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 － 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。 
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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

 

 

 

 
113



 

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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