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 － 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65



 

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。 
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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。 

第２章 労働組合組織と活動の事例 
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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

第２章 労働組合組織と活動の事例 
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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
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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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