＦＡを締結しているにもかかわらず労働組合を認めなかった。このように、ＧＦＡには法的拘束力

はなく、それが機能するには当事者が誠意をもって関与し合うということしかないと認識している。 

 

(8) 日本の労働組合の国際活動についての期待と課題 

ＵＮＩ Ａｐｒｏは、日本ないし日本国民、日本の労働運動は尊敬されていると認識している。

だから、日本の労働運動は勇気を持って大胆に挑戦し、アジアでのリーダーシップをより見えるよ

うにし、この地域を牽引
けんいん

してほしいと望んでいる。 
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第４節 先進国の労働関連組織のアジアでの活動 

１．公益財団法人 国際労働財団（略称ＪＩＬＡＦ：Japan International Labor Foundation） 

(1) 概 要 

公益財団法人国際労働財団（以下、「ＪＩＬＡＦ」という）は、日本労働組合総連合会（連合）

により1989年に設立された。その理念は、「開発途上国の自由にして民主的な労働運動の発展と

健全な社会開発・経済開発に寄与する。」とし、内外の労働関係者の研修・交流ならびに諸外国

の労働団体などが行う労働者教育、社会開発活動への協力を行っている。 

また、これらの諸活動を通じて得られた労働関係情報を広く内外に提供し、日本に対する認

識・理解を深めてもらうことにより、日本の労働者と諸外国の労働者との国際的相互理解の促進

をはかることに取り組んできた。 

組織の概要は、以下のとおりである。 

 

組織名称：公益財団法人 国際労働財団 

     英語表記 Japan International Labor Foundation 略称：ＪＩＬＡＦ 

所 在 地：東京都千代田区神田神保町３－23－２ 錦明ビル５階 

代 表 者：理事長 南雲弘行、専務理事 安永貴夫（代表理事） 

事 務 局：招へいグループ、現地支援グループ、総務グループ、調査・広報グループ、 

財政グループ（15名） 

財政規模：４億5,800万円（2017年度実績）厚生労働省受託・助成、連合関係団体寄付他 

海外事務所：公益財団法人 国際労働財団 タイ事務所 略称：タイ事務所 

     英語表記 Japan International Labor Foundation Thailand Office 

     英語略称 JILAF Thailand Office 

所 在 地：タイ王国バンコク市 

代 表 者：所長 関口 輝比古  

 

(2) 主な事業内容 

1) 招へい事業 

① 概要 

海外労働関係者（主に労働組合指導者層）を日本に招へいし、日本の労働事情、労使関係、

日本の社会・経済への理解を深める研修および交流を行っている。具体的には、連合本部、地

方連合会、産業別労働組合、企業別労働組合、厚生労働省、日本生産性本部、経団連、労働福

祉団体、地方自治体、主要企業の生産現場訪問などを行うことにより、その理解の促進を図っ

ている。さらには、広島や長崎の原爆資料館などの視察により、日本の平和運動に対する理解

促進にも努めている。 

この取り組みは、アジアを中心とする開発途上国においては、現地労働関係者の資質向上を

通じた労使関係の安定と労働者の地位向上支援に貢献している。 

また、各国招へい者による労働関係に関する報告会「労働事情を聴く会」の実施、日系企業

の進出国を対象にした「労使紛争未然防止セミナー」の開催、先進国を中心として時宜を得た
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労働問題を学び合うシンポジウムなどを行っている。 

2018年度は、年間12チーム、合計119人を日本に招へいする年度計画に基づき、12チーム、

計123名（うち女性53名）の招へいを完了し、人数面では年度計画を４名上回った。なお、日

系企業・事業所所属の労働組合役員の参加者数は21名であった。 

招へい対象国・地域については、アジア地域を中心にチームを編成し、ユース英語圏チーム

（６ヵ国・10名）、ユース非英語圏チーム（２ヵ国・12名）、中南米チーム（５ヵ国・12名）、

ユーラシアチーム（３ヵ国・９名）、バングラデシュ・モンゴルチーム（２ヵ国・13名）、アフ

リカ英語圏チーム（４ヵ国・11名）、ベトナム・ミャンマーチーム（２ヵ国・10名）、インドネ

シア・パキスタンチーム（２ヵ国・11名）、先進国チーム（３ヵ国・６名）、再招へいチーム（４

ヵ国・９名）、建設的労使関係強化・発展チーム（４ヵ国・10名）、労使紛争未然防止チーム（２

ヵ国・10名）であった。 

 

② 具体的内容 

ここでは14日間の標準のカリキュラムを例示する。 

日 程 内   容 

１日目 来 日 

２日目 オリエンテーション、開会式 

課題提起と研修目標設定、講義「我が国の労働組合の沿革」 

３日目 連合訪問 講義「連合の役割と取り組み」/ 

講義「労働者を支える法体系」 

４日目 厚生労働省訪問 講義「労働者を支える行政」/ 

講義「労働組合役員の行動力」 

５日目 産別訪問 講義「労働組合の政策立案力」/ 

講義「労働組合役員の組織運営力」 

６日目 日本生産性本部訪問 講義「生産性運動他」/ 

講義「労使関係構築力」(経団連) 

７日目 フォローアップ 

８日目 休 日 

９日目 地方連合会への移動/ 

地方労福協、労働金庫、全労済等訪問 「地域における労働者互助のための仕組み」

10日目 地方連合会役員との意見交換「地方連合会の活動について」、職場訪問、他

11日目 地方労働行政視察（ハローワーク等） 

12日目 グループ討議 「労働組合役員の交渉力」/ 

「労働事情を聴く会」他 

13日目 全労済協会または労働金庫協会訪問「労働者互助のための仕組み」/ 

財団役員との意見交換、成果報告 

14日目 離 日 
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2) 現地支援事業－労働組合教育分野 

① 概要 

日系企業が多数進出しているアジアの開発途上国を中心に、当該国における労使関係の安定

と労働者の地位向上を支援するために、日本から労働関係の有識者（連合役員、厚生労働省Ｏ

Ｂ、産業別組織役員経験者、連合関係団体役員ほか）を「講師」として派遣し、労使関係・労

働政策を中心に、様々なテーマでセミナーやワークショップを開催している。 

主なプログラムは、労働組合の組織化、団体交渉と労働協約、労使協議制と生産性向上、企

業の社会的責任（ＣＳＲ)、ディーセントワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の実現、職

場環境改善、インフォーマルセクター（政府の公的サポートの行き届かない貧困層）のための

社会的セーフティネットの構築、労働法、社会保障制度など多岐にわたっており、対象国の民

主的な労働運動および民主的社会の発展に寄与している。 

2018年度は、インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネパール、パ

キスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、モンゴル、ラオスの14ヵ国

で開催し、参加した労働組合リーダーは1,066名となった。 

また、同内容でアジア太平洋州の国々から労働組合リーダーを集め、多国間セミナーを２回

（シンガポール、タイ）開催し、併せて60名が参加をした。 

 

② 具体的内容 

ここでは14ヵ国を対象に行ったセミナーの標準プログラムを例示する。 

＜例示＞ 

労使関係・労働政策（ＩＲ）セミナー「標準プログラム」 

＜基本的考え方＞   

当該セミナーでは、「グローバル社会経済の発展と労働組合の役割」、「建設的労使関係の構

築と雇用安定、無用な労使紛争の未然防止」を基本テーマに、対象国ごとに関連課題が付帯テ

ーマとして追加設定される（これに応じ、講演内容や講師、及び参加者によるグループ論議内

容が決定）。 

 

＜付帯テーマ例＞ 

労働法改正／労働協約／労使紛争解決システム／ 低賃金制度／生産性向上／社会保障制

度／労働者保護のための協同組合組織の設立と運営／産業経済政策と労働組合の政策提言／

非正規雇用への対応等 

 

＜プログラム＞ 

【一 日 目】 

開 会／来賓挨拶〈過去実績を踏まえた登壇者一例〉 

  〔共催主催者代表〕 

現地ナショナルセンター代表者 

国際労働財団（ＪＩＬＡＦ）代表者 

  〔来  賓〕当該国労働関係行政代表者 

日本国大使館（総領事館）代表者 

当該国使用者団体代表者 

国際労働機関（ＩＬＯ）各国事務所代表者 
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講  義１（現地政府関係者）及び質疑・意見交換 

－労使間の課題等に関する制度・施策説明等概括的内容 

講  義２（ＪＩＬＡＦ側講師）及び質疑・意見交換 

－ 昼食・休憩 － 

講  義３（使用者組織講師）及び質疑・意見交換 

－産業界の現状と課題に関する概括的内容、労使間の課題等への対応 

講  義４（現地ナショナルセンター講師）及び質疑・意見交換 

－労働組合の重点活動や労使関係・労働政策に関連する現状と課題 

講  義５（ＪＩＬＡＦ側講師）及び質疑・意見交換 

－付帯テーマの専門的内容等 

【二 日 目】 

講  義６（学識者他）及び意見交換 

－労使関係及び関連テーマに関する傾向や分析 

グループ論議（参加者がグループに分散） 

－労使関係及び関連テーマに関するグループ毎発表素材の取りまとめ 

－ 昼食・休憩 － 

各グループからの発表（現地ナショナルセンター／ＪＩＬＡＦによるコメント、講評等） 

参加者による行動計画／セミナー評価記入 

総括・閉会 現地ナショナルセンター代表 

  ＪＩＬＡＦ代表者 

 

3) 現地支援事業－社会開発分野 

この事業は、日本の厚生労働省の補助金による「国際労使ネットワーク等を通じた組織化によ

る草の根支援事業」（Supporting Grass Roots Activities through the International Employer's 

and Workers Network:ＳＧＲＡ）(以下、「ＳＧＲＡ」)として、実施されている。 

2018年度は、タイ、ネパール、バングラデシュ、ラオス、ベトナムおよびスリランカにおいて、

現地政労使の自立と自律的運営の観点から、核人材育成を充実化するとともに、公的なサポート

が行き届かないインフォーマルセクター労働者とその家族などを組織化（ネットワークメンバー

化）し、それらを通じて生活の改善・底上げに必要な情報や職能開発訓練の提供、ＳＧＲＡ互助

組織（協同組合）の設立・運営・自立化に注力した。また、事業実施４ヵ国内での全国展開に向

けた波及活動、ベトナムおよびスリランカへのＳＧＲＡモデルの普及にも取り組んだ。 

その結実として、タイについては現地政労使・コミュニティー主導による持続的展開の確認と

「より困難な環境下にあるインフォーマルセクター労働者（障がい者、高齢者、スラム居住者他）」

への波及活動を継続、その他の国々においても現地主導による自主・自立的な取り組みが展開さ

れていることに加え、ネットワークメンバーによる地域での伝播
で ん ぱ

活動の実践、就職・就労・起業

の発現、現地核人材が中心となったＳＧＲＡ協同組合の設立（ネパール、タイ、バングラデシュ、

ラオス）などの成果を確認してきた。さらに、普及成果としては、ベトナムおよびスリランカに

おいて、ＳＧＲＡの理解促進および賛同を得ることにより、現地政労使およびＩＬＯで構成され

ているＳＧＲＡ普及中央推進委員会が設置された。 

具体的には、①タイではＳＧＲＡ協同組合員の拡大と相互扶助制度の充実（火災共済の新設や

家内労働者グループにおける福利厚生基金の創設等）や、より困難な状況下におかれたインフォ
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ーマルセクター労働者の組織化と職能開発訓練による生活改善、②ネパールでは生活改善・底上

げに向けた情報提供セミナー、縫製、美容、付加価値蝋燭
ろうそく

作りなどの職業訓練・識字教育および

互助組織（協同組合）の運営と自己資金による震災被害甚大地域（ラリットプール）への普及、

③バングラデシュでは協同組合の拡大によるネットワークメンバーの組織化、協同組合を主体と

した職業開発訓練、使用者連盟主導による既存ネットワークメンバーのための就業・就労斡旋
あっせん

（ジ

ョブフェア）、④ラオスでは生活改善・底上げに向けた情報提供セミナーの実施やインフォーマ

ルセクター労働者のニーズに合わせた職業訓練、⑤ベトナムとスリランカでは、生活改善・底上

げに向けた情報提供セミナーを実施した。また、今年度より普及（アウトリーチ）事業を開始し

たカンボジアにおいては、中央政労使・ＩＬＯ・ＪＩＬＡＦから成る現地運営体制を確立した。 

 

4) 現地支援事業―ブリッジスクール 

児童労働撲滅に向けた取り組みの一環として、アジア地域の労働組合と協同で、初等教育を受

けられない児童労働従事者のためのブリッジスクールを運営し、地域における児童労働の抑止と、

貧困の解消ならびに関係国の労働団体の社会的地位の向上に貢献している。具体的には、インド、

ネパールの労働団体が自主的に行っている非正規学校（インド１校、ネパール９校）の運営に対

し、必要な資金を提供するなどの協力を実施している。2018年度、インドにおけるブリッジスク

ールは、75名を集め、ＩＮＴＵＣ本部・支部・教師・関係者が一丸となって、順調に運営が進め

られている。ネパールでは、450名(25名×２クラス×９校）の生徒が非正規学校で学習した。 

こうした活動を通じて、日本とインド、ネパールとの相互信頼の向上、ならびに両国労働組合

の社会開発力の向上に貢献している。 

 

5) 人材育成事業 

① グローバル人材養成研修 

日本の労働運動や労使関係について、海外の労働関係者に英語で説明し、論議できる人材の

育成を目的に1996年から「国際活動家養成コース」として実施してきた。2016年度からは、「グ

ローバル人材養成研修」としてより参加しやすいカリキュラムに再編成し、実施してきた。研

修実施にあたっては、連合、英語研修企業と協力し、日本の労働組合の若手指導者を対象に英

語、労働運動に関する知識の習得など研修を５ヵ月間行い、国際労働分野における日本からの

発信力強化をめざしている。特に 近では、企業経営のグローバル化により日系企業の海外進

出も進んでおり、日本の労使関係の実態について英語で説明できる労働組合活動家の育成が重

要となっている。 

 

② ＩＴＵＣ－ＡＰ/ＯＴＣ Institute/ＪＩＬＡＦ共催ユースリーダーシップコース 

アジア太平洋地域22ヵ国の若手労働組合指導者の育成、および建設的労使関係を通じた雇用

安定等を目的に、当該コースをＩＴＵＣ－ＡＰおよびオン・テン・チョン労働研究所（ＯＴＣ）

と共同で開催している。 

10日間の研修コース中、ＪＩＬＡＦからは、「経済社会の発展と労働運動の社会的役割」「日

本の労使関係」「建設的な労使関係の構築に向けて」を主要テーマとした講義等を行うととも

 

 

 

 
177



 

に、“労使関係と社会対話の強化に関するワークショップ”にも参画している。2018年度は、

19ヵ国35名の参加を得た。 

 

6) 調査・広報事業 

調査事業は、国内外を含めた安定的な労使関係および健全な労働組合の発展に貢献することを

目的に、国内外の専門家の協力を得つつ、諸外国の労働・社会事情に関する調査研究を行い、我

が国の労働関係者に研究成果を提供している。 

広報事業は、前掲の各事業において得られた労働関係情報を整理し、ウェブサイトやメールマ

ガジンなどを通じて内外へ情報提供している。また、ウェブサイトでは、労働組合ナショナルセ

ンター基礎情報や海外の労働事情、リンク集などが有用かつ貴重な情報として活用されている。 

メールマガジンは招へい事業参加者やセミナー参加者との連携を保ち、労働情報を交換するこ

とを目的に立ち上げた。 

2018年度は、財団のネットワークを活かした労働分野における日本語メールマガジンを33回

（2019年１月末現在）発信した。国内労働関連情報の英語版メールマガジンを20回（同）発信し

た。発信対象は、1,811アドレス（同）となっている。 

 

(3) タイ事務所 

タイ事務所（正式名称は前掲）は、厚生労働省アジア開発途上国雇用・労働支援補助事業として

実施している、「国際労使ネットワークを通じた組織化による草の根支援事業（ＳＧＲＡ：前掲に

同じ）」の活動拠点として2011年に開設された。 

また、タイにおけるＪＩＬＡＦのＮＧＯとしての活動をタイ王国国内法にもとづくために、翌年

2012年に「国際労働財団－タイ（ＪＩＬＡＦタイ）」が設立された。 

タイ事務所は、ＳＧＲＡ事業の重要拠点であるタイ国内での事業展開（事業展開地域：バンコク、

スラータニー、チェンマイ、コンケン）に関して、タイのナショナルセンターはじめ政労使の各関

係機関との調整機能を担うという、大変重要な役割を果たした。 

また、当初のＳＧＲＡ実施国であるタイ、ネパール、バングラデシュ以降、その取り組み成果を

ラオスに拡大し、さらには普及事業としてベトナム、スリランカ、加えてカンボジアも視野に入れ

て取り組めるようになったのは、タイ事務所の地理的利点（情報収集、移動費用軽減など）や人材

など含め、タイ事務所の存在が大きい。 

加えて現在は、タイ近隣国の労使関係・労働政策セミナーの開催・運営支援、ＩＬＯ多国間セミ

ナー、シンガポール多国間各セミナー開催支援、連合二国間セミナーの開催支援、ネパール非正規

学校運営支援、労働関係者のタイでの受け入れなど、多岐にわたりＪＩＬＡＦ事業要請事項の対応、

タイ王国政府、駐タイ王国日本国大使館ほか関係諸機関との日常的な紐帯の維持など、その役割・

機能はますます重要性を増してきている。 

また、タイ事務所は、今後ＪＩＬＡＦの中長期ビジョンに関わる事業の展開においても欠くべか

らざる拠点であり、ＪＩＬＡＦのサテライトオフィスとしてその位置づけと体制を強化していく。 
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(4) 特長と課題 

1) 特長 

ＪＩＬＡＦは日本で唯一の労働組合関係のＮＧＯである。ＪＩＬＡＦが海外で展開する事業は、

ＩＴＵＣ加盟組織、友好組織の各国ナショナルセンターとの連携・協働により行われている。 

そして、公益財団法人として政治的には不偏不党の立場を貫くとともに、労働組合政治におい

ても常に中立の立場をとって事業展開に取り組んでいる。このことが、各国ナショナルセンター

からの信頼を強固にしているといえる。 

 

2) 課題 

一つは、ＪＩＬＡＦの事業に対する日本の労働組合の関心と関与の問題である。いま世界はグ

ローバル化の深化と新技術による産業革命の時代を、先進国も途上国も各国同時並行に迎えてい

る。この大きな波が、私たち労働者に与える影響は、その速度も含めて計り知れないものがある。

このような時代にあって、労働組合および労働運動の果たすべき役割は重要かつ欠くべからざる

ものであり、国際的な労働組合の交流・連携は、とりわけ相互に運動の深化・進化に向けて示唆

に富む有効なものとなるだろう。 

具体的には、大衆運動のあり方、組織拡大のあり方、労働組合が担う社会開発のあり方などは、

ＪＩＬＡＦの事業展開国の労働組合から日本の労働組合が学ぶところが大きい。 

その点から、日本の労働組合のＪＩＬＡＦ事業への関心と関与がより一層求められるのであり、

ＪＩＬＡＦにはそのためのより一層の努力が求められる。 

二つ目に、前掲の事項が活発化してＪＩＬＡＦの財政構造を柔軟にし、理念実現に向けて、時

宜を得た戦略事業への十分な資源配分を可能にし、より一層のＪＩＬＡＦの成長をはかることに

ある。 
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２．各国の労働関連ＮＧＯ組織 

(1) ＡＣＩＬＳ（アメリカ国際労働連帯センター） 

アメリカ国際労働連帯センター（ＡＣＩＬＳ：American Center for International Labor 

Solidarity）は、アメリカの非営利組織（ＮＰＯ）でナショナルセンターであるＡＦＬ－ＣＩＯが

1997年に設立した海外支援組織。ＮＥＤ（the National Endowment for Democracy）の資金の受け

皿となっている組織の一つ。効果的で、独立した、民主的な労働組合を通じて世界の労働者の経済

的・政治的力を強化することによって世界的な労働運動を構築することを使命としている。 

通称 ソリダリティセンター 

設立 1997年 

代表者 シャウナ・バーダー＝ブラウ（Shawna Bader-Blau, Executive Director） 

理事会議長 リチャード・トラムカ（Richard Trumka (labor leader), Board of Trustees Chair） 

所在地 ワシントンＤＣ 

888 16th Street NW, Suite 400, Washington, D.C. 20006; global field offices, United States 

ウェブサイト https://www.solidaritycenter.org 

 

概要 

ソリダリティセンターは1997年に、アメリカ自由労働発展協会（ＡＩＦＬＤ：the American 

Institute for Free Labor Development、1962年設立）、アジア・アメリカ自由労働協会（ＡＡ

ＦＬＩ：the Asian-American Free Labor Institute、1968年設立）、アフリカ・アメリカ労働協

会（ＡＡＬＩ：the African-American Labor Institute、1964年設立）および自由労働組合協会

（ＦＴＵＩ：the Free Trade Union Institute、1977年設立）という労働関連の４組織の統合に

よって設立された。 

これらの４組織は当該地域の開発途上国において労働組合主義や公正な賃金、生活水準の向上

を促進させた役割があるとして評価する意見と、国務省と戦略諜報局（ＯＳＳ）とその後の中央

情報局（ＣＩＡ）との密接な協力と資金のもとに、第二次世界大戦後の西側諸国における共産主

義運動を抑えるために国際活動に取り組んできたという意見がある。その後の冷戦終結と、ソリ

ダリティセンターの設立とともに、労働組合支援組織と政府とのそのような関係は終了したとさ

れている。 

現在のソリダリティセンターは、その組織概要の中で、強力で効果的な労働組合とより公正で

公平な社会の構築への支援として、労働組合、労働者の組織、地域共同体に対し、広範な教育、

訓練、調査、法的支援などを提供していると紹介している。そのプログラムは世界60ヵ国以上で

展開されており、人権・労働者の権利への注意喚起、労働組合の能力向上、職場における安全衛

生、経済についての理解促進、人身売買対策、女性の能力向上、増大しているインフォーマル経

済の労働者の強化などに焦点をあてている。ソリダリティセンターのプログラムは世界の労働権

の運動を支持し寄与しているとのことである。 

 

組織 

理事会の構成は、理事会議長のリチャード・トラムカＡＦＬ－ＣＩＯ会長、財政長のエリザベ
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ス・シュラーＡＦＬ－ＣＩＯ財政長、理事のテファール・ゲーブルＡＦＬ－ＣＩＯ副会長、レオ・

Ｗ・ジェラードＵＳＷ会長、ロバート・マルティネス・ジュニアＩＡＭ会長など、ＡＦＬ－ＣＩ

Ｏ本部やその構成組織のトップが就任している。本部はワシントンＤＣにあり、中東北アフリカ、

アフリカ、米州、欧州中央アジア、アジアの各地域を担当する部長と、広報、政策、平等・包摂、

労働組合強化、コンプライアンス、法制度などのプログラム担当部長で構成されている。 

 

財政 

ＡＣＩＬＳの財政の96％はアメリカ連邦政府、特に国際開発庁（ＵＳＡＩＤ：U.S. Aid for 

International Development）および全米民主主義基金（ＮＥＤ：the National Endowment for 

Democracy）を通じて拠出されている。2017年の年間予算は33,843,800ＵＳドル（約38億円）、そ

のうちアジア地域には900万ドル（約10億円）が割り当てられ支出されている。 

 

アジアでの活動 

アジアでは７ヵ国で拠点を持ち支援活動を展開している。バングラデシュでの繊維労働者への

支援、特に工場火災や崩落などへの対応（タズリーン工場火災、ラナプラザ事故など）、ミャン

マーではＣＴＵＭ（ミャンマー労働組合総連合）などを通じた、組合役員や組合員への労働組合

訓練教育活動を行っている。また近隣諸国のＡＣＩＬＳ事務所と共同で、ミャンマー人移民労働

者の支援活動も行っている。カンボジアでも、輸出額の80％を占める繊維産業の労働者への支援

を行っている。その結果繊維産業の労働者の組織率は飛躍的に高まったが、それ以外の労働者、

特に家事、トゥクトゥク運転手、教師、公務員などの組織化がまだ遅れているとしている。また

カンボジア政府の諮問を受け、ＩＬＯとともに、労働関連の諸法制作成にあたっての助言を行っ

たとのことである。 

インドネシアでは、格差の拡大、パーム農園での児童労働、家事労働や繊維産業でのセクシャ

ルハラスメントなどの人権侵害、近隣諸国や中東諸国への移民労働の問題などに対応するため、

インドネシアの労働組合の能力向上に力を入れているとしている。パキスタンでは、女性労働活

動家とともにＴＵＦＦ（労働組合女性フォーラム）を結成、政策提言を行ったり、政労使が関与

する二者間、三者間の政策対話を支援したりしているとのことである。スリランカではＥＰＺ（輸

出加工区）における労働組合結成への妨害、劣悪な労働条件、貧弱な安全衛生というような状況

に対応できるよう、労働組合を支援しているとのことである。タイでは、近隣諸国からの移民労

働者の労働条件の改善、ＩＬＯ中核的労働基準、特に結社の自由に関わる第87号と第98号条約の

批准促進のための労働組合の支援を行っているとのことである。 

 

(2) フリードリヒ・エーベルト財団（ＦＥＳ） 

フリードリヒ・エーベルト財団（ＦＥＳ：Friedrich-Ebert-Stiftung）は、ドイツのＮＰＯであ

り、政治基金である。設立は1925年（ドイツで も古い政治団体としている）で、ドイツで初めて

民主的に選出された大統領フリードリヒ・エーベルトに由来している。自由・正義・連帯という社

会民主主義の理念と価値に焦点を当てた活動を行っており、その活動が社会民主主義と自由な労働

組合運動を結びつけている。非営利組織として自主・独立した活動を行っているとのことである。 
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通称 ＦＥＳ 

設立 1925年 

理事会議長 クルト・ベック（Kurt Beck）ＳＰＤ（ドイツ社会民主党）元党首 

副 議 長 ハンネローレ・クラフト（Hannelore Kraft）ノルトライン＝ヴェストファーレン

州元首相（ＳＰＤ所属） 

 副 議 長 ミヒャエル・ゾンマー（Michael Sommer）ＤＧＢ（ドイツ労働総同盟）会長 

 執 行 役 員 ローラント・シュミット（Roland Schmidt） 

 名 誉 議 長 アンケ・フュッフス（Anke Fuchs）ＦＥＳ元議長 

 名 誉 議 長 ホルガー・ベーナー（Holger Börner）ＦＥＳ元議長 

 所 在 地 ボン本部  Godesberger Allee 149, 53175 Bonn 

      ベルリン本部 Hiroshimastraße 17 (Haus1) 

    Hiroshimastraße 28 (Haus 2) 

    10785 Berlin 

ウェブサイト https://www.fes.de/ 

 

概要 

1925年に設立されたＦＥＳは、ナチスによって1933年に解散させられており、戦後1947年に再

建された組織である。ＦＥＳは、自らをドイツおよび世界の社会民主主義の価値および労働組合

運動を形成する一員であるとみなしており、人々が社会民主主義を志向し、社会の形成に関与す

ることを、その活動を通じて手助けしている。ボンおよびベルリンの本部、15のドイツ国内の地

域事務所、および世界各国の海外事務所に約670名の職員を配置している。 

ＦＥＳは中心的な役割として４つの活動を行っている。①政治教育：政治に関する基礎知識や

情報を提供している。その目的は、市民の政治への参加を促すこと、市民の自立、判断力と行動

力を養成すること、政治家に対する助言をすること、政治文化の発展に寄与することであるとし

ている。②研究とコンサルティング：グローバル化、欧州経済社会政策、ジェンダー政策、「2020

年－未来に向けて－ドイツに社会的で持続可能な未来を」などのテーマに関し、政治への提言を

行っている。国際的なシンクタンクとしては、ＦＥＳはドイツだけでなく世界に社会民主主義政

策を発信している。併設する社会民主主義アーカイブや図書館は、社会民主主義と労働組合に関

する歴史を今に伝える役割を担っている。③奨学金支援：社会政治に積極的に関与する、才能あ

る国内外の若者に対する経済面・研究面での支援・奨学金プログラム。ＦＥＳは委託調査を通じ

た学術研究や奨学金の支給による国内外の若者への支援も行っている。④国際対話：ＦＥＳは100

以上の海外のパートナー組織と協力し、平和協力・人権保護政策の促進、民主的、社会的、立憲

主義的な構造の確立と統合、自由な労働組合と強力な市民社会を支援している。ＦＥＳはドイツ

の海外・開発政策のパートナーとしての関係を過去数十年にわたって確立してきている。 

 

組織 

政党であるＳＰＤと、ＤＧＢなどの労働組合の代表者により、理事会が形成されている。ボン

とベルリンに本部オフィスを構え、バーデン＝ヴュルテンブルク（シュトゥットガルト）、ブラ
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ンデンブルク（ポツダム）、ヘッセン（ヴィースバーデン）、メクレンブルク＝フォーポメルン（シ

ュヴェリン）、ニーダーザクセン（ハノーファー）、ノルトライン＝ヴェストファーレン（ボン）、

ノルトライン＝ヴェストファーレン（ドュッセルドルフ）、ザクセン（ドレスデン）、ザクセン（ラ

イプチヒ）、ザクセン＝アンハルト（マグデブルク）、チューリンゲン（エアフルト）に国内事務

所（11ヵ所）を、フリッツ・エアラー・フォーラム（シュトゥットガルト）、ユリウス・リヴァ

ー・フォーラム（ハンブルク）、バイエルン・フォーラム（ミュンヘン）という３ヵ所の地区フ

ォーラム（フリッツ・エアラー・フォーラムはバーデン・ヴュルテンブルク国内事務所に併設）、

レーゲンスブルク（レーゲンスブルク）およびラインランド＝パラティナート・ザールラントに

地域事務所（２ヵ所）を設置している。加えてコッヘルとヴュルツブルクにアカデミーを、トリ

エアに「カール・マルクス博物館」を設立している。 

海外事務所は北米２ヵ所、ラテンアメリカ17ヵ所、欧州33ヵ所、北アフリカ・中東11ヵ所、ア

フリカ21ヵ所、アジア22ヵ所に置いている。アジアのうち、南アジアはイスラマバード、ニュー

デリー、カトマンズ、ダッカ、東南アジアはヤンゴン、バンコク、シンガポール、ジャカルタ、

ハノイ、マニラ、東アジアは上海、北京、ソウル、東京に事務所を設置しており、シンガポール

を地域事務所として位置づけている。 

 

財政 

ＦＥＳの財源は連邦政府予算、州・自治体予算、その他寄付などからなり、2016年の総収入は

約１億7,300万ユーロ（約222億円）である。そのうちの約94％が連邦政府からの拠出である。支

出は奨学金、政治教育、国際対話、研究プロジェクト、管理、投資などの項目があり、そのうち

国際対話に割かれる金額は支出全体の６割以上となっている。 

ＦＥＳはＳＰＤとの関係の強い財団であるが、ＣＤＵはコンラッド・アデナウアー財団、ＦＤ

Ｐはフリードリヒ・ノイマン財団、ＣＳＵはハンス・シーデル財団、ＤＩＥ ＬＩＮＫＥはロー

ザ・ルクセンブルク財団など、他の政党も同様にそれぞれ関係の強い財団を有しており、それぞ

れ連邦政府が資金を拠出している。これらの財団の会計は連邦行政庁の厳しい監査を受け、資金

を拠出する協力開発省、外務省、内務省などの連邦政府省庁や州政府に対する説明責任を有して

いる。 

 

アジアでの活動 

前述のとおり、ＦＥＳはアジア12ヵ所に事務所を開設している。アジアにおける活動では、「社

会民主主義ネットワーク」「未来の経済」「ジェンダーおよび社会正義」「貿易、労働、社会対話」

「平和と安全のための協力」「気候変動、エネルギー、環境」をテーマに、様々な各国国内組織

と連携して活動している。特に「貿易、労働、社会対話」に関する活動では、「自由貿易が自動

的にすべての人々に利益をもたらすものではない。アジアのいくつかの国では底辺への競争が見

られる。基本的労働権が守られておらず、賃金は大抵の場合、適正な生活を維持するには低すぎ

ることが多い。われわれはより公正な貿易協定を求めている。社会条項は適切な労働条件を確保

するために必須であると確信している」、「われわれは労働基準と適切な労働条件を促進するため

に労働組合と協力している。労働組合を通じて労働者を強力に代表することが世界の社会民主主
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義の発展への基本的な構成要素」とし、労働組合への支援（ワークショップやセミナーなどの開

催）を行い、「われわれはアジアにおける社会対話の促進と強化を行っていきたい。ソーシャル・

パートナーと政府が一堂に会すことがより強力な社会的側面を作り上げるための鍵である。われ

われはソーシャル・パートナー間の相互理解を深めるための活動を支援する」とし、労使の対話

促進の活動も実施している。 

 

(3) オーストラリア海外衛生・教育・開発協力（ＡＰＨＥＤＡ） 

オーストラリア海外衛生・教育・開発協力（ＡＰＨＥＤＡ：Australian People for Health, 

Education and Development Abroad）はオーストラリアの海外協力組織。ＡＣＴＵ（オーストラリ

ア労働組合評議会）の海外支援組織として1984年に設立された。ＡＰＨＥＤＡ海外労働組合支援

（Union Aid Abroad-APHEDA）として知られている。 

2017年時点で、オーストラリア国内ではシドニーとメルボルン、海外では東エルサレム、ハノイ、

ヴィエンチャン、プノンペン、ディリに事務所を開設しており、オーストラリアの31組織が参加、

50のプロジェクトを82のパートナー組織とともに、18ヵ国・地域（ヴァヌアツ、ソロモン諸島、サ

モア、ベトナム、ラオス、カンボジア、パレスチナ、レバノン、ミャンマー、東ティモール、イン

ドネシア、フィリピン、中国、パキスタン、ネパール、西サハラ、南アフリカ、ジンバブエ）で展

開している。 

貧困、働く場の欠如、労働および人権を侵害されている、内戦や戦争などのために不利益を負っ

ている男女労働者がいる国々や地域において直接寄与するために設立されたとのことである。 

年間の収入は約560万豪ドル（約４億4,000万円）、そのうち45％が参加組織からの支援（Community 

Support）、40％が政府資金からの拠出である。支出のうち海外の活動予算は全体で約470万豪ドル

（約３億8,000万円）、その地域別割合は、中東23％、アフリカ３％、太平洋３％、アジアはベトナ

ム19％、カンボジア15％、タイおよびビルマ14％、東ティモール７％、ラオス６％、フィリピン３％

で、その他アジアの７％を加えると、アジア地域全体で支出の71％を占めている。 

具体的な活動は、「パキスタンの家内労働者および繊維労働者の組織化と強化」「ベトナムの企業

および工業団地での労働組合強化」「アチェの労働組合運動強化」「東ティモールの職場安全衛生活

動」などである。 

 

＜北欧諸国＞ 

(4) デンマーク労働総同盟／デンマーク俸給従業員・公務員総連（ＬＯ／ＦＴＦ）協議会 

ＬＯ／ＦＴＦ協議会（Landsorganisationen i Danmark/ Funktionærernes og Tjenestemændenes 

Fællesråd Council：デンマーク労働総同盟／デンマーク俸給従業員・公務員総連協議会）はデン

マークの労働組合による国際開発協力のための協議会である。1987年にデンマークの 大ナショナ

ルセンター２組織、ＬＯとＦＴＦによって結成された。 

ＬＯ／ＦＴＦ協議会の国際活動の目的は、「アフリカ、アジアおよびラテンアメリカにおける労

働運動の民主的な発展への支援」と「労働組合が活動している社会での民主的発展への寄与」とし

ている。 

デンマークの労働組合運動の国際活動は、政治的、社会的、経済的影響力を労働組合運動が交渉
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と対話によって社会全体に及ぼす際には、民主的労働運動こそが社会の民主的発展に寄与するとい

う基本的な信念にもとづいている。 

アジアにおける具体的な活動は、「バングラデシュにおけるディーセント労働、包摂的成長およ

び雇用」「ネパールにおけるインフォーマル経済、社会保障および社会対話」「パキスタンにおける

労働法および社会的セーフティネット」「ミャンマーにおける社会対話と労働条件向上」「フィリピ

ンにおける権利・包摂性・ビジネスの向上－持続可能なＣＳＲ（企業の社会的責任）」「アジアにお

けるディーセント労働地域プログラム」などである。 

 

(5) ユニオン・トゥ・ユニオン 

ユニオン・トゥ・ユニオン（Union to Union）は、民間の党派を超えたＮＰＯである。スウェー

デンのナショナルセンター３組織、ＬＯ（スウェーデン労働中央組織）、ＳＡＣＯ（スウェーデン

専門職総連合）およびＴＣＯ（スウェーデン専門職従業員総連合）で構成されている。ユニオン・

トゥ・ユニオンの活動は、民主主義の発展、公正な資源の分配、持続可能な開発のための活動を、

世界約80ヵ国、99のプロジェクトを通じ、各国および国際的な労働組合組織と協力・支援すること

で実施している。その内容は、労働組合教育、労働における人権啓発、労働組合リーダーシップ訓

練、権利の平等、社会的対話、ＨＩＶ／ＡＩＤＳなどである。 

各ナショナルセンターの加盟組織が主体となって国際協力活動を実施しており、その活動への拠

出というかたちでの支援も行っている。スウェーデンのインダストリオール加盟組織であるＩＦメ

タル（スウェーデン産業・金属労働組合）のアジアでの国際協力活動の事例では、「フィリピンお

よびタイにおける労働組合能力構築活動」「インドにおけるインフォーマルセクターの女性の能力

強化」「タイにおける組織化促進」「東南アジア（インドネシア、マレーシア、ミャンマー、ベトナ

ム、モンゴル）における多国籍企業労働組合構築プロジェクト」などがある。 

 

(6) フィンランド労働組合連帯センター（ＳＡＳＫ） 

フィンランド労働組合連帯センター（ＳＡＳＫ：Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus） 

は、フィンランドの労働組合による連帯・開発協力組織である。ＳＡＳＫはフィンランドで170万

名を組織化しているフィンランド労働中央組織と、その加盟組織が協力し、1986年に設立された。

アフリカ、アジア、ラテンアメリカで数十の開発協力プロジェクトを実施している。海外事務所は

設置していないが、ＳＡＳＫを代表するコーディネーターを地域に置いている。 

 

(7) ノルウェー労働総同盟（ＬＯ） 

ノルウェー労働中央組織（ＬＯ：Landsorganisasjonen i Norge）はノルウェーのナショナルセ

ンターで、国内 大かつ も影響力を有する組織で、21の国内組織（産別）が加盟し、組織人員は

90万名である。主な海外協力活動は、「タイの国営企業における労働組合構築」「ネパール出身移民

労働者の権利向上」「アジアにおけるフィリピン人移民労働者の権利向上」「フィリピンのナショナ

ルセンターの強化」などのアジアでの活動のほか、ガーナ、モザンビーク、エチオピア、マラウィ

などアフリカ諸国でも活動を展開している。 

 

 

 

 

 
185



 

(8) オランダ労働組合総連合（ＦＮＶ） 

オランダ労働総連合（ＦＮＶ：Federatie Nederlandse Vakbeweging）はオランダのナショナル

センター。組織人員は110万名、オランダで 大のナショナルセンターである。ＦＮＶにはＦＮＶ

グローバル（Mondiaal ＦＮＶ）という部局を設け、世界100ヵ国以上で支援プロジェクトを実施し

ている。資金はオランダ外務省やＦＮＶ加盟組織からの拠出とのことである。 

アジアにおける主なプロジェクトは「南アジアにおける船舶解撤労働者の能力開発・組織化」「イ

ンドにおける児童労働者への教育支援、労働組合組織化、労働者の権利キャンペーン」「ミャンマ

ーにおけるディーセント労働」などがあり、その他バングラデシュ、パキスタン、ネパールなどで

も実施している。インダストリオールとの共同活動も行っており、インドネシアでの多国籍企業労

働組合連合組織の結成プロジェクト、ミャンマーでの連携強化などを実施している。 

 

(9) ベルギー一般労働組合連合（ＡＢＶＶ－ＦＧＴＢ） 

ベルギー一般労働組合連合（ＡＢＶＶ：Algemeen Belgisch Vakverbond - Fédération Générale 

du Travail de Belgique）はベルギーのナショナルセンターで、組織人員は約120万名。海外の労

働組合へ直接支援をしている。アフリカやラテンアメリカでの活動のほかにアジア地域ではインド

ネシアのＳＰＮやＧＡＲＴＥＫＳおよびＧＳＢＩなど主に繊維産業の労働組合を支援している。ま

た過去にはタイＴＥＡＭへの支援（セミナーやワークショップなど）を実施していた。 

 

(10) 世界連帯運動（ＷＳＭ） 

世界連帯運動（ＷＳＭ：World Solidarity Movement）はベルギーのキリスト教労働者運動によ

る非政府組織である。すべての労働者のためのディーセントな労働、社会保護および雇用創出を追

求する社会運動が活動の中心である。 

主な具体的な活動は、「各地域（西アフリカ、ラテンアメリカ、アジア）における社会保護活動」

「サハラ以南アフリカにおける食料の安全と十分な栄養のための闘争」「各地域（中央アフリカ、

中央アメリカ、南アジア、南アメリカ、ＡＳＥＡＮ）におけるディーセント労働のための行動」な

どである。 

第５章 国際労働組織のアジアでの活動 
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 － 終 章 －  

残された問題点～若干の提言を含めて～ 

 

 

１．アジアの労働問題を考える視点 

本報告書の各章に示されたように、アジアの４ヵ国の労働状況を概観したとき、日本の企業、労

働組合、政府および国際協力に関わる各種の団体とそれに関わる人びとにとって、いくつかの大き

な問題点が残されていることが示されている。 

その中でもっとも大きな問題は、アジアの諸国の状況、とりわけ労働をめぐる観点である。19世

紀のなかばから1980年代まで、労働を含む様々な面で、｢アジアは遅れた地域｣｢後発地域｣という認

識が存在した。先進国にとっては遅れた国々をどのように善導するか、という意識が支配していた

といえる。今回の報告書と、その前提となった調査活動からすれば、たしかに様々な問題を残しつ

つも、各国の国民、なかでも労働組合のリーダーや関係者をはじめとする多くの人びとの努力によ

って、それぞれの国において、現代的な労働のあり方を探求するための、継続的で、熱情をもった

活動が展開されている姿を思い浮かべることができる。 

このことは、グローバリゼーションという大きな流れの中にあっても、労働の分野にとどまらず、

経済や社会のあり方についても、外部からなんらかのシステムや手法をおしつけるというのではな

く、これらの国々の人びとの営為を積極的に評価し、それとの関わりで、たとえば日本における歴

史的な成功と失敗の経験を、参考として提示することによって、対等な関係としての連帯と共感の

関係を築いていくことが重要である。このような視点の確立こそ、かつて日本が、ヨーロッパやア

メリカの労働運動に学び、同時に、独自のあり方を発展させてきた日本の労働運動が、アジア諸国

の労働運動の発展に貢献するための基本的な視点として確立されなければならないと考えられる。 

以下では、このことを前提として、今回調査を中心に対象４ヵ国について、見いだされた論点を

整理し、残されている問題点を検討し、試論的な提言をまとめておきたい。 

 

２．企業・産業レベルにおける労使関係 

表示したように(参考資料参照)、社会主義国の伝統をひくベトナム以外では、労働組合の組織率

は低い。たとえば、１人あたりＧＤＰから見て、ほぼ中進国の位置を占めるタイ、マレーシアにお

いては、日本が中進国から先進国への展開を見せていた高度経済成長期と比較すると、決定的に低

いといわなければならない。このことは、これらの諸国の労働者と国民の福祉を促進するうえで、

現状では、まさに労働組合の組織化が何より推進されなければならないことを物語っている。当該

国に、大量の資本を投資し、工場･商業施設などを進出させている日本を含む先進国の労働組合に

は、こうした組織化の進展を積極的に支援する必要がある。 

労働組合の活動状況はどうか。労働組合が存在する場合の決定的な活動内容は団体交渉とその結

果としての働くうえでのルールの形成である。実態調査にもとづくと、ベトナムを除く、インドネ

シア、タイ、マレーシアでは、労使間のフォーマルな交渉や協議は、行われている場合でも、基本

的には、企業レベルで行われるのが普通であり、現在の段階では、産業別の交渉などは例外的にし
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か行われていない。 

団体交渉で話し合われるテーマは、賃金（月収水準、賞与、賃金の上がり方）が最も多い。特に

これらの国々では、近年の最低賃金の上昇にあわせて、最低賃金額を受け取ってきた労働者の賃金

が上昇しているため、より高い水準の賃金を受け取っている労働者たちの賃金額をどれくらい上昇

させることができるかが、重要なトピックスとなってきた。 

労働組合にとって、もう一つの関心事が福利厚生である。社員食堂の食事の量や内容、送迎のバ

スの有無などは、組合員が高い関心を持っている事項であり、各組合はそれにこたえようとしてき

た。ただしこれら福利厚生については、労働組合が存在しない職場においても、使用者が従業員の

代表者と協議したり、福利厚生委員会などを作ったりして、定期的に従業員の声を聞こうとしてい

る。それは従業員のモチベーションを高め、離職率を抑制させるためでもある。賃金交渉は年に１

度決まった時期に行われるのに対して、事業所内で定期的に労使協議を行っているケースでは、そ

こでの話題は福利厚生に絞られている印象を受ける。 

雇用保障については、労働市場の流動性が高く、離職率も比較的高いことを背景に、団体交渉の

議題に上りにくいようである。ただしインドネシアのスーパー労組のように、組合が成熟し、かつ

雇用の縮小が起きているケースにおいては、雇用保障についても労使で緊密な話し合いが行われて

いる。逆に、雇用に関する事前の情報と協議がない場合には、解雇など雇用条件の変更は、企業側

の一方的行為と見なして、激烈な争議に直結するケースもある。 

これらの労働条件をめぐって交渉･協議が行われる場合にも、各国ともに未熟な部分を残してい

ると思われる。たとえば、賃金の上昇を要求しても、上昇分の根拠を示すことはないままに交渉の

テーブルに着いたり、そもそも自社の経営指標を踏まえて交渉することを意識していなかったり、

経営情報の入手方法を知らなかったりするケースも少なくない。この場合も、組合幹部が、知人な

どを介して、労働条件の一部分だけを他社と比較し、唐突に過激な労使紛争に持ち込もうとするケ

ースもある。 

組合役員が、団体交渉の仕方や労働協約の作成手続きなどの知識を身につけていくことの必要性

は、労組自身も自覚している。そのためそうした研修があれば、積極的に参加している労組役員は

少なくない。加えて、労働協約の作成の方法や、そもそも組合としての組織体制の基礎的なあり方

（たとえば、組合役員を選挙で選出する、年に１度は総会を開く、活動内容をニュースで組合員に

流すなど）についても、研修が不可欠である。このような研修には多額な費用がかかり、マレーシ

アのナショナルセンターであるＭＴＵＣの研修に見られるように、外国の労働関係のＮＧＯ組織が

ドナーとして登場することもある。また、日本の国際労働財団を含めた、労働関係のＮＧＯ組織が、

現地の労働組合と提携して研修会を開催するケースもある。 

日系企業における労使関係はどうか。本調査によれば、調査対象が良好なケースに限定されてい

たこともあるが、日系企業では、一般的には、他国の企業と比べて、労使コミュニケーションを重

視していると推定できる。日系企業は、法令を遵守し、組合の設立を受け入れ、労使間でコミュニ

ケーションをはかろうという姿勢が見られ、その点については、各国での評価が高い。それは、日

系企業が社内教育を重要視し、従業員の定着を求めてきたためでもある。ただし、多くの国に共通

して、日系企業においても離職率は現地の平均水準と大きく変わらず、必ずしも確実に低いとはい

えない。けれども、一部の企業では定着を促す社内制度を整備し、従業員とのコミュニケーション
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を頻繁にとることで、離職率の引き下げを実現させている。そうした努力をしている企業としてい

ない企業とでは、日系企業内でも離職率に大きな差がある。 

問題は、こうした展開の中で、日本の企業別労働組合がどのような積極的な役割を果たしている

か、という点にある。今回報告の中では、国際産別組織とも協力しつつ、現地の事業所における積

極的な組織活動を成功させ、多国間の企業グループ労組間の交流を強化することによって、アジア

全域のレベルで、安定的な労使関係の構築に貢献している事例をとりあげている。また、ＩＴＵＣ

－ＡＰやインダストリオールやＵＮＩなどを通じた活動で、現地の労働組合の活動強化を行ってい

ることも認められる。しかし、日本の企業レベルの労働組合が、現地の事業所の労働組合の組織化

と活動の強化に積極的であるとは、一般的にはまだいえない。アジアの労働組合の招へい活動を行

っているＪＩＬＡＦの会合での現地の日本企業系労組の発言の中では、日本の本社労働組合に連携

を求めても、回答さえこない、とするものもあった。 

日本の労働組合の場合には、従来、「現地の労使間の問題は現地で解決する」という考え方が広

範に存在していた。現地には現地の事情もあり、とりわけ現地の労働組合が独自の考え方で行動す

るケースも少なくなかった状況を考慮にいれれば、この考え方は、それ自体としては、理解できる

側面もある。しかし、グローバル枠組み協定（ＧＦＡ）の普及に端的に示されるように、先進国の

企業段階の労働組合が国際産別と共同で、その企業の世界的な展開の中で、すべての事業所に共通

に適用されるべき労使間の原則的なルールを普及する試みもひろがっているという状況も考慮に

いれれば、たとえば、組織化をはじめとする労働組合の存立に関わる課題については、日本の企業

別労働組合も、いま一歩国際的な活動を強化すべき時期に来ていると考えられる。 

経営側も当然に国際的な原則に沿って、かつ進出先の国のグループ企業における建設的労使関係

の確立という視点をもって、労働組合の活動などにより理解を深めることが必要である。多国籍企

業においては本社の経営陣が、世界の事業所にいかなる労使関係を築こうとしているのかが、各職

場の労使関係を左右する一要素となる。その場合、労働組合の存在こそが、安定的な労使関係の基

礎となるということが十分理解されなければならない。加えていえば、今回調査で発見されたこと

であるが、日本から派遣された現地企業の最高責任者が、労使関係について、理解も経験もまった

くなかったために、無用の混乱を引き起こした事例が複数あった。そのうちの１企業では、最高責

任者の交代によって、労働組合を承認するなど、事態は収拾され、別の１企業では従来労使関係に

理解のある人材が派遣されていたのに、交代人事で逆転した結果、安定的な労使関係がこわれた、

という経過を持っている。このことは、企業が現地に派遣する経営人材において、良好な労使関係

への理解と経験を持つことが、重要な要件であることを示している。 

 

３．ナショナルセンターに関連して 

調査対象となった４ヵ国においては、労働組合のナショナルセンターが存在する。しかし、何を

持ってナショナルセンターとするか、という点では明白に違いがある。旧社会主義国としての伝統

を持つベトナム、それにマレーシアやインドネシアにおいては、実態は別として、産業別組織の結

集体としての、日本の含意に近いナショナルセンターが存在する。一方、タイでは、公的には、政

府の労働政策などの決定に参画する資格を有するものとして政府によって認証された労働団体が

ナショナルセンターとして扱われており、その数は10以上に達する。しかも、これとは別に、公的
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にはナショナルセンターとして認証を求めていない組織が、ＩＴＵＣに加盟して、一定の組織的な

力量を発揮している。 

さらにタイにかぎらず、ベトナム以外では、複数のナショナルセンターが存在し、競合している。

単一のナショナルセンターのかたちをとるマレーシアの場合にも、実態的には分裂状態にある。こ

のような状態は、報告書の各国の概観が示しているような労働組合が展開してきた歴史的環境と、

現在の政治的環境が強く反映しているのであって、簡単に解消できるものではない。 

こうした事態は、組織率が低い中で起きていることであり、労働組合の力量を劣勢化させている

要素であることはまちがいがない。しかし、いくつかの積極的な側面もある。その１つは、ベトナ

ムをのぞいて、各国の有力なナショナルセンターは、すべてＩＴＵＣおよびＩＴＵＣ－ＡＰに加盟

していることである。ベトナムのナショナルセンターは、世界労連（ＷＦＴＵ）に加盟しているが、

傘下の産別組織は、ＩＴＵＣと友好関係にある国際産別組織（ＧＵＦｓ）に加盟するか、友好的な

関係を保っている。いいかえれば、４ヵ国のすべてにおいて一定の共同行動の可能性を持っている

といえる。 

もう１つの積極的な側面としては、４ヵ国のナショナルセンター（定義はともかく）は、共通し

て、労働政策の決定機構に加わっているという事実である。どの程度に、政策決定への影響力を持

っているかについては、今回調査では明らかにならなかったが、少なくとも形式上は、ソーシャル・

パートナーシップの一員としての役割は果たしているといえる。各国の労働政策および社会保障政

策の進展において、各国のナショナルセンターがさらに積極的･実質的な役割を持てるよう、たと

えば、ＩＬＯの各国事務所の活動を支援するなど具体的な手法を探求することは、やはり日本を含

めた先進国労働組合および労働関連ＮＧＯの責務であると考えられる。 

 

４．アジアにディーセントワークを！ 

今日、労働運動の国際的な共通の目標を示す用語は、ディーセントワークである。これは、もと

もと1990年代にＩＬＯがうちだしたキーワードであるが、ＩＴＵＣの方針などを通じて、各国共通

の労働運動の目標とされるようになっている。アジアの諸国においても、それぞれの国の実態はあ

っても、ディーセントワークが共通の目標とされなければならない。 

ディーセントワークは、ＩＬＯ東京事務所によって、「働きがいのある人間らしい仕事」と翻訳

されたが、その内容は、1999年のＩＬＯ総会に当時のソマビア事務局長が提出した事務局長報告の

中で明示されている。すなわち、結社の自由などＩＬＯの基本条約をすべての前提条件とし、ジェ

ンダー平等をすべての項目に共通する横断的な内容としつつ、次の４項目を実現するものとされて

いる。 

１．仕事の創出 － 必要な技能を身につけ、働いて生計が立てられるように、国や企業が仕事を作

り出すことを支援 

２．社会的保護の拡充 － 安全で健康的に働ける職場を確保し、生産性も向上するような環境の整

備。社会保障の充実 

３．社会対話の推進 － 職場での問題や紛争を平和的に解決できるように、政・労・使の話し合い

の促進 

４．仕事における権利の保障 － 不利な立場に置かれて働く人々をなくすため、労働者の権利の保

障、尊重 
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建設的労使関係はこのような国際準則を踏まえたものである。このような内容を持つディーセン

トワークこそが、アジアにおける共通の目標とされなければならない。しかし、たんなる目標にと

どまってはならないことはいうまでもない。 

さらに重要なことは、ディーセントワークの対象が、組織された労働者やこれから組織される労

働者を対象とするだけでなく「すべての労働者」が含まれるということである。この中には、たと

えば、調査対象の４ヵ国の中でも、高い比率にのぼると見られるいわゆるインフォーマルワーカー

も含まれる。また、たとえばＯＥＣＤでは最近、ＮＥＥＴ（就業にも、教育にも、訓練にもつかな

い人びと）に着目し、改めて、読み書き・計算能力のような基礎的な学力と技能とを組み合わせた

教育の重要性を指摘している。これらの要素を一括していえば、社会開発への協力ということにな

るであろう。 

こうした立場に立って、アジア各国の自立的な労働運動の発展を支援し、労働基本権とジェンダ

ー平等の基本原則にもとづきつつ、ディーセントワークの内容の実現をはかることが日本の労働に

関わるすべての関係団体・関係者に求められている。本報告書がそのような活動に少しでも貢献す

ることを改めて期待したい。 
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ＩＬＯ条約批准状況一覧 

 

 

 

 

 

 

 

略称 採択年 日本 インドネシア タイ ベトナム マレーシア

1 労働時間（工業） 1919年

2 失業 1919年 ○1922

3 母性保護 1919年

4 夜業（婦人） 1919年

5 最低年齢（工業） 1919年 ○1926 ○1994

6 年少者夜業（工業） 1919年 ○1994

7 最低年齢（海上） 1920年 ○1924

8 失業補償（海難） 1920年 ○1955

9 海員紹介 1920年 ○1922

10 最低年齢（農業） 1921年 ○1923

11 結社権（農業） 1921年

12 労働者補償（農業） 1921年

13 白鉛（「ペーント」塗） 1921年

14 週休（工業） 1921年 ○1968 ○1994

15 最低年齢（石炭夫及火夫） 1921年 ○1930

16 年少者体格検査（海上） 1921年 ○1924

17 労働者補償（災害） 1925年

18 労働者補償（職業病） 1925年 ○1928

19 均等待遇（災害補償） 1925年 ○1928 ○1950 ○1968

20 夜業（パン焼工場） 1925年

21 移民監督 1926年 ○1928

22 海員の雇入契約 1926年 ○1955

23 海員送還 1926年

24 疾病保険（工業） 1927年

25 疾病保険（農業） 1927年

26 最低賃金決定制度 1928年 ○1971

27 重量標示（船舶運送の包装貨物） 1929年 ○1931 ○1950 ○1994

28 災害保護（仲仕） 1929年

29 強制労働 1930年 ○1932 ○1950 ○1969 ○2007 ○1957

30 労働時間（商業及事務所） 1930年

31 ＊ 労働時間（炭坑） 1931年

32 災害保護（仲仕）（改正） 1932年

33 最低年齢（非工業的労務） 1932年

34 有料職業紹介所 1933年

35 老齢保険（工業等） 1933年

36 老齢保険（農業） 1933年

37 廃疾保険（工業等） 1933年

38 廃疾保険（農業） 1933年

39 遺族保険（工業等） 1933年

40 遺族保険（農業） 1933年

41 夜業（婦人）（改正） 1934年

42 労働者補償（職業病）（改正） 1934年 ○1936
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略称 採択年 日本 インドネシア タイ ベトナム マレーシア

43 板硝子工場 1934年

44 失業給付 1934年

45 坑内作業（女子） 1935年 ○1956 ○1950 ○1994

46 ＊ 労働時間（炭坑）（改正） 1935年

47 40時間制 1935年

48 移民年金権保全 1935年

49 労働時間短縮（硝子ビン工場） 1935年

50 土民労働者募集 1936年 ○1938 ○1957

51 ＊ 労働時間短縮（公共事業） 1936年

52 有給休暇 1936年

53 職員海技免状 1936年

54 有給休暇（海上） 1936年

55 船舶所有者責任（傷病海員） 1936年

56 疾病保険（海上） 1936年

57 労働時間及び定員（海上） 1936年

58 最低年齢（海上）改正 1936年 ○1955

59 最低年齢（工業）（改正） 1937年

60 最低年齢（非工業的労務）（改正） 1937年

61 ＊ 労働時間短縮（繊維工業） 1937年

62 安全規定（建築業） 1937年

63 賃金労働時間統計 1938年

64 雇用契約（土民労働者） 1939年 ○1957

65 刑罰（土民労働者） 1939年 ○1957

66 ＊ 移民労働者 1939年

67 労働時間及び休息期間（路面運送） 1939年

68 食糧及び賄（船舶乗組員） 1946年

69 船舶料理士資格証明 1946年 ○1975 ○1992

70 社会保障（船員） 1946年

71 船員年金 1946年

72 有給休暇（船員） 1946年

73 健康検査（船員） 1946年 ○1955

74 有能海員証明 1946年

75 船員設備 1946年

76 賃金、労働時間及び定員（海上） 1946年

77 年少者健康検査（工業） 1946年

78 年少者健康検査（非工業的業務） 1946年

79 年少者夜業（非工業的業務） 1946年

80 最終条項改正 1946年 ○1954 ○1947 ○1994

81 労働監督 1947年 ○1953 ○2004 ○1994 ○1963

82 社会政策（非本土地域） 1947年

83 労働基準（非本土地域） 1947年

84 結社権（非本土地域） 1947年

85 労働監督機関（非本土地域） 1947年

86 雇用契約（土民労働者） 1947年

87 結社の自由及び団結権保護 1948年 ○1965 ○1998

88 職業安定組織 1948年 ○1953 ○2002 ○1969 ○1974

89 夜業（婦人）（改正） 1948年

参考資料 
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略称 採択年 日本 インドネシア タイ ベトナム マレーシア

90 年少者夜業（工業）（改正） 1948年

91 有給休暇（船員）（改正） 1949年

92 船員設備（改正） 1949年

93 賃金、労働時間及び定員（海上）（改正） 1949年

94 労働条項（公契約） 1949年

95 賃金保護 1949年 ○1961

96 有料職業紹介所（改正） 1949年 ○1956

97 移民労働者（改正） 1949年

98 団結権及び団体交渉権 1949年 ○1953 ○1957 ○1961

99 最低賃金決定制度（農業） 1951年

100 同一報酬 1951年 ○1967 ○1958 ○1999 ○1997 ○1997

101 有給休暇（農業） 1952年

102 社会保障（最低基準） 1952年 ○1976

103 母性保護（改正） 1952年

104 刑罰廃止（土民労働者） 1955年 ○1964

105 強制労働廃止 1957年 ○1999 ○1969 ○1958

106 週休（商業及び事務所） 1957年 ○1972

107 土民及び種族民 1957年

108 船員の身分証明書 1958年

109 賃金、労働時間及び定員（海上）（改正） 1958年

110 農園 1958年

111 差別待遇（雇用及び職業） 1958年 ○1999 ○2017 ○1997

112 最低年齢（漁船員） 1959年

113 健康検査（漁船員） 1959年

114 漁船員の雇入契約 1959年

115 放射線防護 1960年 ○1973

116 最終条項改正 1961年 ○1971 ○1962 ○1994

117 社会政策（基本的な目的及び基準） 1962年

118 均等待遇（社会保障） 1962年

119 機械防護 1963年 ○1973 ○1974

120 衛生（商業及び事務所） 1964年 ○1993 ○1969 ○1994

121 業務災害給付 1964年 ○1974

122 雇用政策 1964年 ○1986 ○1969 ○2012

123 最低年齢（坑内労働） 1965年 ○1968 ○1995 ○1974

124 年少者健康診断（坑内労働） 1965年 ○1994

125 漁船員海技免状 1966年

126 船員設備（漁船員） 1966年

127 最大重量 1967年 ○1969

128 障害、老齢及び遺族給付 1967年

129 労働監督（農業） 1969年

130 医療及び疾病給付 1969年

131 最低賃金決定 1970年 ○1971 ○2016

132 有給休暇（改正） 1970年

133 船員設備（補足規定） 1970年

134 災害防止（船員） 1970年 ○1978

135 労働者代表 1971年

136 ベンゼン 1971年
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略称 採択年 日本 インドネシア タイ ベトナム マレーシア

137 港湾労働 1973年

138 最低年齢 1973年 ○2000 ○1999 ○2004 ○2003 ○1997

139 職業がん 1974年 ○1977

140 有給教育休暇 1974年

141 農業従事者団体 1975年

142 人的資源開発 1975年 ○1986

143 移民労働者（補足規定） 1975年

144 三者の間の協議（国際労働基準） 1976年 ○2002 ○1990 ○2008 ○2002

145 雇用継続（船員） 1976年

146 船員年次有給休暇 1976年

147 商船（最低基準） 1976年 ○1983

148 作業環境（空気汚染、騒音及び振動） 1977年

149 看護職員 1977年

150 労働行政 1978年

151 労働関係（公務） 1978年

152 職業上の安全及び衛生（港湾労働） 1979年

153 労働時間及び休息期間（路面運送） 1979年

154 団体交渉 1981年

155 職業上の安全及び健康 1981年 ○1994

156 家族的責任を有する労働者 1981年 ○1995

157 社会保障の権利維持 1982年

158 雇用終了 1982年

159 職業リハビリテーション及び雇用（障害者） 1983年 ○1992 ○2007

160 労働統計 1985年

161 職業衛生機関 1985年

162 石綿 1986年 ○2005

163 船員福祉 1987年

164 健康の保護及び医療（船員） 1987年

165 社会保障（船員）（改正） 1987年

166 船員送還（改正） 1987年

167 建設業における安全健康 1988年

168 雇用の促進及び失業に対する保護 1988年

169 原住民及び種族民 1989年

170 化学物質 1990年

171 夜業 1990年

172 労働条件（旅館及び飲食店） 1991年

173 労働者債権保護（使用者の支払不能） 1992年

174 大規模産業災害防止 1993年

175 パートタイム労働 1994年

176 鉱山における安全及び健康 1995年

177 在宅形態の労働 1996年

178 労働監督（船員） 1996年

179 船員の募集及び職業紹介 1996年

180 船員の労働時間及び船舶の定員 1996年

181 民間職業仲介事業所 1997年 ○1999

182 最悪の形態の児童労働 1999年 ○2001 ○2000 ○2001 ○2000 ○2000

183 母性保護 2000年

参考資料 
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労働組合の組織率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略称 採択年 日本 インドネシア タイ ベトナム マレーシア

184 農業における安全健康 2001年

185 船員の身分証明書（改正） 2003年 ○2008

海上労働 2006年 ○2013 ○2017 ○2016 ○2013 ○2013

187 職業上の安全及び健康促進枠組 2006年 ○2007 ○2015 ○2016 ○2014 ○2012

188 漁業労働 2007年

189 家事労働者 2011年
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