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 － 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。

第５章 国際労働組織のアジアでの活動 
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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。 

 

 

 

 
147



 

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
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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。 

  

第５章 国際労働組織のアジアでの活動 

 

 

 

 

154



 

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） 
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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 

第５章 国際労働組織のアジアでの活動 

 

 

 

 

160



 

� 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。 
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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

第５章 国際労働組織のアジアでの活動 

 

 

 

 

170



 

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
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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
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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。 
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(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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