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 アジアと世界で国際交流を進める皆さん、アジア地域の労使関係に関心をお持ちの

方々に、「アジア雇用労働レポート」をお届けいたします。 

私たち国際労働財団は、1989 年に、開発途上国の建設的な労使関係などをひろめる

ことにより、各国の経済、社会などの発展に貢献するため、わが国の労働組合のナショ

ナルセンターである「連合」により設立されました。 

それ以来、当財団は、海外の若手労働組合指導者を日本へお招きし研修を提供する招

へい事業、現地での教育セミナーの提供や児童労働の撲滅をめざす現地支援事業、そし

て幅広い広報の事業などを進めてまいりました。また、インフォーマルセクター（制度

や組織の保護が及ばない社会のぜい弱層）に働く人々とその家族の生活を底上げするた

めの新しい事業も展開しております。 

今日、アジアでは、経済成長が国を豊かにする一方、格差の拡大が続き、多くの国々

で労使紛争が増加しております。この地域の均衡ある発展のために、建設的な労使関係

を構築し、紛争を未然に防止することは待ったなしの状況となっております。 

そのため、この冊子では、私たちの事業を通じて得られた最新の情報を整理してお伝

えしております。まず、アジア情勢全体についてご説明し、各国別の情報を整理すると

ともに、４ヵ国の労使の活動方針、ならびにミャンマーの労働組合の最新資料を掲載し

ております。そして、昨年日本で開催した労使紛争の防止に向けてのシンポジウムにつ

いても最新情報として収録しました。 

そして、私たちは、当財団の労働・社会分野での国際協力が、開発途上国の健全な開

発と成長に貢献するだけではなく、わが国の雇用安定にも大きく寄与するとともに、日

本を理解する指導者の輩出は、日本の国際協力事業の一翼を担うものになると考えてお

ります。 

皆さまにおかれましては、ぜひこの冊子をご活用いただきますとともに、当財団の活

動への一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。  

はじめに 
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グローバル・パワーバランスのアジア・シフトと 

労働運動「社会的役割」の高まり 
 

公益財団法人 国際労働財団（JILAF） 

 専務理事  團野 久茂 

 

 

はじめに 

 21 世紀の情報革命が進めた、生産・通

商のネットワーク化・モジュール化は、ア

ジア諸国の経済力と政治力を地域全体と

して押し上げている。これは 90 年代初頭

から急激に拡大したグローバルな市場経

済化のもとで、主要先進国の各企業による

国を超えた事業展開によるところが大き

い。フラット化する世界で、アジアが相対

的に力を強めていると受けとめられる。そ

れは中国やインドといった一国単位のパワーでは決してない。 

 多国籍企業の輸出向け生産が途上国で雇用を生み、所得向上を通じて現地の国内需要を

創りだし、さらにそれが現地で外資メーカー、地場メーカーの生産を伸ばしている。加え

て、多国籍企業のグローバルな事業展開は、予想を超える速さで「市場統合」を推し進め

ており、地域総体としての「アジア力」が、21 世紀の世界を牽引し主導しはじめていると

認識される。 

 ドル中心主義、中国脅威論、TPP など共通のリスクを抱える日本が、アジアとの相互依存

と連携をとる重要性が高まっている。今や、産業・企業規模の関わりなく、海外に活路を

求める企業は増加の一途にある。そうした動向からも、この「アジア雇用労働レポート」

策定の意義は大きい。今後も必要な国別情報をきちんと積み上げ、各組織にとって有用な

情報提供が出来るよう注力していく。本「レポート」にあたって、この２年間に現地で肌

で感じた、「世界的構造変化と連動したアジアの発展」についてふれる。 

 

東西冷戦構造の終結と市場経済の世界的拡大 

 日本を取り巻く国際環境は、1990 年前後に激変した。第一に、1989 年に「ベルリンの壁」

が崩壊し、東西冷戦構造が終結したことである。この結果、それまで 27 億人であった市場

経済圏の人口が一気に 60 億人へと急拡大することとなった。これは第二の変化要因である
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情報技術革命（ICT 革命）とも相まって、安価な労働力を求める多国籍企業の途上国展開を

呼び起こすこととなった。その当時、ソ連の書記長であったゴルバチョフは、アメリカと

の外交姿勢を改めるだけではなく、それまで支配下にあった東欧諸国への締め付けを緩和

した。ポーランドでは自由選挙が行われ、民主的な政府が誕生した。この動きが次々に波

及、遂にはすべての東欧諸国が社会主義を放棄。そして 1991 年、盟主であったソビエト社

会主義連邦共和国が遂に崩壊することとなった。「ベルリンの壁」崩壊は、東ドイツ政府が

1989 年 11 月９日、旅行許可書発行を大幅に緩和し、旅行自由化と受け止められる表現をし

たことにあったが、中国・天安門での武力弾圧（1989 年６月）が影響し、弾圧の手段が限

られたからともいわれている。 

 

アジア諸国の構造的社会転換と民主化への動き 

 この動きは瞬く間にアジアへも波及し、大きな変化をもたらした。中国は 1978 年に経済

体制改革を行い、それまでの「自力更生」の政策から対外開放政策へと転換した。対外開

放地域の段階的拡大を経て、2001 年の WTO 加盟を契機に全面開放の段階に入っている。好

調な貿易に加えて直接投資ブームにより、現在に至るまで高い経済成長を実現しており、

2010 年には世界第２位の経済大国となった。中国はこれまで、計画経済時代の弊害を打破

すべく、「先富論」を旗印に平等よりも効率を優先させる改革開放政策を推し進めてきた。

しかし、四半世紀が経った今、国民生活は改善されたものの所得配分はますますゆがみを

増しており、富める者と富まざる者との格差は看過できないほど拡大している。また、市

場メカニズムを機能させるための改革や政治体制など、未だ多くの課題を抱えている。 

しかし、こうした経済的成功は、全世界的な構造変化・民主化とも相まって、アジア諸

国全体に大きなインパクトを与えることとなった。ベトナムは 1986 年からドイモイ政策を

導入、インドは 1991 年から市場経済体制に大きく舵を切っている。その他の国々も 90 年

を前後して同時期に大きく社会開発のやり方を転換している。これは驚きと言うしかない。

カンボジアでは、約 10 年間にわたって駐留していたベトナム軍が 1989 年に撤退。それ以

降、国連による監視のもとで民主化への道を歩み出した。また、ミャンマーでも、長年続

いた軍制によるビルマ式社会建設に対して、1988 年に大衆による大規模な蜂起が起きた。

その後、永らく両者の対立が続いていたが、2011 年から話し合いのパイプを構築、民主政

治の確立と経済発展の追求がスタートしている。アジアの国々は、こうした苦しく長い苦

難の中から繁栄の道を切り開いてきたと認識される。そのことをきちんと胸に刻み、今日

の成長をとらえ直すことも必要と考える。（詳細：別添資料） 

 

アジア経済社会の発展と労働運動の役割 

 クルマであれ電化製品であれ、いまや多くの生産工程は一国内で完結することはない。

生産は、国境を越えて、いくつもの国で同時進行する。グローバル情報化された世界の中

で企業は、利潤の最大化を求め、生産拠点は国境を越え分散配置し、異なった国で生産と
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経営を進め、完成品を仕上げるかたちへと

変貌させた。情報技術革命が生産工程の脱

国境化を推し進めたのである。 

 これは 19 世紀の垂直分業でも、20 世紀

の水平分業でもない。21 世紀アジアを中心

に登場した新しい分業のかたち（ネットワ

ーク分業）である。この分業体制が地域統

合（市場統合）を推し進め、アジア地域総

体としての力を強めているのである。グロ

ーバルパワーバランスは、アジアへとシフトし、アジアの時代を形作ろうとしている。ま

るで EU の後を追うかのように地域統合を進め、アセアン経済共同体（AEC）を地域共通の

課題にしている。「遅れたアジア」を「成長のアジア」へと変容させはじめているのである。 

しかし、企業による本格的なグローバル事業展開は、労働条件の最低水準国への低位平

準化を強め「成長すれど配分なし」に近い状態を創り出している。改善された部分はある

ものの、格差の二極化・拡大が全世界的な傾向になっている。こうした状況から脱却する

には、個別企業ごとに建設的な労使関係を構築し、きちんとした配分を獲得していくこと

が大きな要件となる。また、安価な労働力を主なターゲットに進出してくる企業と安定的

に労使関係を確立していくためには、労働組合側にも先見的なものの考え方が必要となる。

当該国経済社会の発展段階に応じ、段階的に労働条件水準を引き上げていくことも一つの

やり方である。製品の高度化には労働の質を高めることが必要なことも理解しなければな

らない。そして、その労働の質＝製品づくりの力に労働条件の水準を合致させるという視

点など、幅広い考え方を持たなければならない。また、一方では、職場組合員にも理解を

得ていくための努力も必須となる。職場は労働条件の高さだけを注視しがちであり、労使

関係の確立には様々かつ大きな困難が付きまとうことも覚悟しておかねばならない。国際

労働運動の果たす役割は、いつの時代も大きい。 
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別添資料 アジア各国の建国の歴史 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■タイ■ 

国家の成立 
・中国華南から南下し、定住（タイ族） 
・アユタヤ（1350～1767年）、トンブリ（1767

～82年）を経て、現在のチャクリー王朝へと変

遷。（1782年にバンコクを首都） 
近代化（植民地化を回避） 
・1855年：英国と通商条約を締結 
・1873年～国政改革に着手。統治や官僚機構、教

育制度、奴隷解放などチャクリー改革を推進し

た。 
第二次大戦～現在 
・1940年：仏領インドシナ紛争（領土拡大） 
・共産主義化の防波堤：米国の支援 
・1967年：ASEAN 
・1989年：APECに加盟 

■ベトナム■ 

太古から文化を育む 
・中国紹興支配の末裔がルーツとの説 
・紀元前207年：南越国が成立 
・モンゴルの侵攻（1258、1287、1288年） 
フランスによる植民地支配 
・1847年：侵略開始（ダナン砲撃） 
・1887年：仏領インドシナ連邦 
反仏独立運動 
・1946年：インドシナ戦争（1946～54年）開始 
・1954年：仏が敗北し撤退（終結） 
・1962～75年：ベトナム戦争 
・1976年：南北統一＆統一選挙 
カンボジアとの中越戦争～現在 
・カンボジア侵攻1978～89年、中越1979年 
・1995年：ASEAN、AFTAに加盟 

■インドネシア■ 

王国時代（５C～） 
・インドと中国の中継貿易で繁栄 
オランダ統治（17～20C 初頭） 
・18C ジャワ島、19C スマトラ島を支配 
独立運動 
・1910 年代：イスラムによる大量動員 
・1920 年代：労働運動でオランダと対立 
・1927 年：国民党結成(スカルノ） 
（スカルノら民族主義運動家は流刑に） 
日本軍政（1942～45 年） 
独立戦争（1945～49 年） 
・1949 年 12 月：ハーグ円卓会議で承認 
独立以降 50 年憲法、55 年初総選挙 
 スカルノ、スハルト、ハビビ（民主化）、ワヒ

ド、メガワティ、ユドヨノ 

■フィリピン■ 

スペイン植民地時代 
・1521 年：セブ島にマゼランが到達（戦死） 
・1565 年：セブ島を領有（レガスピ総督） 
・1571 年：マニラを植民地の首府 
 （250 年間、メキシコとガレオン貿易で繁栄）

・ホセ・リサールによる独立運動：独立の父 
・1899 年６月：エミリオ・アギナルドの独立宣言 
第一共和国＆アメリカ植民地時代 
・統治権がアメリカヘ移行（1898 年） 
・1916 年：フィリピン自治領へ 
再独立：1946 年（マニラ条約） 
マルコス独裁（1965～20 年間） 
エドゥサ革命（1986 年２月 22 日） 
・国軍改革派将校の決起、市民デモ、集会 
・マルコス政権崩壊、アキノ政権樹立 
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■バングラデシュ■ 

 
（ムガールという統合の歴史をもった文化度の高い国） 

ムスリム意識の高揚 
・1936 年：農民プロジャ党へ発展（ムスリム意識

の高揚） 
・1943年：大飢餓の発生（150～300万人の死亡者）

・1946 年 8 月：カルカッタ暴動 
・1947 年：パキスタン・東ベンガル 分離独立 
・1958 年 10 月：軍事クーデター（東パキスタンの

自治要求（アワミ連盟大勝）） 
独立宣言と内戦突入 
・1971 年 3 月：独立宣言 
・1971 年 12 月：バングラデシュ人民共和国の誕生

・1975 年８月：軍事クーデター（軍主導政治の始

まり） 
総選挙 
・1991 年：総選挙、BNP＆AL 競合の政党政治 

■カンボジア■ 

 
（インドから来た「カンブ王子の子孫」という言い伝え）  

アジアの中心として繁栄した歴史 
・王朝末期、タイ・ベトナムへ支援要請 
・両国からの侵略回避、仏に支援要請 
フランス植民地の始まり 
・1863 年：保護条約締結 
・1887 年：仏領インドネシア連邦 
・日本の進駐、フランスからの独立 
・1953 年：完全独立 
・1970 年：クメール共和国（王政廃止） 
・1975 年：ポルポト政権 
・1979～89 年：ベトナムの進駐 
・1991 年：パリ和平協定の締結 
・1993 年 5 月：政権議会選挙（シアヌーク王位就

任、新憲法） 
・人民党、仏教自由民主党、自由民主党の複数政党制

■ミャンマー■ 

 
タガウンに始まる建国 
・インドから釈迦一族がタガウンの地に移住。タガ

ウン王朝（ミャンマーの始まり） 
・一時はチャオプラヤー流域、アユタヤ（1564 年）

にまで進出（最盛期） 
・東南アジア、インドとの交易関与（ベンガル湾交易）

・ヤンゴン（1752 年）に首都 
イギリス（インド）との衝突 
・３度にわたる英国との戦争 
 （コンパウン王朝滅亡：1885 年） 
・イギリスの植民地（1886 年～） 
・英国から独立（1948 年） 
（ウーヌーによる社会主義国家建設） 

・1962 年：軍事クーデター 
 （ネーウィン将軍のビルマ式社会主義） 
・1988 年：大衆の大規模な蜂起 

（2011 年まで続く軍・民主化勢力の対立） 

■ネパール■ 

 
（カトマンズ盆地に歴代王朝の王都：5 世紀後半～1969 年） 

・1846～1951年：親英派ラナ将軍による専制政治 
・1940～60年：ラナ将軍への批判の高まり 
 ①1946 年：全インド・ネパール国民会議の結成 
 ②1950 年：ネパール・コングレス党の結成 
 ③1949 年：共産党の結成 
・1959 年：総選挙、コングレス党の圧勝 
・1960 年：王によるクーデター、議会解散、政党禁止

・1962 年憲法：パンチャーヤト体制を法制化 
（30 年間政治活動禁止） 

・1990 年：民主化運動の成功によって解除 
・1990 年憲法：複数政党制・政党活動の自由化 
 ①インドとの通商条約執行→物価上昇・物資不足

（民衆の不満） 
 ②政党活動の自由を求めるべきと判断（コングレス党）

・複数政党制による政治（コングレス党、共産党、

自由民主党など） 
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大 韓 民 国 

Republic of Korea 

基 
 

 

礎 
 

 

情 
 
 

報 

面積 99.7万平方キロ（日本の0.26倍） 通貨 ウオン（KRW） 100KRW＝9.75円 

人口 4,896万人 政治体制 共和国 

首都 ソウル(1,020.6万人＊) 国家元首 朴槿恵大統領 

主要都市 釜山(354万人)、仁川(284万人)、大邸(251万人) 議会 一院制 

主要言語 韓国語 行政府 金鍠稙首相 

民族 韓民族（朝鮮民族） 主な産業 電気・電子機器、自動車、造船、鉄鋼 

宗教 キリスト教、仏教、儒教 対日貿易 輸出３兆4,931億円 輸入５兆5,118億円

ＧＤＰ １兆1,296億ドル＊ 日本の投資 3,210億円 

一人当りＧＤＰ ２万3,032ドル＊ 日系企業数 815社＊ 

労働力人口 2,424万人（2011年） 在留邦人数 ３万6,719人 

産業別分布（％） 農水等6.6、製造等3.9、サービス等76.4 気候 温帯 

ILO中核８条約 批准４、未批准４（87、98、29、105） 日本との時差 ０ 

※資料：国際機関、専門団体、各国政府による 2013 年の値。＊印は 2012 年、他は年を表示。為替は 2014 年１月。  

 

主 

要 

統 
計 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ＧＤＰ成長率（％） 4.0 5.2 5.1 2.3 0.3 6.3 3.7 2.0 2.8

一人当りＧＤＰ（ドル） 17,551 19,722 21,695 19,296 17,175 20,759 22,489 23,032 22,830

物価上昇率（％） 2.8 2.2 2.5 4.7 2.8 3.0 4.0 2.2 1.3

失業率（％） 3.7 3.5 3.2 3.2 3.6 3.7 3.4 3.2 3.1

※資料：韓国政府統計等。2013年はIMF推計。 

 

社
会
労
働
情
勢
概
要 

・韓国は、わが国の隣国であり、日本の４分の１程度

の国土に5,000万人が生活するアジアの先進国。 

・政治情勢は、 近では、セヌリ党、民主党の二大政

党的な状況である。英国エコノミスト誌の「各国

の民主主義度」では世界第20位でアジアでは 高。

・38度線をはさみ北朝鮮との厳しい対立関係。 

・経済は外需に大きく依存する構造が特色。 近の

 経済成長率は２％前後である。３つの企業グループ

が国民総生産の４分の１を占める。 

・労働市場は、所得の格差が拡大するとともに、非正

規化が進行。 

・労働組合は二大ナショナルセンターが活動を進めて

おり、非正規労働者対策、組織化、 低賃金制度、

労働法制改善などに力を入れている。 
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1．国家としての成立過程 

（第二次大戦以降、現在まで） 

 

1945年 日本の敗戦、南北分割占領 

1945年 韓国労働組合総評議会（GCKTU）結成 

1948年 大韓民国（韓国）建国。北部には北朝鮮（朝

鮮民主主義人民共和国）成立 

1950年 朝鮮戦争（～1953年） 

1960年 4.19学生革命 

1961年 朴正煕軍事クーデター  

1961年 韓国労働組合総連盟（FKTU）結成 

1965年 日韓基本条約調印（日韓国交回復） 

1979年 朴大統領暗殺 

1980年 全斗煥大統領就任、軍政継続 

1987年 廬泰愚大統領、韓国民主化宣言 

1988年 ソウル・オリンピック開催 

1991年 南北同時国連加盟 

1991年 ILO加盟 

1994年 メーデー復活 

1996年 OECD加盟 

1998年 金大中大統領就任 

2003年 廬武鉉大統領就任 

2007年 韓国国際労働財団（KOILAF）の設立 

2008年 李明博大統領就任 FKTUと政策協定 

2010年 一人当りGDP２万ドル超え 

2013年 朴槿恵大統領就任 

 

2．国家統治機構 

 

〇元 首  

 大統領。現在は朴槿恵氏（2013年～）、第18代、11人

目。直接選挙で選出、５年任期で再選は禁止。国家

元首、三軍の統帥者、行政の長として強い権限を持

つ。大統領府（「青瓦台」）が設置されている。 

〇議 会 

 直接選挙による一院制。小選挙区246、比例区54の計

300議席。 

・与党 セヌリ党154 

・野党 民主党127、正義党７、統合進歩党６ 

〇行 政 

・行政の長は大統領。その下に、国務総理（首相：現

在は鄭烘原氏）以下、15の部（日本の省に相当）が

ある。閣僚は大統領の指名により議会が承認。国会

議員である必要はない。労働行政は雇用労働部が担

当。 

・地方行政は、ソウル特別市、釜山など６広域市、９

の道（日本の県に相当） 

〇司 法 

・大法院（ 高裁）、高等法院（高裁）、地方法院（地

裁）による三審制。このほか、憲法裁判所がある。 

 

3．政治体制 

 

〇政 体 

 民主共和国。大統領制。普通選挙にもとづく議会制

民主主義。 

〇主な政党 

 現在は、セヌリ党、民主党の二大政党的状況。 

・セヌリ党 

 保守系を代表する政党。1997年、ハンナラ党として

結成。2012年に現在の党名に変更。結成後10年間、

野党であったが2008年李明博大統領就任で与党、同

年の総選挙で第一党に。2013年、朴槿恵大統領就任。

「朴派」「李派」があり現在は朴派優勢といわれる。 

・民主党 

 革新系を代表する政党。2013年、それまでの民主統

合党が改名したもの。1995年に金大中元大統領が結

成した「新政治国民会議」の流れを汲むもので、2011

年、当時の 大野党、旧・民主党と、市民統合党、

韓国労総（FKTU)の協力により結成。中道左派的とい

われる。 

・統合進歩党 

 旧民主労働党、旧国民参与党（盧武鉉大統領系）など

が2011年に合併し結成された左派政党。議会では少数。 

・正義党 

 旧進歩党を主体に、国民参与党関係者をあわせて

2012年に結成され、2013年に現在の名称となった。

社会民主主義の中道政党といわれ、議会では少数。
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4．人口動態 

 

・韓国統計庁の推計によれば、総人口は2030年に5,216

万人でピークに達した後、減少する。前回、2006年

の推計に比べ、人口ピークの時期が12年も遅くなっ

た。これには、３つの要因が指摘されている。①出

生率の増加、②外国人の増加、③期待寿命の延長で

ある。2005年に1.08人と世界 低となった合計特殊

出生率は2011年には1.23人へと上昇した。 

・一方、高齢化は日本を上回る勢いで進んでいる。 

 

5．産業構造と就業構造 

 

○主要産業 

・主要な産業は、電気・電子機器産業、自動車産業、

鉄鋼産業、石油化学産業、造船産業などである。 

・貿易は、主要な輸出品として、機械類、電気電子製

品、化学工業製品、鉱産物、鉄鋼金属製品などがあ

る。輸出先は、中国、米国、EU、日本、香港などで

ある。 

・国内総生産の４分の１以上を、サムスン、現代、起

亜の三つの企業グループが生み出し、他の企業グル

ープは停滞や衰退がみられる。 

○就業者数 

・就業者数は2,424万人。このうち、農林水産業などが

5.6％、鉱業と製造業が16.6％、建設業7.2％、 卸売

小売・食品が22.8％、 電気・運輸・通信・金融が 

12.56％ 公務員・個人などは35.3％である。（2012年） 

 

6．経済状況 

 

○経済情勢 

・韓国経済は、2012年、建設、設備投資の減少、内需

低迷などの影響で、経済成長率は2.0％となった。 

・外需に大きく依存する経済構造。2012年の貿易収支

は286億ドルの黒字であり、また、対日貿易は赤字が

続いているが、2012年は日本への輸出が過去 大とな

り、対日貿易赤字は1.67兆円で２年連続減少した。 

○所得の動向等 

・一人当りGDPは2010年に２万ドルを超え、先進国のレ

ベルにある。 

 

7．支援組織、国際産業別労組（GUFs）の活動 

 

○現地協力・支援活動実施 

・韓国は先進国であり、国際産別・支援組織による協

力・支援活動はない。 

○現地事務所設置 

・ドイツのFESが情報収集と連携の立場でソウルに事務

所を置いている。 

〇韓国労使発展財団（KLF） 

・政府、労働組合、使用者による財団で、途上国を中

心に、健全で積極的な労使関係の構築を支援するこ

となどを目標としている。 

 

8．組合活動 

 

○ナショナルセンター 

・ナショナルセンターの組織は、二大組織として、韓

国労働組合総連盟（FKTU）と韓国全国民主労働組合

総連盟（KCTU)が活動を進めている。このほかにも若

干の動きがある。 

・活動の主要な課題は、非正規労働対策の強化、未組

織労働者の組織化、 低賃金制度の改革、労働法制

の強化などである。 

・労働組合組織率は10.1％で、前年より0.3％上昇した

（2011年）。 

○産業別の状況 

・ナショナルセンターに加盟する産業別組織の分野は、

金属、化学、金融、交通・運輸、建設、公務などで

ある。 

 

9．労使紛争の状況 

 

・韓国の労使紛争処理は、①当事者による解決、②労

働委員会によるあっせんや仲裁、③裁判所による対

応などがある。 近、全国レベルでは、組合専従者

の賃金、タイムオフ制などが論議の焦点となった。 

・ 近の労働争議の状況は次の通りである。 
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表１ 労働争議の推移 

2008 2009 2010 2011 2012
争議発生件数 

（件） 
130 175 184 75 105

労働損失日数 
（千日） 

809 627 511 429 934

 

10．最低賃金制度と労働・社会保障法制 

 

〇最低賃金 

低賃金は、政労使からなる 低賃金委員会の答申を受

けて、毎年、雇用労働部長官が決定する。全産業一律制で、

適用時期は毎年１月１日である。 

低賃金の適用対象労働者数は約258万人（14.7％）で

ある。雇用労働部長官の認可により、障がい者などに減額

措置、適用除外が行われることがある。 

 
表２ 最低賃金の推移 

（単位：ウォン） 

年 時給 日給 

2008 3,770 30,160 

2009 4,000 32,000 

2010 4,110 32,880 

2011 4,320 34,560 

2012 4,580 36,640 

2013    4,860 38,880 

2014 5,210 41,680 

 

○労働・社会保障法制 

・主な労働法制は次の通り。 

 「労働組合及び労働関係調整法」、「労働委員会法」、

「勤労基準法」、「 低賃金法」、「男女雇用平等」、「仕

事・家庭両立支援に関する法律」、「労働安全衛生法」、

「産業業災害補償保険法」、「派遣勤労者保護法」、「期

間・短時間労働者保護法」、「雇用安定法、雇用保険

法」、「外国人勤労者雇用法」、「障害者雇用促進及び

職業再活法」、「勤労者職業能力開発法」、「国民健康

保険法」、「国民年金法」 

・この間、請負労働や時間外労働に関する裁判所の判

決が注目されている。2014年には「勤労基準法」の

改正も検討される方向。 

 

11．その他 

 

○JILAFの事業 

・招へい事業：1989年以降、これまでに253人（男性166

人、女性87人）の若手労組指導者を招へいした（2013

年度末現在）。 

・韓国労使発展財団（旧KOILAF）との共同セミナー 

 日 時：2001年10月10日 場 所：ソウル 

 テーマ：日韓の労使関係 

・韓国との相互交流に向けての調査・意見交換 

1989年、1999年、2003年 

・韓国労使発展財団との定期交流 

（JILAFが韓国訪問） 

2005年、2007年、2008年、2009年 

（KOILAF等が日本訪問） 

2004年、2006年、2008年、2010年 

・JILAF国際交流女性チーム 

1992年、1996年、2002年、2005年 

   

労働行政と主要な中央労使団体 

（労働行政） 

・韓国雇用労働部 

（中央使用者団体） 

・韓国経営者総協会（経総）（KEF：Korean Employment Federation） 

（主な中央労働団体） 

・韓国労働組合総連盟（FKTU：Federation of Korean Trade Unions）27産別、16地方組織 87.9万人 

    会長：Mr.Dong-man Kim, 事務局長：Mr.Byung-Kuu Lee  大会毎年開催  

・韓国全国民主労働組合総連盟（KCTU：Korean Confederation of Trade Unions）19産別、14地方組織 81.2万人 

  会長：Mr.Shin Seung-chul  事務局長：Mr. Yoo Ki-soo 大会毎年１月開催 

⇒詳細はJILAFホームページ、ナショナルセンター情報参照。 URL:http://www.jilaf.jp/nc_data/nc.php 
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中華人民共和国 

People’s Republic of China 

基 
 

 

礎 
 

 

情 
 
 

報 

面積 959.7万平方キロ（日本の25.4倍） 通貨 人民元（CNY）１CNY＝17.2円 

人口 13億4,959万人（世界第１位） 政治体制 社会主義国家 

首都 北京（2,019万人・2011年） 国家元首 習近平国家主席 

主要都市 重慶(2,919万人)､上海(2,347万人)､天津(1,355万人) 議会 全国人民代表大会 

主要言語 中国語が中心。諸民族語も多数 行政府 国務院：李克強首相、18 省 

民族 漢族（９割以上）と 55 の少数民族等 主な産業 繊維、食品、化学原料、機械 

宗教 国民の９割は無宗教、ほか仏教、キリスト教等 対日貿易 輸出17兆6,600億円 輸入12兆6,252億円

ＧＤＰ ８兆 3,584 億ドル＊（世界第２位） 日本の投資 8,855 億円 

一人当りＧＤＰ 6,070 ドル＊ 日系企業数 6,091 社＊ 

労働力人口 ７億 6,420 万人 在留邦人数 15 万 399 人＊ 

産業別分布（％） 農水等34.8、製造等29.5、サービス等35.7 気候 亜熱帯から寒帯まで多様 

ILO 中核８条約 批准０、批准８ 日本との時差 －１時間 

※資料：国際機関、専門団体、各国政府による 2013 年の値。＊印は 2012 年、他は年を表示。為替は 2014 年１月。  

 

主 

要 

統 
計 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ＧＤＰ成長率（％） 11.3 12.7 14.2 9.6 9.2 10.4 9.3 7.8 7.6

一人当りＧＤＰ（ドル） 1,726 2,064 2,645 3,404 3,740 4,423 5,417 6,070 6,569

物価上昇率（％） 1.8 1.5 4.8 5.9 -0.7 3.3 5.4 2.6 2.7

失業率（％） 4.2 4.1 4.0 4.2 4.3 4.1 4.1 4.1 4.1

※資料：中国政府統計等。失業率は都市部。2013 年は IMF 推計。 

 

 

  

社
会
労
働
情
勢
概
要 

・中国は世界 大の 13 億人強の人口と日本の 25 倍の

国土を持つ国家。 高権力は共産党にあり、その一

党支配が続く社会主義体制。 

・経済は1990年代の10％超の成長から、 近は７％

台。貿易総額は2012年に13.6兆円となり世界第２

位。一人当りGNPは6,000ドル台と中進国のレベル。

・都市部や産業地帯の環境汚染が深刻化しており対策

が問われている。 

・就業者数は 7.6 億人で、2011 年に第三次産業の就労

者が第一次産業を上回る。失業率（都市部）は４％台

前半。 

・労使紛争は個別では年間 50 万件以上。ストライキな

どの集団的紛争はほとんどが「山猫型」。政府は三者

構成による対策を推進。 

・現在では工場での人手不足や「改正労働契約法」の

運用などが大きな課題。 
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1．国家としての成立過程 

（第二次大戦以降、現在まで） 

 

1946年 国共全面内戦 

1949年 中華人民共和国成立、「台湾」（中華民国）は

台湾・台北に遷都 

1950年 「中ソ友好同盟援助条約」調印（1980年解消）、

朝鮮戦争参戦 

1954年 全国人民代表大会・憲法採択 

1959年 チベット反乱、ダライラマ亡命 

1966年 文化大革命はじまる（～76） 

1972年 ニクソン米大統領訪中 

    田中日本首相訪中。日中国交正常化 

1976年 毛沢東死去。「四人組」逮捕、文化大革命終了 

1978年 「日中平和友好条約」調印 

    登小平体制確立、「改革・解放」路線へ転換 

1979年 米中国交正常化、中越国境紛争 

1982年 新憲法制定、胡耀邦・共産党中央総書記 

1989年 天安門事件、江沢民・共産党中央総書記 

1992年 登小平南巡講和、日本から天皇陛下訪中 

1997年 英国が香港返還 

1999年 ポルトガルがマカオ返還 

2001年 WTO加盟、上海協力機構設立 

2002年 胡錦濤・共産党中央総書記 

2012年 習近平・共産党中央総書記（13年国家主席） 

 

2．国家統治機構 

 

〇元 首 

 国家主席。現在は習近平共産党中央総書記。 

〇議 会 

・全国人民代表大会（全人代）が国会に相当。年一回

開催され、憲法改正、基本法制の制定、国家主席の

選任、首相と閣僚の指名などを行う。 

・全人代の常設機関として常務委員会がある。 

〇行 政 

・国務院が内閣に相当。首相、副首相、閣僚などで構

成され、全人代に対して責任を負い、行政を司る。 

・行政機構は28の省、委員会よりなる。 

〇司 法 

・裁判制度は、 高人民法院（ 高裁）、各級人民法院

（高裁、地裁に相当）の二審制。 

・ 高人民検察院（ 高検）、地方各級人民検察院（地

検）などで構成。 

〇憲 法 

・1982年憲法：文革色を一掃、近代化路線を盛込む。 

・1993年憲法修正：「社会主義市場経済」を導入。 

・1999年憲法修正：マルクス、レーニン、毛沢東に登 

小平理論を加える。 

・2004年憲法修正：江沢民前国家主席の「三つの代表」

思想を追加。 

 

3．政治体制 

 

〇政 体 

 人民民主共和制。共産党の一党支配による社会主義国。 

〇主な政党 

・中国共産党 

高の権力は、中国共産党にあり、その中枢は、中

央総書記が主宰する政治局常務委員会（７人）にあ

る。現在の総書記は習近平国家主席。続いて、政治

局員（25人）、書記局書記（７人）など。全国代表者

大会（党大会）は５年に一回、これに次ぐ中央委員

会はほぼ毎年開催される。もう一つの権力の頂点に

中央軍事委員会があり、現在は、習近平中央総書記

が兼任している。人民解放軍はこの委員会の下にあ

る共産党直属の軍隊である。労使を含むすべての国

家組織は共産党の機構と表裏一体である。 

 

4．人口動態 

 

・2010年末の国勢調査では、香港とマカオ、台湾を除

く中国本土の総人口は約13億3,972万人。2000年の前

回調査から約7,390万人増加したが、伸び率は低下。

1979年からの一人っ子政策で、14歳以下の割合が６％

減少、60歳以上の割合は13.3％となり約３％上昇。 

・郡市部の人口は６億6,557万人と、前回調査から約２

億人増え、農村部の人口との割合がはじめてほぼ

半々になった。 
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5．産業構造と就業構造 

 

○主要産業 

・繊維、食品、化学原料、機械、非金属鉱物などが中心。 

○就業者数 

・就業者数は増加しつつあり、2011年には７億6,420

万人。このうち都市部就業者は３億5,910万人で、全

体の47％。この割合は年々増加している。 

・産業別就業者は、2011年には、第一次産業が34.8％、

第二次産業が29.5％、第三次産業が35.7％となり、

はじめて第三次産業が第一次産業を上回った。 

・失業者数を「都市部失業者数」で見ると、2008年の

世界金融危機以降、900万人を上回り高止まりが続い

ている。 

・ 近では工場労働者の不足が問題化しており、農民

工の待遇改善などが検討されている。 

 

6．経済状況 

 

○経済情勢 

・GDP成長率は、2003～2007年は二桁成長、2000年代平

均10.0％で推移。名目GDPは2010年に日本を上回り、

米国につぐ世界第２位。同年の名目GDPは、1989年の

約20倍、1997年の約10倍、2002年の約６倍。2008年

以降、2010年を除き、７～９％台の成長となる。2011

年からの第12次５ヵ年計画では、経済成長率目標を

７％と前期より0.5％引き下げた。2013年に入り、GDP

成長率、鉱業生産、輸入は拡大の傾向にあるが、輸

出は対EU、対日の足踏みによりマイナスに転じた。 

○所得の動向等 

・一人当りGDPは６千ドル台で中進国のレベル。 

・2012年、胡錦濤・共産党中央総書記は、第18回共産

党大会で、2020年までにGDPと国民一人当りの年収を

2010年の倍とする目標を提示した。 

 

7．支援組織、国際産業別労組（GUFs）の活動 

 

○現地協力・支援活動実施 

・FES（ドイツ）、ACILS（米国）、LO（ノルウェー）、LO-TCO

（スウェーデン）、FNV（オランダ）、CLC（カナダ）

が教育・支援活動を展開。 

○現地事務所設置 

・上記のうち、FESが北京と上海に現地事務所を設置し

て活動を続けている。 

 

8．組合活動 

 

○ナショナルセンター 

・中国の労働組合は、共産党の指導を受けて活動する

ことが基本。「改革開放」以降、市場経済化のなかで

新たな役割も担う。 

・主要な活動として、職場における労働者の権利の擁

護、労使関係の調整、雇用の促進、労働者の福祉と

保健の増進などがある。 

○産業別、地方別の状況 

・10の産業別組織（産業別工会委員会）と、31の地方

組織がある。 

・地方は、省レベルの組織、県・市レベルの組織がある。 

・企業・事業所レベルの組織（「基層工会」）は184万５

千、工会会員数は全国で約２億６千万人といわれる。

（2009年） 

 

9．労使紛争の状況 

 

・個別労使紛争の解決は、1)企業内、2)労働行政によ

る仲裁、3)裁判の３つのステップで行われる。 

・個別労使紛争の数は2008年の「労働契約法」施行後

は年間70万件近くに急増したが、2011年以降は50万

件レベルに低下。 

 

表１ 労働争議受理件数の推移 
（万件） 

年 2007 2008 2009 2010 2011

受理件数 35.0 69.3 68.4 60.1 58.9

資料出所：中国国家統計局 

 

・集団的労使紛争は社会主義の下では発生しないこと

を建前としておりスト権は規定されていない。実際

には「山猫型」ストライキが多発。 

・政府は賃金に関する労使間協議を定めた「賃金集団

協議制度」の普及をはかっており、2011年は１億800

万人の労働者をカバーしたとされる。 
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10．最低賃金制度と労働・社会保障法制 

 

○最低賃金 

・ 低賃金制度は「 低賃金規定」により定められて

おり、31の省、自治区および直轄市（北京、天津、

上海、重慶）の地域単位で決定されている。世界金

融危機後、2009年は政府が 低賃金を凍結したが、

経済回復に伴い2010年に凍結を解除。その後、 低

賃金額の引き上げが続いている。 

 

表２ 中国の最低賃金 

地域 省・都市等 
賃金額

（中国元） 
実施年月 

上昇率
％ 

東部 北京市 1,560 2014年４月 11.4
天津市 1,680 2014年４月 11.2
上海市 1,620 2013年４月 11.7
広州市 1,550 2013年５月 19.2
深圳市 1,808 2014年２月 13.0

中部 武漢市 1,300 2013年９月 18.2
東北部 ハルビン市 1,160 2012年12月 38.1
西部 重慶市 1,250 2014年１月 19.0

内モンゴル 1,350 2013年10月 12.5
チベット 1,200 2012年９月 26.3

 

・2013年の北京市、上海市、広東省など27の主な地方

での平均上昇率は17％。2012年の平均20.2％（25地

方）に比べ伸びは鈍ったが、上昇傾向が続いている。 

・2014年の 低賃金額は、１月に重慶市、２月に深圳

市、４月に北京市、天津市、上海市がそれぞれ表の

通り引上げられる。 

○労働・社会保障法制 

・主な、労働・社会保障法制は次の通り。 

 「工会法」（2001改正）「労働争議調停法」（2008） 

 「労働法」（1995）、「労働契約法」（2008） 

 「障碍者雇用法」（1991）、「高齢者権益法」（1996） 

 「労働安全法」（2002）、「労働災害法」（2003） 

 「 低賃金規定」（2004）、「社会保険法」（2010） 

 2012年に派遣労働などを中心に「労働契約法」が改

正され、その運用が進められている。 

 

11．その他 

 

○JILAFの事業 

・招へい事業は1997年から開始。これまでに190人（男

性110人、女性80人）を招へい（2013年度末現在）。 

・現地支援事業は1997年から現地セミナーを開始。テ

ーマは「労使関係と団体交渉」（1997年～99年）、「市

場経済下の労働運動の労使関係」（2000）、「労使関係」

（2001～03）、「中小企業組織化」（2001、02）、「労使

関係と生産性」（2010）。参加型プログラムは、「職場

環境改善」（2002～2006）。 

〇日本のODA方針 

・基本方針:中国の経済発展と技術的水準の向上に鑑み

純粋な交流事業は終了（これまでの対中国ODAの大部

分を占める円借款は2008年の北京五輪までに終了）。

今後は草の根レベルの相互交流の促進、両国が直面

する共通課題への取り組みに絞り込む。 

・具体的課題：①循環経済促進、経済関係法整備、②

両国民の相互理解促進のための研修員受入れ、ボラ

ンティア派遣、地方自治体・NGOの協力、③大災害か

らの復興に関する技術協力

 

労働行政と主要な中央労使団体 

（労働行政） 

・中華人民共和国人力資源・社会保障部 

（中央使用者団体） 

・中国企業連合会・中国企業家協会（CEC/CEDA:China Enterprise Confederation & China Enterprise Directors 

Association ） 

（主な中央労働団体） 

・中華全国総工会（ACFTU:All China Federation of Trade Unions） 

 主席：李建国（共産党中央政治局員、全人代副委員長）、副主席（第一書記）：陳豪 

大会は５年毎。前回は 2013 年 10 月、次回は 2018 年。 

⇒詳細は JILAF ホームページ、ナショナルセンター情報参照。URL:http://www.jilaf.jp/nc_data/nc.php 
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香港(中国特別行政区) 

Hong Kong, China 

基 
 
 

礎 
 
 

情 
 
 

報 

面積 1,104 平方キロ（東京都の約半分） 通貨 香港ドル（HKD） １HKD＝13.4円 

人口 708.2 万人 政治体制 中国特別行政区（一国二制度） 

首都 ― 国家元首 習近平・中国国家主席 

主要都市 ― 議会 立法会（一院制） 

主要言語 広東語、英語、北京語 行政府 行政院：江宜樺院長（首相）、９省 

民族 中国人が 95％ 主な産業 金融業、不動産業、観光業 

宗教 仏教、道教、キリスト教等 対日貿易 輸出1,564億円 輸入３兆6,513億円

ＧＤＰ 2,633 億ドル＊ 日本の投資 1,289 億円 

一人当りＧＤＰ ３万 6,827 ドル＊ 日系企業数 1,220 社＊ 

労働力人口 379 万人 在留邦人数 ２万 3,136 人＊ 

産業別分布（％）  ― 気候 熱帯夏雨気候、４～９月雨季 

ILO中核８条約  ― 日本との時差 －１時間 

※資料：国際機関、専門団体、各国政府による 2013 年の値。＊印は 2012 年、他は年を表示。為替は 2014 年１月。  

 

主 

要 

統 
計 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ＧＤＰ成長率（％） 7.4 7.0 6.5 2.1 -2.5 6.8 4.9 1.4 3.0

一人当りＧＤＰ（ドル） 26,554 28,031 30,497 31,488 30,594 32,429 34,971 36,827 38,605

物価上昇率（％） 0.9 2.0 2.0 4.3 0.5 2.4 5.3 4.1 3.5

失業率（％） 5.6 4.8 4.0 3.5 5.3 4.3 3.4 3.3 3.2

※資料：香港政府統計等。2013 年は IMF 推計。 

 

社
会
労
働
情
勢
概
要 

・香港は、中国南部の広東に続く九龍半島の一部と、

香港島にまたがる地域。面積は東京都の半分程

度、人口は 700 万人強。 

・英国領から中国に復帰以降、「一国二制度」のも

と、制限は加えられているが民主主義を維持。 

・代表的な政党は、民主派では民主党、親中派では

民建連。 

・経済は金融と物流の国際拠点として成長。貿易、

金融、流通、観光などのサービス業が GDP の 90％

以上。製造業は、本土移転が進み、６％程度。 

・自由主義経済の流れが強いが、2011 年にはじめて

低賃金制度を施行。定着に向けて、三者構成を

活用した取り組みが進行。 

・労働組合のナショナルセンターは、民主系、台湾

系、中国本土系。労使紛争は個別が中心だが、昨

年は港湾労働者の大きなストライキがあった。 
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1．国家としての成立過程 

（第二次大戦以降、現在まで） 

 

1945年 日本軍占領終了、英国復帰 

1946年 国民党、英国に香港返還要求も実現せず 

1946年 本土で国共内戦 

1949年 本土で中華人民共和国成立。本土から多数の

企業、資本家が香港に移転 

1950年 英国、中華人民共和国承認 

1960年代 輸出型軽工業発展、「アジアの四龍」へ 

1967年 本土で文化大革命、香港暴動発生 

1982年 中国登小平主席、英国サッチャー首相と会談、

香港返還を要求 

1984年 中英共同声明、香港返還確定。移民ブーム 

1990年 「香港基本法」50年間の「一国二制度」など 

1992年 パッテン英総督就任、直接選挙推進など 

1997年 香港返還。董建華初代行政長官 

1997年 ICFTU、香港連絡事務所（IHLO）設置 

1997年 アジア通貨危機、香港経済に打撃 

1998年 第１回立法会選挙、親中派過半数 

2012年 行政長官選挙と立法会選挙。梁振英行政長官

（親中派２人の選挙）。議会では親中派過半数 

2012年 返還15年式典に胡錦濤主席参加、民主化を求

める大規模デモ 

 

2．国家統治機構 

 

〇元 首 

・中国・習近平国家主席 

〇議 会 

・立法会（香港特別行政区立法会） 

・一院制で70議席。このうち35議席が直接選挙。35議

席は職能団体等選出。2012年立法会選では、民主派

が重要案件の否決に必要な三分の一を上回り発言権

維持。 

・「香港基本法」は「2007年以降、全議席を直接選挙枠

に移行できる」としており、民主派はそれを強く要

求しているが実現せず。2016年立法会選挙の焦点。 

・議会構成（院内会派、カッコ内は議席数） 

（与党系・親中派）43 民主建港協進連盟(13)、経済

民主連盟(7)、工会連合会（6）、自由党(5)など 

（野党系・民主派）27 公民党（6）、民主党（6）、工

党（4）、人民力量(2)、公共専業連盟(2)など 

〇行 政 

・香港政府のトップは行政長官であり、その下の「行

政会議」が重要決定を行う。中央官庁は「政府総部」

と「執行部門」で構成される。 

・「政府総部」には12の部門（決策局）があり、労働行

政は、「労工および福利局」により行われる。「執行

部門」は、警察、入管、税務、税関などの部門より

なる。 

〇司 法 

・ 高裁、高裁、地裁の三審制。 

〇中国中央政府との関係 

・香港の外交、防衛は中国中央政府が担当し、香港の

自治には含まれない。香港に中央政府代表部が置か

れ、人民解放軍香港部隊が派遣されている。 

・行政庁長官は選挙人による間接選挙で選ばれ、中国

中央政府が任命する。主要閣僚など高官は行政長官

が指名し、中央政府が任命する。 

 

3．政治体制 

 

〇政 体 

・中華人民共和国・香港特別行政区。 

・「香港基本法」（1990年）による「一国二制度」によ

り制限はあるが民主主義と三権分立が規定されてい

る。 

〇主な政党 

・民主建港協進連盟（民建連） 1992年、民主派に対

抗し、本土系の労働組合、教員などを基盤に結成。

事実上の 大与党であり現在は香港 大の政党。政

策は中国中央政府に近く、反政府運動を取り締まる

治安条例に賛成、本土系商工業者の支持も受ける。

シンガポール人民行動党をモデルとも。譚耀宗主席。 

・民主党 香港の民主派を代表する政党。1994年に、

香港民主連盟（1990）、匯點（1983）を統合して発足。

2008年には「前線」と統合。返還前には優勢であっ

たが、 近は、内部分裂や抗争などで影響力が低下、

2012年の立法会選挙では６議席まで縮小。区議会で

は、直接選挙枠では 多の79議席を持つ。劉慧卿主

席。 
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・経済民主連盟 2012年、親中派の財界を主体に設立

された。 

・公民党 2006年、普通選挙の完全実施など全面的な

民主化を求める政党として発足。2007年の行政長官

選挙では、梁家傑氏（立法会議員・弁護士)を擁立。

陳家洛主席。 

・自由党 1991年選挙での民主派の圧勝に危機感を抱

いた財界人などにより1992年結成。新自由主義政策。

1993年に現在名に改称。劉健儀主席。 

 

4．人口動態 

 

・2013年半ばに香港の人口は前年同期から0.4％（３万

人）増の708万2,000人となった。過去１年間の出生

数は７万4,400人、移民してきた人は４万7,900人で

ある。 

・香港島北部の住宅地と九龍半島に人口が集中してい

る。香港全体の面積の12％弱の地域に、香港総人口

の約48％にあたる約338万人が居住している。 

・人口のうち も多いのは「華人」と呼ばれる中国系

で、全体の93％。次いで、メイドなどの就労が多い

フィリピン人やインドネシア人などが続く。 

 

5．産業構造と就業構造 

 

○主要産業 

・金融業、不動産業、観光業などが中心。 

○就業者数 

・2013年の総人口は708万人、労働力人口は390万人。

失業率は3.3％で2010年以降、４％を超えていない。

政府見通しでは55歳未満の労働力人口は今後減少傾

向にあり、2018年には労働力不足が20万人に近づく

との推計がある。 

・人手不足を訴える経営者が半数以上となり、労働力

人口は転換点にあるといわれる。  

 

6．経済状況 

 

○経済情勢 

・国際金融および物流の拠点としての地位を築いている

が、英国統治以来のインフラの整備が背景にある。 

・製造業の工場は1990年代前半までに本土移転が進み、

GDPでは製造業は約６％、貿易、金融、不動産、観光、

流通などのサービス産業が90％以上である。 

・2008年は国際金融危機の影響を受け、成長率は2.5％

に低下。その後、中国経済の回復に伴い経済は上向

き、2009年第４四半期には実質GDP成長率プラスに転

じた。 

・2011年から欧州危機、米国経済の低迷、中国経済の

減退などの影響を受け、2012年の実質GDP成長率は

1.4％となったが、2013年度は３％程度への回復が見

込まれる。 

○所得の動向等 

・一人当りGDPの増加が続き、2013年に３万８千ドルと

４万ドル台が近付いており、アジアではトップクラ

スの一つである。 

 

7．支援組織、国際産業別労組（GUFs）の活動 

 

○現地協力・支援活動実施 

・労組支援組織による協力・支援活動は、ACILS（米国）、

LO（ノルウェー）、LO-TCO（スウェーデン）、FNV（オ

ランダ）、CLC（カナダ）が実施している。このうち

現地事務所を設置して活動している組織はない。 

〇GUFsの活動 

・GUFsが、加盟組織である台湾の産業別労組などを対

象に協力・支援のプログラムを実施している。 

〇IHLO（ITUC香港連絡事務所） 

・香港の中国返還に伴い、旧ICFTUが現地加盟組織など

を支援するため、1997年に設置したもの。ITUCとGUFs

が活動を引き継いでいる。 

 

8．組合活動 

 

○ナショナルセンター 

・労働組合のナショナルセンターは、ITUC加盟で民主

派の香港労働組合連盟（HKCTU）、香港・九龍労働組

合評議会（HKTUC）がある。また、中国本土系の香港

工会連合会(HKFTU)がある。 

・香港労働組合連盟（HKCTU）は香港民主派系、国際労

働基準の尊重と政治の民主化を求めている。 

・香港・九龍労働組合評議会（HKTUC）は台湾国民党系。
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孫文の「三民主義」に立脚している。 

・香港工会連合会(HKFTU)は本土系。中華全国総工会と

密接な関係を持つ。 

 

9．労使紛争の状況 

 

・労使紛争の解決は、1)当事者の協議を通じた解決、

2)労働行政（労工処）による調停・仲裁、3)労資裁

判所などのステップで行われる。労資裁判所は利益

紛争を扱う。 

・今日では個別労使紛争が増加しているが、2013年３

月には港湾労働者450人が賃金・労働条件の改善を求

めてストライキを行った。労働行政の仲立ちを経て、

賃金引上げや職場環境改善などにより、40日で収束。 

 

10．最低賃金制度と労働・社会保障法制 

 

○最低賃金 

・2011年５月１日に 低賃金制度が施行された。それ

まで香港では一般的な 低賃金制度はなく、労働団

体などが長年要求を続けていた。 

・今回の法定 低賃金は時給28香港ドル（約380円）。

対象は、「雇用法」（労働基準などを定めた法律）に

規定される継続的な雇用（月給、日給、臨時労働者、

パートタイム）、ならびに「雇用法」では規定されて

いない労働を含む。ただし住み込みの家政婦、「 低

賃金法」に定義されるインターン学生には適用され

ない。 

・労働局は、法の適用促進のためのガイドライン、６

業種９部門（飲食、小売、不動産の管理・警備・清

掃、ホテル・旅行、物流、不動産）のための特別ガ

イドラインを、三者構成の審議を経て策定した。 

○労働・社会保障法制 

・主な労働・社会法制は次の通りである。 

 「労働組合法」（2000 年） 

 「雇用法」（1990年、2000年改正） 

 「労働安全衛生法」（2000年） 

 「破産時賃金補償法」（2000年） 

 「労働者補償法」（2000年） 

 「 低賃金法」（2011年） 

・1970年代に一連の労働法改正があり、2000年に「雇

用法」などの改正が行われた。2011年のメーデーに

は懸案の「 低賃金法」が施行された。 

 

11．その他 

 

○JILAF の事業 

・招へい事業は1989年から実施。これまでに、74人（男

性47人、女性27人）の若手リーダーを招いている。

（2013年度末現在） 

・招へい事業のそれまでの参加者を対象に現地で実施

する「普及セミナー」を2012年に実施した。（41人） 

 

 

労働行政と主要な中央労使団体 

（中央労働行政） 

・中華民国行政院・労工委員会 

（中央使用者団体） 

・中華民国全国工業総会、中華民国全国商業総会、中華民国工商協進会 

（主な中央労働団体・ITUC加盟組織） 

・香港労働組合連盟（HKCTU:Hong Kong Confederation of Trade Unions）17万人、４産業別組織、90加盟組合  

 会長：Mr.Pun Tin-Chi  事務局長：Mr. Lee Cheuk Yan  大会毎年開催 

・香港・九龍労働組合評議会（HKTUC:Hong Kong & Kowloon Trade Union Council）５千人 35加盟組合 

 議長：Mr. Lee Kwok Keung  事務局長：Mr. Szeto Wing Tim  大会毎年開催 

 ⇒詳細はJILAFホームページ、ナショナルセンター情報参照。URL:http://www.jilaf.jp/nc_data/nc.php 
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台 湾 (中 華 民 国 ） 

Taiwan-Republic of China 

基 
 
 

礎 
 
 

情 
 
 

報 

面積 3.6 万平方キロ（日本の 0.1 倍） 通貨 台湾ドル（TWD）１TWD＝3.35円 

人口 2,330 万人 政治体制 民主共和制 

首都 台北（267 万人＊）（事実上の首都） 国家元首 馬英九総裁 

主要都市 新北(394万人)、高雄(278万人)、台中(268万人) 議会 立法院 

主要言語 北京語、福建語、客家語 行政府 行政院：江宜樺院長（首相）、９省 

民族 漢族 98％、少数民族２％ 主な産業 
電機・電子、鉄鋼金属、繊維、精密機械
原料、機械 

宗教 仏教、道教、キリスト教等 対日貿易 輸出２兆3,153億円 輸入４兆608億円

ＧＤＰ 4,741 億ドル＊ 日本の投資 332 億円 

一人当りＧＤＰ ２万 336 ドル＊ 日系企業数 989 社＊ 

労働力人口 1,134 万人 在留邦人数 １万 1,661 人 

産業別分布（％） 農林等5.1、製造等36.3、サービス等57.9 気候 北部は亜熱帯、南部は熱帯、３～９月雨季

ILO中核８条約 （ILO 非加盟） 日本との時差 －１時間 

※資料：国際機関、専門団体、各国政府による 2013 年の値。＊印は 2012 年、他は年を表示。為替は 2014 年１月。  

 

主 

要 

統 
計 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ＧＤＰ成長率（％） 4.7 5.4 6.0 0.8 -1.8 10.8 4.1 1.3 2.6

一人当りＧＤＰ（ドル） 16,023 16,451 17,122 17,372 16,331 18,488 19,980 20,336 20,706

物価上昇率（％） 2.3 0.6 1.8 3.5 -0.9 1.0 1.4 1.9 1.2

失業率（％） 4.1 3.9 3.9 4.1 5.9 5.2 4.4 4.2 4.2

※資料：台湾政府統計等。2013 年は IMF 推計。 

 

社
会
労
働
情
勢
概
要 

・台湾は、議会制民主主義を基本とする民主的な共和

国であり、国民党、民進党の二大政党制が定着しつ

つある。中国との関係は現国民党政権のもと改善が

進行。 

・経済は中国との緊密化が特徴。高成長を支えた製造

業は大陸進出で空洞化の恐れ指摘も。IT、半導体な

どのハイテク産業が支えているが、今後の成長には

さらなる産業の展開が必要との観測がある。 

・人口は 2,300 万人強。このうち、約 1,100 万人が労

働力人口で、約６割がサービス業。女性、高齢者の

労働力率が低い傾向。 

・ストライキは減少し、個別労使紛争が増加。労使紛

争処理の促進が課題。 

・労働組合は、従来のナショナルセンター・中華民国

全国総工会（CFL）に加えて、民主化以降、多様化が

進み、現在８つ程度に分立。 
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1．国家としての成立過程 

（第二次大戦以降、現在まで） 

 

1945年 国民党政権復活、台湾省 

1946年 本土で国共全面内戦 

1947年 国民党支配への本省人の反乱（2.28事件） 

1949年 本土で中華人民共和国成立、首都機能を北京

から台北に移転。蒋介石総統 

1972年 日中国交回復。日本と断交、亜東関係協会設

立 

1975年 蒋介石死去、総統代行・厳家淦 

1978年 蒋経国（蒋介石長男）総統 

1979年 米中国交回復、米国と断交 

1979年 国連加盟は中華人民共和国に移る 

1987年 「戒厳令」解除 

1988年 蒋経国死去、李登輝代行。政治の民主化が本

格化する 

1990年 李登輝総統（本省人（台湾系中国人）初） 

1993年 李総統、統治範囲を台湾に限定 

1994年 憲法改正、総統は国民の直接選挙に 

1995年 中国、選挙に軍事威圧（台湾海峡危機） 

1995年 李登輝、初の民選総統に 

2000年 陳水扁（民主進歩党）総統（～2008年） 

2008年 立法院選挙 国民党圧勝 

2008年 馬英九（国民党）総統 

2008年 国民党副主席訪中、59年ぶり国共トップ会談 

2010年 中国と「経済協力枠組協定」（ECFA）を締結（FTA

に相当） 

2012年 馬英九総統再選。得票率馬総統（国民党）

51.5％、蔡英文（民進党）45.6％ 

 

2．国家統治機構 

 

〇元 首 

 総統。直接国民選挙で４年毎に選出。 高権力者で

あり行政院長（首相）を議会の同意なしに指名でき、

行政院長不信任の場合には議会を解散できる。 

〇議 会 

・立法院。一院制で113議席。院長（国会議長）は王金

平氏（国民党） 

・与野党の構成 カッコ内は議席数 

（与党）国民党（64） 

（野党）民進党（40）、親民党（３）、台連（３）など 

〇行 政 

・行政院の下に中央官庁（内政部など９部、ほか中央

銀行、各部門委員会など）。2013年より江宜樺院長（首

相）。 

〇司 法 

・司法院（頼浩敏院長）。 高法院、高等法院、地方法

院の三審制。このほか、憲法を扱う大法官会議。 

 

3．政治体制 

 

〇政 体 

・民主共和制。三民主義（民族独立、民権伸長、民生

安定）にもとづく。 

・総統が実質的な権力を持つ。普通選挙にもとづく議

会制民主主義。 

〇主な政党 

・中国国民党 1894年に孫文が結成した興中会が前身。

1949年、本部を北京から台北に移動。同党出身の歴

代総統に、蒋介石、蒋経国、李登輝、馬英九（現職・

党主席）。当初は「大陸反攻」を掲げていたが、近年

は、融和路線を推進。2012年の立法院選で議席は減

らしたが過半数を維持（64議席/定数113議席） 

・民主進歩党 民主化機運のなか1986年に結成。台湾

独立を党綱領に掲げる。同党出身の総統は陳水扁

（2000～2008）。2012年、総統選敗北を受け、蘇貞昌

元行政院長（首相）が党主席に就任。同年の立法院

選挙で議席増。 

・親民党 2000年結成。宋楚楡主席。立法院に３議席。 

・台湾団結連盟（台連）2001年、李登輝元総統の支持

者が結成。黄昆輝主席。 

・無党団結連盟 2004年結成。 

 

4．人口動態 

 

・2013年末の人口は2,337万人（2014年１月・内政部）。

人口は1950年代末に1,000万人を超え、1989年に

2,000万人を上回り、緩やかに増加。2013年は人口の
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50.01％が女性、49.99％が男性と、女性がはじめて

上回る。これは男性の死亡率が比較的高いこと、中

国大陸籍の女性配偶者が台湾戸籍に登録したことな

どによる。 

年齢別では、年少人口（０～14歳）が総人口の14.3％、

生産年齢人口（15～64 歳）が 74.2％、老年人口（65

歳以上）が 11.5％。 

 

5．産業構造と就業構造 

 

○主要産業 

・電気電子部品、コンピューター・オーディオ、化学

製品、一般機械、石油・石炭製品などが中心。 

○就業者数 

・就業者の増加が続いており、2010 年には 1,000 万人

を超えた。2011 年には農林漁業が 5.1％、製造など

が 36.3％、サービス業が 57.9％である。 

・労働力率は男性の 66.5％に比べて、女性は 49.9％と低

い。高齢者の労働力率が、55～59 歳で 51.6％、60～64

歳で32.0％、65歳以上で7.9％と低いことも特徴である。 

・失業率は４％台前半、60 万人程度で推移しており、

失業の理由のトップは事業所の閉鎖でおよそ半数を

占めている。 

 

6．経済状況 

 

○経済情勢 

・経済は、2010 年には世界金融危機から比較的早い回

復を遂げ、成長率は 2009 年のマイナス 1.9％から

10.9％へ大きくプラスに転じた。しかし、2011 年は

4.1％、2012 年は 1.2％に低下、低成長から抜け出せ

ず、2014 年も政府目標の2.6％達成が危ぶまれている。 

・中国経済との関係緊密化が進むが、製造業の中国進

出により空洞化が懸念されている。現在はコンピュ

ーターなどの IT 産業が経済を支えているが、持続的

成長のためには、それに続く産業の育成が課題である。 

・貿易総額は 2012 年には前年比マイナス 18％となった

が、輸出に占める中国の割合がはじめて４分の１を超

えた。金融部門でも台湾元と人民元の直接取引が開始

されるなど、中国との関係改善が進められている。 

○所得の動向等 

・一人当り GDP は 2012 年に２万米ドルを超え先進国レ

ベルにある。 

 

7．支援組織、国際産業別労組（GUFs）の活動 

 

○現地協力・支援活動実施 

・労組支援組織による協力・支援活動は行われていない。 

〇GUFs の活動 

・台湾の産業別労組の多くは GUFs のメンバーとして活

動している。 

 

8．組合活動 

 

○ナショナルセンター 

・2000 年に民進党政権となり自主労働組合の設立を認

める「総統令」が公布。 

・その後、ナショナルセンターの多様化が進む。ITUC

加盟の「中華民国全国総工会（CFL）」は 23 の企業総

工会（大企業・官庁産別）、18 の職業総工会（中小

企業労組地域組織）、17 の県・市レベルの組織があ

り、国民党系といわれる。 

・このほか、民進党系とされる「全国産業総工会」をは

じめ、「台湾総工会」、「中華民国全国連合総工会」など

あわせて８つ程度の組織があるとされる。 

・組織率は企業別労組（産業工会）が 15％程度、自営

業対象の保険事業も含む地域別労組（職業工会）が

52％程度(2010 年)。 

 

9．労使紛争の状況 

 

・労使紛争の解決は、1)当事者の協議を通じた解決、

2)労働行政・民間団体によるあっせん、3)労働行政

による調停、4)労働行政による仲裁、5)裁判のステ

ップで行われる。 

・今日の労使紛争の多くは個別労使紛争であり、近年

では年間２～３万件程度。上記のステップのうち仲

裁はほとんどなく、裁判に至るものは 2,000 件程度。 
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表 台湾の労働争議件数の推移 

年次 2006 2007 2008 2009 2010 

労働争議
件数 

15,464 19,729 24,540 30,385 23,865

 

10．最低賃金制度と労働・社会保障法制 

 

○最低賃金 

・ 低賃金は行政院労働者委員会（労委会）で審議さ

れ、行政院で決定される。 

・月額 低賃金は2013年１月から、１万9,047台湾元（約

６万4,000円）に改定された。引き上げ幅は1.42％。 

・ 低賃金の時間額（時給）は、２段階で引き上げら

れ、2013年１月から109台湾元（約370円）、2014年１

月から115台湾元（約390円）となった。 

・労委会の審議会では、労使、中立専門家の意見に大

きな開きがみられた。審議の結果、経済・社会情勢

を全体的に考慮し、月額 低賃金は前年の消費者物

価指数（CPI）上昇率に応じることを原則とした。 時

給労働者はその多くが働いた時間分の収入のみで、

賃金率が一般の月給制で働く労働者よりも１割以上

低くなることに配慮し115台湾元まで引き上げるこ

ととしたが、経済情勢を考慮し２段階に分けて引き

上げることとした。 

今回の引き上げの対象となる労働者は約179万人と

推定されている。 

○労働・社会保障法制 

・「工会法」（労働組合法・2011年改正法施行）* 

・「労働協約法」（1932年、2011年改正法施行）* 

・「労資争議処理法」（1987年、2011年改正法施行）* 

・「労働基準法」（1984 年、2009 年改正） 

・「男女雇用機会均等法」（2002 年、2008 年改正） 

・「労働安全衛生法」（2002 年） 

・「労働保険法」（2009 年） 

・「雇用保険法」（2009 年） 

・「国民年金法」（2008 年） 

台湾の労働三法（上記*印）は民主化後の集大成とし

て改正され、2011 年５月１日に施行された。 

 

11．その他 

 

○JILAF の事業 

・招へい事業：1991年からはじめる。1992年、2004年、

2006年に合わせて７名（男性６名、女性１名）の若

手労組指導者を招へい。 

・台湾の労働組合はITUC-APに加盟しており、JILAFは、

連合を通じて、また、国際的な支援組織の会合など

を通じて、交流を続けている。1991,92年には日本に

代表を招いている。 

・台湾の使用者の３団体は、いずれもアジア太平洋地

域の使用者団体（CAPE）には加盟していない。 

〇APO（アジア生産性機構） 

・台湾はAPOのメンバーであり、労使は、同国の加盟組

織で「中国生産性中心」を通じてその活動に参加し

ている。APO（山崎隆一郎理事長＝当時）は、2012

年、50周年記念総会を台北で開催し、アジア太平洋

地域の生産性と持続的・包括的発展に向けて、「台北

宣言」を発表している。

 

労働行政と主要な中央労使団体 

（中央労働行政） 

・中華民国行政院・労工委員会 

（中央使用者団体） 

・中華民国全国工業総会、中華民国全国商業総会、中華民国工商協進会 

（主な中央労働団体） 

・中華民国全国総工会（CFL:Chinese Federation of Labour）25 万人 

会長：Mr. Chen Chieh  事務局長：Mr.Kuo-kang Hu ITUC 加盟組織（CFL のみ） 

⇒詳細は JILAF ホームページ、ナショナルセンター情報参照。URL:http://www.jilaf.jp/nc_data/nc.php 
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モ ン ゴ ル 国 

Mongolia 

基 
 

 

礎 
 

 

情 
 
 

報 

面積 156.4 万平方キロ（日本の 4.1 倍） 通貨 トウグロク（MNT）100MNT＝6.07 円

人口 291.2 万人 政治体制 共和制（大統領制と議院内閣制の併用） 

首都 ウランバートル（118 万人・2011 年）国家元首 ツァヒアギーン・エルベグドルジ大統領

主要都市 ダルハン（9.1 万人・2010 年） 議会 一院制 

主要言語 モンゴル語、カザフ語 行政府 ノロブ・アルタンホヤグ首相 

民族 モンゴル人（95％）およびカザフ人等 主な産業 鉱業、牧畜業、流通業、軽工業 

宗教 チベット仏教等 対日貿易 輸出３兆4,931億円 輸入５兆5,118億円

ＧＤＰ 102.7 億ドル＊ 日本の投資 98 億円 

一人当りＧＤＰ 3,673 ドル＊ 日系企業数 169 社 

労働力人口 286.8 万人＊ 在留邦人数 442 人＊ 

産業別分布（％） 鉱工等 22、農牧等 13、製造等９ 気候 亜寒帯、ステップ気候 

ILO 中核８条約 すべて批准 日本との時差 －１時間 

※資料：国際機関、専門団体、各国政府による 2013 年の値。＊印は 2012 年、他は年を表示。為替は 2014 年１月。  

 

主 

要 

統 
計 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ＧＤＰ成長率（％） 7.3 8.6 10.3 8.9 -1.3 6.4 17.5 12.3 11.7

一人当りＧＤＰ（ドル） 990 1,326 1,619 2,108 1,688 2,266 3,125 3,673 3,880

物価上昇率（％） 12.46 4.49 8.17 26.81 6.27 10.17 7.68 15.00 9.67

失業率（％） － － 11.30 9.20 11.60 9.90 7.70 6.80 6.10

※資料：モンゴル政府統計等。2013 年は推計。 

 

社
会
労
働
情
勢
概
要 

・日本の４倍の広さの国土に 300 万人に満たない人口

で、世界で も人口密度が低い国家。 

・北をロシア、南を中国の両大国に挟まれた典型的な

内陸国で、冬は厳冬となり、首都ウランバートル市

の１月平均気温は-22.3度と世界の首都で も低い。

・豊富な鉱物資源を有し、近年アジアで も高い経済

成長率を遂げているが、同時に格差の拡大も起きて

いる。 

・首都ウランバートル市に人口の３分の１以上が集中

し、インフラ整備が重要課題。 

・４年ごとの総選挙で毎回政権が交代しているため、長

期的なビジョンにもとづく政策が実現していない。 

・モンゴル労働組合連盟（CMTU）が唯一のナショナル

センターで、政治的中立を維持している。 

・2010 年に「 低賃金法」が成立した。また、「労働法

典」の全面改訂に向け、政労使の協議が進められて

いる。 

・民主化以降の日本からの積極的な協力と、大相撲に

おけるモンゴル力士の活躍などで、極めて対日感情

が良好。 
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1．国家としての成立過程 

（第二次大戦以降、現在まで） 

 

1946年 中国（国民党政権）がモンゴル人民共和国を

国家として承認 

1961年 国連に加盟 

1990年 人民革命党１党独裁を放棄。社会主義の枠内

で複数政党制を導入、オチルバト初代大統領

選出 

1991年 コメコン解散。IFM、世銀、ADBに加盟 

1992年 国名をモンゴル国へ改称。新憲法制定、社会

主義の放棄。オチルバト大統領（人民革命党） 

1993年 大統領直接選挙、野党連合推薦のオチルバト

（人民革命など）再選 

1996年 第２回総選挙、「民主連合」大勝 

1997年 第２回大統領選挙で人民革命党のバガバンデ

ィが当選、WTO加盟 

2000年 第３回総選挙で人民革命党大勝 

2004年 第４回総選挙で人民革命党と祖国民主同盟の

連立政権 

2008年 第５回総選挙、人民革命党と民主党と大連立

政権 

2009年 大統領にエルベグドルジ氏（民主党）当選 

2010年 人民革命党、モンゴル人民党に名称変更 

2012年 第６回総選挙。民主派による連立政権（民主

党、民主連合および国民勇気緑の党） 

2013年 大統領選挙でエルベグドルジ氏再選 

 

2．国家統治機構 

 

〇立法府 

・一院制（国民大会議、76議席、４年任期） 

 大統領の認証・罷免、首相の任命・罷免、国内外政

策など多くの分野で独占的な権限を持つ。 

・民主党が2012年６月の選挙で比較第一党となる 

・92年の民主化以降総選挙ごとに政権が交代し、政策

方針が安定しないため、海外の投資家から警戒感を

持たれている。 

〇大統領 

・ツァヒアギーン・エルベグドルジ（1963年生） 

 鉱山工員を経て、ソ連（当時）軍事政治大学に留学、 

帰国後民主化運動を指導。1992年の第１期国民大会

議議員に選出され、２度首相を務める。 

 2002年米留学、ハーバード大学卒業 

2009年５月大統領選で民主党推薦を受け当選 

2013年６月再選 

・憲法で大統領は「国民の統合の象徴」と規定され、

行政権は内閣に属する。 

・政党に所属することはできない。 

・国民大会議の可決した法案の拒否権、裁判官任命の

承認権を有し、国家安全保障会議議長、モンゴル国

軍司令官を務める。 

〇行 政 

・国民大会議が任命する首相を長として、13の省と２

人の副首相を置く。 

・首相は首都ウランバートル市、21のアイマグ（日本

での県）の知事任命権を持つ。 

〇司 法 

・法廷のみが司法機能を持ち、 高法廷としての 高裁

判所と控訴裁判所、地方裁判所がある。 

・ 高裁判所の監督に属さない刑事、民事、行政法廷の

ような特別法廷の設置を認められている。 

・日本はJICAが2004年から継続した司法制度支援を行っ

ている。 

 

3．政治体制 

 

〇政 体 

・共和制。普通選挙にもとづく民主主義。 

・大統領制と議院内閣制の併用 

・大統領、国家大会議議長および首相による三頭政治

体制であるといわれる。 

〇主な政党 

・民主党 

 2000年、民主化を主導した「民主連合」の４党を中

心に結成。党首はアルタンホヤグ首相 

・モンゴル人民党（MPP） 

 旧共産党であるモンゴル人民革命党が1997年に指導

理念の民主社会主義に転換、2010年には党名を現在

の名称に変更した。エンフトブシン党首。 

－25－



・国民勇気緑の党 

 2011年、国民勇気党と緑の党が合併して結成。 

・モンゴル革命党 

 2010年、人民革命党の理念と名称の転換に反対する

グループがMPPから脱退して結成。 

 

4．人口動態 

 

・日本の約４倍の広さの国土で、人口は日本の約40分

の１の291.2万人であり、世界で も人口密度が低い。 

・高い経済成長率を遂げているが、人口増加率は1.15％

と高くない（2012年、世界120位）。 

・首都ウランバートルは民主化以降、地方から急激に

人口が流入し、全人口の４割を超える122万人（2012

年）を抱えるが、インフラが未整備のままで、大気

汚染・水不足・電力不足などが喫緊の課題となって

いる。 

 

5．産業構造と就業構造 

 

○主要産業 

・かつては伝統的な牧畜業によるカシミア・羊毛・皮

革などが中心であったが、現在は豊富な鉱物資源を

背景とした鉱工業が中核産業となっている。 

・2008年は世界金融危機による鉱物の国際価格急落の

影響を受け、実質経済成長率が前年の8.9％から一気

にマイナス1.6％に落ち込んだ。 

○就業者数 

・2011年の分野別労働人口比は、農牧業従事者が全体

の33％と も高いが、今後大規模な鉱物資源開発が

進むにつれ、鉱工業従事者数の増加が予想される。 

・失業率は、2008年は世界金融危機による影響を受け、

2009年に11.6％となったが、2013年には6.1％に改善

している。 

 

6．経済状況 

 

○経済情勢 

・2013年の実質経済成長率は12.28％とアジアの新興国

トップの成長率となっている。 

・その一方、インフレ率は2012年の15％から下がった

ものの、9.67％と依然として高止まりの状態が続い

ている。 

○所得の動向等 

・国内総生産は102億ドル。 

・一人当りGDPは、3,673ドルと、10年前から約８倍増

加しているが、所得格差が拡大し、中低所得者層は

経済的困難を抱えている。 

・人口の３分の１以上が貧困ライン以下で生活してい

る。 

 

7．支援組織、国際産業別労組（GUFs）の活動 

 

○現地協力・支援活動実施 

・JILAF（日本）、FES（ドイツ）が協力・支援活動を実

施。GUFsの支援。 

・現地事務所を設置している支援組織はない。 

 

8．組合活動 

 

○ナショナルセンター 

・モンゴル労働組合連盟（CMTU）が唯一のナショナル

センターで、約30万人の組合員を組織。 

・前会長のガンバータル氏は2012年に国会議員に立候

補し当選。CMTUの政治的中立を確保するため2013年

退任。 

・2013年、前副会長のアマガランバートル氏が新会長

に就任。 

○産業別の状況 

・鉱工業は発展しているものの、労使関係が良好でな

く、雇用増加につながっていない。 

・鉱山の採掘契約を巡る政府・外資間のトラブルが絶

えない。 

○労働生産性運動の推進 

・現政権は「生産年齢人口に職場を提供し、給与で十

分生活ができるような環境を整備する目標で労働生

産性とインフレ率にあわせて給与支払額を上げる」

と定め、政労使の連携・協力を進めることとしてい

る。 

 

－26－



9．労使紛争の状況 

 

・鉱山労働者は、外国資本が雇用する海外従業員とモ

ンゴル労働者との賃金格差を課題に挙げているが、

CMTUは冷静な対応を呼びかけている。 

・頻繁なストライキは起きていない。 

 

10．最低賃金制度と労働・社会保障法制 

 

○最低賃金 

・2010年に「 低賃金法」施行。全国一律 低賃金で２

年毎に見直し。 

・現政権は職種別 低賃金導入を検討している。 

・政府は、2013年９月より、 低賃金額をそれまでの月

額140,000トゥグルグから36.7％引き上げ、192,000ト

ゥグルグ（約11,700円）とした。前回（2011年４月）

の引き上げは以前より30％であり、 低賃金は徐々に

上昇してはいるが、経済成長の状況と比較するならば

低いといわれている。 

○労働・社会保障法制 

・主な労働・社会保障法制は次の通り。 

 「労働組合権利法」(1991) 

 「労働法典」（1999） 

 「労働安全衛生法」（2008） 

 「 低賃金法」（2010年） 

 「国民 低生活法」（1998） 

・「労働法」の全面改正に向け、政労使の話し合いが進

められている。 

 

11．その他 

 

○JILAFの事業 

・招へい事業：民主化直後の1992年よりはじめ、今日

までに64人（男性47人、女性17人）の若手労働組合

指導者を招へい（2013年度末現在）。 

・現地支援事業：事業を開始した1994年より現地セミ

ナーを実施しており、主なテーマは次の通り。「労働

組合の機能と役割、市場経済と労働組合」（1994～96）、

「労使関係」（1997～2003）、「参加型の職場環境改善」

（1998～2009）、「労使紛争解決・労働法」（2009～12）、

「労使関係・生産性（PROGRESS）」（2010～12）、「グ

ローバル化と労働運動」（2013）。 

○日本のODA方針 

・モンゴルは鉱物資源の開発の本格化を背景に中長期

的に高成長が見込まれる。経済成長の恩恵を 貧層

まで十分に波及させるとともに、MDGSをはじめとす

る各種開発目標の達成につなげるため、持続可能な

経済成長および均衡のとれた成長に向けたモンゴル

政府の取り組みを支援する。 

・具体的には、①鉱物資源の持続可能な開発とガバナ

ンスの強化、②すべての人々が恩恵を受ける成長の

実現に向けた支援（貧困層の生活水準の改善と雇用

創出含む）、③ウランバートル都市機能強化を重点分

野とする。 
 

 

 

労働行政と主要な中央労使団体 

（労働行政） 

社会福祉・労働省（MSWL：Ministry of Social Welfare and Labor） 

（中央使用者団体） 

モンゴル経営者連盟（MONEF：Mongolian Employers' Federation） 

（中央労働団体・ITUC加盟組織） 

モンゴル労働組合連盟（CMTU：Confederation of Mongolian Trade Unions）45万人。13産業別組織、22地方組織 

 会長：アマガランバートル 事務局長：Mrs Buyanaa Shanjmyatav  http://www.cmtu.mn 大会４年毎開催 

⇒詳細はJILAFホームページ、ナショナルセンター情報参照。 URL:http://www.jilaf.jp/nc_data/nc.php 
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インドネシア共和国 

Republic of Indonesia 

基 
 
 

礎 
 
 

情 
 
 

報 

面積 190.5 万平方キロ（日本の 8.7 倍） 通貨 ルピア（IDR）100IDR＝0.86円 

人口 ２億 5,116 万人 政治体制 大統領制、共和制 

首都 ジャカルタ（921万人・2010年） 国家元首 スシロ・バンバン・ユドヨノ大統領

主要都市 スラバヤ（251万人）、バンドン（241万人）、メダン（213万人）議会 国会、国民協議会 

主要言語 インドネシア語 行政府 大統領が閣僚任命、首相なし、33省 

民族 マレー系約 300 民族、他に中国系 主な産業 製造業、農林水産業、商業 

宗教 イスラム教、キリスト教 対日貿易 輸出２兆8,130億円 輸入１兆6,618億円

ＧＤＰ 8,780 億ドル＊ 日本の投資 3,828 億円 

一人当りＧＤＰ 3,557 ドル＊ 日系企業数 1,255 社 

労働力人口 約１億 1,900 万人 在留邦人数 1 万 4,720 人＊ 

産業別分布（％） 農水等38.2、製造等12.3、サービス等36.2 気候 熱帯、海洋性気候 

ILO 中核８条約 すべて批准 日本との時差 －２時間 

※資料：国際機関、専門団体、各国政府による 2013 年の値。＊印は 2012 年、他は年を表示。為替は 2014 年１月。 

 

主 

要 

統 
計 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ＧＤＰ成長率（％） 5.7 5.5 6.3 6.1 4.6 6.1 6.5 6.2 5.8

一人当りＧＤＰ（ドル） 1,291 1,663 1,862 2,191 2,350 2,977 3,498 3,557 3,500

物価上昇率（％） 10.5 6.6 6.8 11.1 2.8 7.0 3.8 4.3 8.4

失業率（％） 11.2 10.3 9.1 8.4 7.9 7.1 6.6 6.1 5.9

※資料：インドネシア政府統計等。2013 年は IMF 等推計。 

 

社
会
労
働
情
勢
概
要 

・インドネシアは東南アジア 大の国家であり、人口

は世界第４位（約２億５千万人）、国土面積は日本の

約５倍、約 18,000 の島からなる島嶼国家。 

・経済はここ数年、６％台の成長が続き、一人当り GDP

は 3,500 ドルに達する中進国のレベル。 

・自動車産業、電機・電子産業などの輸出加工基地で

あり、日本からも大手メーカーのほか、中小企業を

含め、多数の企業が進出している。 

・2014 年４月に総選挙、７月頃に大統領選挙の見通し。

現大統領の所属する与党・民主党、ゴルカル党、闘

争民主党の三大政党などの動向に注目。 

・工業地帯などでの労使紛争が続いており、労使の建

設的な対応の強化が課題。 

・労働組合はナショナルセンターが４、他の全国組織

が約 90 と分散状態。アウトソーシングによる非正規

労働の拡大阻止などに注力。 
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1．国家としての成立過程 

（第二次大戦以降、現在まで） 

 

1945年 日本敗戦、占領の終了。スカルノ独立宣言 

1945年～ 再植民地化に動くオランダとの闘争 

1949年 自治連邦共和国 

1950年 共和国、完全独立 

1950年～ 社会主義的経済運営 

1965年 独裁批判に対し国連脱退 

1965年 共産党系暴動 

1965年 スハルト将軍クーデター、軍事独裁政権 

1968年 スハルト大統領、国連復帰 

1970年 スハルト体制、親米・「開発独裁」政治 

1997年 アジア通貨危機 

1998年 スハルト大統領７選。民主化運動激化 

1998年 スハルト氏辞任、ハビビ大統領 

1999年 民族対立激化、東ティモール独立 

1999年 総選挙、闘争民主党第一党 

1999年 ワヒド大統領、民主化改革はじまる 

2001年 メガワティ大統領、民主化推進 

2004年 初の直接選挙でユドヨノ大統領選出 

2005年～ 経済成長拡大 

2009年 ユドヨノ大統領、高得票で再選 

2014年 総選挙、大統領選 

 

2．国家統治機構 

 

〇元 首  

・大統領：現在はスシロ・バンバン・ユドヨノ氏。直

接選挙制で任期５年、三選は禁止。 

〇議 会 

・議会 

（与党） 

 民主党148、ゴルカル党106、福祉正義党57、国民信

託党46、開発統一党38、国民覚醒党28 

（野党） 

 闘争民主党94、グリンドラ党26、ハヌラ党17 

〇行 政 

・大統領が閣僚を任命。首相なし。内務省ほか32の省

がある。労働行政は「労働移住省」が担当。 

〇司 法 

三審制であり、地裁、高裁、 高裁がある。裁判所の

種類として、憲法、普通、宗教、軍事、行政、汚職の

ほか、労使参加による労働裁判がある。 

 

3．政治体制 

 

〇政 体 

・共和制。大統領が政治の 高権力者。普通選挙にも

とづく民主主義。 

〇主な政党 

・民主党（PD） 

 2001年、ユドヨノ氏を指導者に、汚職撲滅などを掲

げて結成。2004年の選挙では第一党となり、ユドヨ

ノ大統領（党首）を支えてきたが、 近は不祥事な

どで支持率が低下。なお、旧スハルト体制下の非イ

スラム系野党の「民主党」（PDI）とは異なる。 

・ゴルカル党 

1964年、インドネシア共産党（PKI）に職場で対抗す

る職能集団として発足。1999年、ハビビ大統領（党

首）は「新政党法」にもとづき政党化。今日でも国

民から一定支持。「ゴルカル」は「職能集団」の意味。 

・闘争民主党（PDI-P） 

1993年、メガワティが旧スハルト体制下の民主党

（PDI）の党首に就任したが追放され、民主化後の

1998年に新たに結成したもの。建国当時のスカルノ

の国民党（PNI）を受け継ぐものと受けとめられてい

る。 

・開発統一党（PPP） 

1994年、旧スハルト体制下のイスラム系野党が合流

して結成されたもの。建国当時の二大政党の一つ

「マミシュ党」の流れを受け継ぐ。 

 

4．人口動態 

 

・現在の人口は約２億５千万人であるが、国連の予測

によれば、2030年代はじめに３億人を突破し、2070

年頃に３億５千万人台でピークを迎える。 

・20歳未満の若い人口が多く、人口増が労働力増に結

び付く「人口ボーナス期」が今後20年以上続くと見

込まれている。 
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5．産業構造と就業構造 

 

○主要産業 

・生産額では、製造業（23.94％）、農林水産業（14.44％）、

商業・ホテル・飲食業（13.9％）、鉱業（11.78％）、

建設（10.45％）、運輸・通信（6.66％）、金融・不動

産・企業サービス（7.26％）、その他サービス（10.78％）

など（2012年）。 

○就業者数 

・労働力人口は約１億1,900万人。産業別就業人口では、

農業38.2％、商業20.9％、サービス15.3％、製造業

12.3％（2011年）。 

 

6．経済状況 

 

○経済情勢 

・経済成長率は、2000年代後半、５～６％台を達成。世

界金融・経済危機の影響を受けたものの、経済成長

を維持し、2011年は6.5％、2012年は6.2％と引き続

き堅調な経済成長を続ける。 

・2011年には「経済開発加速・拡大マスタープラン

（MP3EI）」を発表。全国各島にインフラ網で連結さ

れた経済回廊を形成する構想を示した。同プランで

は、2025年までに、名目GDPを2010年比で約６倍に増

加させ、GDPで日本を上回り、世界の10大経済大国と

なる目標を掲げている。 

・ただし、貿易収支の赤字化もあり、今後は、世界経

済の成長鈍化や金融緩和の縮小などの影響への適切

な対応が必要とされる。 

○所得の動向等 

・一人当り名目GDPは、2012年には3,500米ドルに達し、

中進国のレベルとなっている。 

 

7．支援組織、国際産業別労組（GUFs）の活動 

 

○現地協力・支援活動実施 

 日本JILAF、ドイツFES、米国ACILS、豪州APHEDA、フ

ィンランドSASK、スウェーデンLO-TCO、ベルギーWSM、

オランダFNV。ほか、GUFsなど。 

○現地事務所設置 

 上記のうち、FES、ACILS、WSMは現地事務所設置。FNV

は現地提携組織あり。 

 

8．組合活動 

 

○ナショナルセンター 

・主要なナショナルセンター（総連合：現地語

Confederasi）としては、ITUC加盟のインドネシア労

働組合総連合（CITU/KSPI）、インドネシア福祉労働

組合総連合（KSBSI）のほか、インドネシア労働組合

連盟（KSPSI)がある。KSPSIは、事実上二つに分裂し

ている。CITU、KSBSIとKSPSIの分裂組織の一つ（ア

ンディ派）による政策上の協力組織としてインドネ

シア労働者評議会（MPBI）がある。このほか、約90

の全国的組織（連合：Federasi）がある。 

・ナショナルセンターの活動は、① 低賃金引上げ、

②社会保障改革、③燃料費引上げ反対、④アウトソ

ーシングなど不安定労働対策などに重点（CITU）。 

○産業別の状況 

・金属・電子・自動車、繊維、化学・薬品・石油、印

刷・メディア、銀行、観光などを幅広く組織化。 

 

9．労使紛争の状況 

 

・民主化後の労働組合活動の自由化を受けて、労組結

成が続き、労使紛争も増加。 

・ 近の紛争の発生状況は次の通り。 

 
 ストライキ発生状況 

 ストライキ件数
（件） 

参加労働者数
（人） 

労働損失時間
（時間） 

2006年 282 586,830 4,665,685 

2007年 150 135,297 1,161,413 

2008年 146 211,504 1,546,400 

2009年 149 93,862 843,684 

2010年 82 1,982 10,571 

2011年 303 64,820 1,891,387 

資料：インドネシア労働移住省 

 

10．最低賃金制度と労働・社会保障法制 

 

○最低賃金 

・ 低賃金は三者構成の審議会を経て、県知事が決定す

る。ジャカルタ特別州では、2011年以降、15％を超える

引き上げがあり、2013年には43.8％の引き上げである。 
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表２ 2014年の最低賃金     （金額の単位・ルピア） 

州 金額 上昇率 

ジャカルタ 2,441,000 11.0％

パプア 1,900,000 11.1％

北スラウェシ州 1,900,000 22.6％

東カリマンタン 1,886,315 7.7％

西パプア 1,870,000 8.7％

南スマトラ 1,825,600 12.0％

南スラウェシ 1,800,000 25.0％

アチェ 1,750,000 12.9％

中カリマンタン 1,723,970 11.0％

リアウ 1,700,000 21.4％

リアウ諸島 1,665,000 22.0％

バンカ・ブリトゥン 1,640,000 29.6％

南カリマンタン 1,620,000 21.1％

北スマトラ 1,505,850 9.5％

ジャンビ 1,502,230 15.6％

西スマトラ 1,490,000 10.4％

マルク 1,415,000 11.0％

東南スラウェシ 1,400,000 24.4％

西スラウェシ＊ 1,400,000 20.2％

西カリマンタン 1,380,000 30.2％

ブンクル 1,350,000 12.5％

バンテン 1,325,000 13.2％

ゴロンタロ 1,325,000 12.8％

中スラウェシ 1,250,000 25.6％

西ヌサトゥンガラ 1,210,000 10.0％

東ヌサトゥンガラ＊ 1,150,000 13.9％

26州平均 1,593,268 15.8％

出所：労働・移住省、＊新たに決定した州。 

 

○労働・社会保障法制 

・主な労働・社会保障法制は次の通りである。 

「労働組合法」（2000）、「労使紛争解決法」（2004） 

「労働法」（2003）、「労働安全法」（1970） 

「障がい者法」（1997）、「移民労働者保護法」（2004） 

「年金基金法」（1992）、「労働者社会保障法」（1992） 

・ 近では、請負、派遣などの不安定雇用に関する労

働法の規定と政令による規制のあり方、社会保障の

強化の方向などが焦点となっている。 

 

11．その他 

 

○JILAFの事業 

・招へい事業：1991年からこれまでに59人（男性40人、

女性19人）の労働組合リーダーを招へい（2013年度

末現在） 

・現地支援事業：（セミナー）「労組基礎」「組織強化」「リ

ーダーシップ」「組織化」「団体交渉」「労働協約」「紛

争処理」「労使紛争解決」「 低賃金」「国際化」「社会

保障」「共済制度」（1994～）、「職場環境改善」（2005～

2010）、「労使関係・生産性（PROGRESS）」（2010～2013） 

〇日本のODA方針 

・ASEANの中核国であるとともに、アジア地域における

経済活動の重要な拠点であり、資源国である同国へ

の支援を通じて同国との連携と互恵的関係を深化・

拡大することにより、アジア地域および国際社会の

安定と繁栄に寄与する。重点分野は、①さらなる経

済成長への支援、②不均衡の是正と安全な社会づく

りへの支援、③アジアにおけるドナー国としての能

力向上のための支援。 

 

 

労働行政と主要な中央労使団体 

（中央労働行政） 

・インドネシア労働移住省 

（中央使用者団体） 

・インドネシア使用者協会（APINDO：Asosiasi Pengusaha Indonesia） 

（主な中央労働団体・ITUC加盟組織） 

・インドネシア労働組合総連合（CITU/KSPI：Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia）50.6万人 ９産業別組織、

1121組合 

 会長：Mr.H.Said Iqbal  事務局長：Mr.Muhamad Rusdi  大会は５年毎開催 

・インドネシア福祉労働組合総連合（KSBSI：Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia）51.1万人 11産業

別組織、11地域組織 

 会長：Mr.Mudhofir  事務局長：Mr.Togar Marbun  大会は４年毎開催 

⇒詳細はJILAFホームページ、ナショナルセンター情報参照。 URL:http://www.jilaf.jp/nc_data/nc.php 
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カンボジア王国 

Kingdom of Cambodia 

基 
 

 

礎 
 

 

情 
 
 

報 

面積 18.1 万平方キロ（日本の 0.48 倍） 通貨 リエル（KHR）100KHR＝2.54円 

人口 1,521 万人 政治体制 立憲君主制 

首都 プノンペン（160万人・2010年） 国家元首 ノドロム・シハモニ国王 

主要都市 シアヌークビル(16万人)、バタンバン(14万人)(1998年) 議会 二院制（上院、国民議会） 

主要言語 カンボジア語（クメール語） 行政府 フン・セン首相 

民族 クメール人 90％程度。少数民族 主な産業 農業、縫製業、建設業、観光業 

宗教 仏教（国教）、一部イスラム教 対日貿易 輸出 569 億円 輸入 205 億円 

ＧＤＰ 140.4 億ドル＊ 日本の投資 137 億円 

一人当りＧＤＰ 944 ドル＊ 日系企業数 121 社 

労働力人口 830 万人 在留邦人数 1,479 人＊ 

産業別分布（％） 農水等72.3 製造等8.5 サービス等19.2 気候 亜熱帯、５～11 月雨季(プノンペン) 

ILO 中核８条約 すべて批准 日本との時差 －２時間 

※資料：国際機関、専門団体、各国政府による 2013 年の値。＊印は 2012 年、他は年を表示。為替は 2014 年１月。  

 

主 

要 

統 
計 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ＧＤＰ成長率（％） 13.3 10.8 10.2 6.7 0.1 6.0 7.1 7.3 7.0

一人当りＧＤＰ（ドル） 455 514 603 711 703 753 853 944 1,063

物価上昇率（％） 6.4 6.1 7.7 25.0 -0.7 4.0 5.5 2.5 4.0

失業率（％） 1.9 1.8 1.8 1.7 4.6 3.8 2.0 2.9 －

※資料：カンボジア政府統計等。2013 年は IMF 等推計。 

 

社
会
労
働
情
勢
概
要 

・インドシナ半島の中央部に位置する人口約 1,500 万

人の立憲君主国。 

・政治は安定化しており、人民党政権が続いているが、

大野党の救国党も勢力を伸ばしている。 

・外資導入などが進み、繊維、皮革産業などを中心に

高い経済成長。輸出の９割は繊維・衣料産業。 

・労働組合は、繊維、林業、観光などの分野が中心。

・近年、賃金引き上げなどをめぐる労使紛争、ストラ

イキが増大。 

・ 低賃金は 2014 年４月に現行の 80 ドルから 95 ドル

に引き上げられる。これは、2013 年３月の 61 ドルか

ら 80 ドルへの引き上げに続くもの。 

・中央労働団体は、与野党、中立系の３組織を中心に

11 団体。各組織とも繊維産業などが中心。中央使用

者団体は１組織、加盟組織では繊維産業団体が有力。

・労働団体は有期雇用による雇用の不安定化が進行し

ているとして政府に対策を要求。 
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1．国家としての成立過程 

（第二次大戦以降、現在まで） 

 

1953年 フランスから独立 

1953-1970年 シアヌークによる「王政社会主義」の時代 

1960年代後半 計画経済行詰り、ベトナム戦争が激化 

1970-1975年 親米派ロン・ノル将軍によるクーデター、

「カンボジア共和国」 

1975-1979年 クメール・ルージュ（ポル・ポト派）に

よる「民主カンプチア」の時代。恐怖政治に

より100～200万人死亡 

1979年 ベトナム軍が侵攻。人民党（共産党）による

「カンプチア人民共和国」。対抗する王党派、

クメール・ルージュ、共和派が三派連合を形

成し、内戦続く 

1991年 パリ和平協定 

1991-1993年 国連暫定統治。「カンボジア 高国民評

議会」（SNC）が新政権設立準備 

1993年 第１回総選挙、王党派と人民党の連立政権。

新憲法公布。シアヌークを元首とする新生「カ

ンボジア王国」発足 

1998年 第２回総選挙、人民党主導の連立政権発足 

1999年 ASEAN加盟。外資導入などが活発化 

2004-2007年 平均10％以上の経済成長実現 

2003年 第３回総選挙、第２次人民党連立政権 

2012年 民主党・人権党合併、「カンボジア救国党」結

成 

2013年 第５回国民会議選挙。人民党67議席、救国党

56議席 

 

2．国家統治機構 

 

〇元 首 

・国家元首：ノロドム・シハモニ国王（2004年10月29

日即位） 

〇議 会 

・２院制議会（1993年に上院設置） 

・上院：定数61／任期６年／解散なし 

議席数（2008年７月選挙結果） 

人民党（旧共産党）：46 

救国党：11 

下院選出：２（王党派） 

国王任命議員：２議席（無所属） 

・国民議会（下院）：定数123／任期５年／１年間に２

度内閣の総辞職があった場合に解散可能。 

議席数（2013年７月28日選挙結果） 

[与党] 人民党：67 

[野党] 救国党（民主党＋人権党）：56 

〇行 政 

議院内閣制。 

首相の下に、閣僚評議会と25省２庁がある。 

首相：フン・セン（人民党：社会主義時代から通算

27年間首相職にある。） 

労働行政は労働職業訓練省が担当。 

〇司 法 

三審制。一般裁判所として州々特別市裁判所、控訴

裁判所、 高裁判所があり、その他に軍事裁判所が

ある。労働法典は労働裁判所を規定しているが未設立。 

 

3．政治体制 

 

〇政 体 

 立憲君主制。普通選挙にもとづく民主主義。 

〇主な政党 

・カンボジア人民党 

 上院、下院ともに過半数を占める政権政党。源流は

インドシナ共産党から1951年に分離したクメール人

民革命党。1979年に「カンボジア人民革命党」（共産

党）として再建。1991年に現党名に改称するととも

に、マルクスレーニン主義、一党独裁を放棄。名誉

議長ヘン・サムリン、議長チア・シム、副議長フン・

セン。 

・カンボジア救国党 

 カンボジアの 大野党。2012年、総選挙を控え、人

民党（サム・ランシー党）、人権党が合併して発足。

人民党に対抗できる民主党派の結集をねらいとして

いる。 

・フンシンペック党 

前シアヌーク王系の王党派の政党。1993年総選挙で

は第一党であったが2013年総選挙で議席を失う。 
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・愛国党 

 フンシンペック党が 大政党の時代の党首であった 

ノロドム・ラナリット氏が離脱して結成した政党。  

 

4．人口動態 

 

・総人口：1,521万人（2013）、人口増加率：1.64％ 

・人口分布：年少者33.7％、生産年齢62.0％、高齢者

4.3％ 

・労働力人口： 750万人 

・平均年齢：22.6歳、平均寿命：62.9歳 

 

5．産業構造と就業構造 

 

○主要産業 

 農業：21.3％、漁業：7.6％、製造業：16.0％、建設：

6.9％、商業：9.6％、ホテル・レストラン：4.9％、

運輸・通信：8.0％、不動産・ビジネス：6.0％、そ

の他サービス：8.4％など。 

○就業者数 

・生産年齢人口：830万人（62.0％） 

 （2008年・人口センサス） 

 

6．経済状況 

 

○経済情勢 

・2002年から12年のGDP成長率は平均7.7％、GDP成長

率：7.3％（2012）。リーマンショックにより経済は

急減速したが、その後Ｖ字回復。背景は、多額の援

助、「外資法」の施行、米国による 恵国待遇付与に

よる縫製業への外資進出などにより、①縫製業の輸

出増、②堅調な観光業、③良好な農業生産、④建設

業の活況、⑤外国投資の増大、⑥銀行貸し出しの伸

びが見られたことによる。 

○所得の動向等 

・一人当りのGDPも年々増加。2011年853ドル、12年は

944ドル、特にプノンペン市では5,000ドルクラスの

世帯も台頭。 

・中間所得層の増加に伴い、個人消費が活性化。ファ

ストフード店、ブランド店が市内に続々と進出。 

7．支援組織、国際産業別労組（GUFs）の活動 

 

○現地協力・支援活動実施 

・支援組織：JILAF（日本）、FES（ドイツ）、ACILS（米

国） 

・国際産別労組（GUFs）：EI、IUF、BWI、UNI、ITF、

IndustriALL（旧TWARO-ITGLWF） 

○現地事務所設置 

・ACILS（米） 

 

8．組合活動 

 

○ナショナルセンター 

・2012年12月現在、2,583組合（登録ベース）、71産別、

11のナショナルセンター 

・2012年12月現在、７つの使用者団体（ILO調べ） 

・ナショナルレベル：CCU、CCTU、CLC（旧WCL系）がITUC

に加盟、ITUC-CCを組織。 

・CCTUは、ITUC未加盟のNACCと共闘、CCNUを結成。政

府より支援あり。 

・CLC、CNC、CCUはNGOの支援、野党の支援あり。 

○産業別の状況 

繊維産業：60％（267工場、約30万人組織化） 

ゴム、タバコ：25％、建設：約５％、観光業：0.06％、

公務労働：５％、ビール販売促進：５％など。 

全産業の約13％が組織化されている。 

 

9．労使紛争の状況 

 

・近年、繊維産業、皮革産業などで賃金引上げを求め

るストライキが増加。 

・2012年、スバイリエン州（東部ベトナム国境近く）

の衣料メーカーの工場で賃金改善を要求する２万人

規模のストライキが発生。外部からの発砲があり労

働者３人が負傷。 

・2013年、コンポンスプー省（東部）の皮革メーカー

工場で大型のストライキ発生、国道が通行不能に。 

・2013年末には東部のバベット工業団地で、台湾系、

中国系の製造工場でストライキがあり、同団地の日

系企業にも飛び火した。 
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10．最低賃金制度と労働・社会保障法制 

 

○最低賃金 

・カンボジアの 低賃金制度は政令に定められており、

労使の意見を聞いて政府が決定する。 

・カンボジア政府は、2013年12月、 低賃金額を現行

の月額80ドルから、2014年４月から95ドルへ引き上

げることを決定した。さらに、毎年12～16％引き上

げ、2018年には160ドルにするとしている。労働組合

は2014年４月からの160ドルへの引き上げを求めて

いる。 

・ 大野党の救国党は 低賃金を月額150ドルに引き

上げることを公約とし、政府にも求めている。 

・カンボジア政府は、2013年３月にも、 低賃金を月

額61ドルから80ドルに引き上げている。これは同年７

月の総選挙を意識したものといわれた。2014年は従来

の４年に一度の引き上げ年である。 

・1997年以降の 低賃金額は次の通り。2010年の引き上

げでは、一部労組がゼネストを行うとともに、対応の

違いから労組間の紛争も発生した。 

カンボジア最低賃金の推移 

年 1997 2000 2006 2010 2013 2014 (2018)

低賃金額 
（ドル） 

40 44 50 61 80 95 (160)

 

○労働・社会保障法制 

・カンボジアの基本的な労働法は、1997年の「労働法

典」であり、民主化後の1992年「労働法典」を大幅

に改正したもの。 

・「労働法典」は、労働組合関係、労働条件関係、労働

契約関係全般にわたる総合法典。 

・カンボジア政府は「労働法典」から「労働組合法」

を独立させる準備を進めており、草案を公表して労

使、関係者の意見を求めている。 

 

11．その他 

 

○JILAFの事業 

・招へい事業：2001年度から合計22人（男性12人、女性

10人）（2013年度末現在）。 

・現地支援事業：2010年度から労使関係セミナーなど

を開催。テーマは「労使関係・労働法」（2010～2012）、

「グローバル化と労働運動」（2013）。 

〇日本のODA方針 

・内戦終結後、10年以上にわたり平和、安定、発展を

享受していた同国への支援の基本方針は、着実かつ

持続可能な経済成長と均衡のとれた発展への支援で

ある。その重点分野は、①経済インフラの整備など

経済基盤の強化、②保健医療の充実など社会開発の

促進、③法整備支援などのガバナンスの強化である。 

 

労働行政と主要な中央労使団体 

（労働行政） 

・「労働・職業訓練省」：ボン・ソート大臣 

（中央使用者団体） 

・「カンボジア使用者協会」（CAMFEBA：Cambodian Federation of Employers and Business Associations）：プラッ

ク・ソコン会長 12 産業団体 

（主な中央労働団体） 

・「カンボジア労働組合総連盟」（CCTU：Cambodian Confederation of Trade Unions）：チュオン・モン・トル委員長

18 万人 

・「カンボジア労働組合連盟」（CCU：Cambodian Confederation of Unions）：ロン・チュン委員長 15 万人 

・「カンボジア労働連盟」（CLC：Cambodian Labour Confederation）：アット・トン委員長 12 万人 

 ※上記３組織が国際労働組合総連盟・加盟組織協議会（ITUC-CC：ITUC Cambodian Council）を形成。2012 年 

⇒詳細は JILAF ホームページ、ナショナルセンター情報参照。 URL:http://www.jilaf.jp/nc_data/nc.php 
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シンガポール共和国 

Republic of Singapore 

基 
 
 

礎 
 
 

情 
 
 

報 

面積 697 平方キロ（東京 23 区とほぼ同じ） 通貨 シンガポールドル（SGD）１SGD＝81.6円

人口 546.0 万人 政治体制 共和制 

首都 シンガポール 国家元首 トニー・タン大統領 

主要都市  ― 議会 一院制 87 議席 

主要言語 国語マレー語、公用語英語、中国語、タミル語 行政府 リー・シェンロン首相、18 省庁 

民族 中国系75％、マレー系14％、インド系９％ 主な産業 製造業、商業、金融サービス業 

宗教 仏教、イスラム教、ヒンズー教、キリスト教 対日貿易 輸出7,274億円 輸入２兆473億円 

ＧＤＰ 2,766 億ドル＊ 日本の投資 3,561億円 

一人当りＧＤＰ ５万 2,141 ドル＊ 日系企業数 1,111 社 

労働力人口 344.4 万人 在留邦人数 ２万 7,525 人＊ 

産業別分布（％） 農水等0.1、製造等28.7、サービス等70.1 気候 熱帯モンスーン気候、10～３月雨季

ILO中核８条約 批准６、未批准２（87、111） 日本との時差 －１時間 

※資料：国際機関、専門団体、各国政府による 2013 年の値。＊印は 2012 年、他は年を表示。為替は 2014 年１月。  

 

主 

要 

統 
計 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ＧＤＰ成長率（％） 7.4 8.6 9.0 1.7 -0.8 14.8 5.2 1.3 3.5

一人当りＧＤＰ（ドル） 29,403 33,059 33,384 39,384 37,860 45,640 51,237 52,141 52,918

物価上昇率（％） 0.5 1.0 2.1 6.6 0.6 2.8 5.2 4.6 3.8

失業率（％） 3.1 2.7 2.1 2.2 3.0 2.2 4.7 2.8 2.9

※資料：シンガポール政府統計等。2013 年は IMF 等推計。 

 

社
会
労
働
情
勢
概
要 

・シンガポールは東京 23 区とほぼ同じ面積の島を主要

な国土とする都市国家。 

・経済成長が続いており、ハイテク産業の集積、世界

的な金融市場として知られる。一人当り GNP は 5 万

ドルを超え日本を上回る。 

・政治では、建国以来、人民行動党（PAP)が支配政党

として与党を続け、政治の安定と経済の成長を維持。

高度に管理的な社会を形成 

・2011 年総選挙で PAP はこれまでの 低議席（87 議席

中 81 議席）、野党が６議席。 

・労働分野の課題は、青年対策、高齢化への対応、外

国人労働問題など。 

・課題解決に向け、政、労、使の三者構成主義が各施

策で機能しており、労使が重要な役割を果たす。 

・労働組合は、シンガポール全国労働組合会議（NTUC)

が、唯一のナショナルセンター。組織拡大、労使関

係、生産性向上などに取り組む。 
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1．国家としての成立過程 

（第二次大戦以降、現在まで） 

 

1948年 英領マラヤ連邦形成、主都となる 

1954年 リー・クアンユー 人民行動党（PAP）結成 

1958年 四言語の公用語化 

1959年 自治政府発足、PAP政権 

1960年代～ 欧米製造業の輸出加工基地化促進 

1963年 マレーシア連邦成立に参加し、英国から独立 

1964年 コミュニティ対策の市民諮問委員会設置 

1965年 マレーシア連邦から分離し、今日のシンガポ

ールを建国 

1965年 ASEAN加盟（５つの原加盟国の一つ） 

1980～90年代 東南アジアの金融センター化推進 

1989年 APEC結成と同時に加盟 

1990年 ゴーチョクトン首相就任 

1995年 WTO設立と同時に加盟 

1996年 WTO第１回閣僚会議を主宰 

2004年 リーシェンロン首相就任 

2004年 米国とのFTA締結 

2000年代 国際金融市場として成長 

2002年 日本とのFTA締結 

2011年５月 第11回総選挙、野党が過去 大議席（87

議席中６議席）。リー・クアンユー氏は顧問相

辞任 

2013年 EUとのFTA締結に合意、TPP（環太平洋パート

ナーシップ協定）推進 

 

2．国家統治機構 

 

〇元 首 

・大統領（普通選挙で選出、任期６年） 

・現職 トニー・タン第７代大統領 2011年９月就任 

〇議 会 

・一院制、99議席。任期、原則５年。解散あり。 

・うち、87議席を選挙区投票。14選挙区の中規模選挙

区＋単純小選挙区（９人）＋全国選挙区（１人） 

・このほか、憲法、重要法案への投票権を持たない有

識者議員や別枠議員がある。 

・議長 ハリマー・ヤコブ（PAP） 2013年１月より 

・議席（カッコ内は2011年総選挙結果・全体87議席） 

[与党]人民行動党（PAP）81 

[野党]労働者党（WP）６ 

〇行 政 

・首相：大統領に任命される。現在はリー・シェンロ

ン（李顕龍）氏。2004年８月就任。初代首相、リー・

クアンユーの長男。 

・政府は首相府、18省庁ほかで構成。 

〇司 法 

＜裁判＞ 

・ 高裁判所、下級裁判所（The Subordinate Courts of 

Singapore）の二審制。 高裁判所には、高等法廷と

上訴法廷があり後者が事実上の 終上訴審。下級裁

判所には、28の地区法廷と４の治安裁判官法廷のほ

か、検死官法廷、少年法廷などがある。 

＜検察と警察＞ 

・通常の国より強い権限を持ち、捜査や対応も厳しい。

スーパーでの万引きの初犯でも刑務所に入ることが

ある。日本では犯罪とされない行為でも有罪となるも

のがある。鞭打ち刑があり、日本でいう重罪のほか、

公共物への落書きなどに適用されることがある。 

 

3．政治体制 

 

〇政 体 

・立憲共和制 

・政治での実質的な 高権力者は首相。 

〇主な政党 

・人民行動党（PAP） 

1954年に初代書記長、リー・クアンユーにより結成

され、今日までシンガポールの支配政党である。こ

れまで11回の総選挙のうち４回は議席を独占。高度

成長、国民福祉の向上、管理社会の構築を主導。歴

代書記長はいずれも国の首相となる。現議長：カウ・

ブーン・ワン氏、書記長：リー・シェンロン氏 

・労働者党（WP） 

1961年結成。低所得層を支持母体とする。2011年総

選挙で野党では 大の６議席を獲得。ラウ・ティア

キアン書記長。 

・シンガポール民主党（SDP） 
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1980年登録。過去の総選挙で３議席獲得の経験を持

つ。チー・スンジュアン書記長。 

・シンガポール人民党（SPP） 

 1993年、SDPの離党者が結成。 

 

4．人口動態 

 

・21世紀に入り、高齢化が進行。2000年から2012年ま

での間に、15歳未満人口は21.9％から16.4％に減少。

65歳以上人口は7.2％から9.9％に増加。 

・2050年代には、60歳以上人口が４割を超えると予想

されている（国連など）。 

・総人口の３割以上を外国人居留者が占めていること

も特徴。 

 

5．産業構造と就業構造 

 

○主要産業 

・製造業、商業、運輸・通信業、金融サービス業など。 

○就業者数 

・労働力人口は344.37万人、国民・永住者では205.61

万人（労働力率は66.1％）。 

情報源：シンガポール人材資源省 

・産業別の就業者分布は、サービス業70.6％、製造業

28.7％で、農水業は0.1％未満。 

 

6．経済状況 

 

○経済情勢 

・経済成長率は、2009年は世界金融危機の影響でマイ

ナスに陥ったが、2010年には回復し史上 高の

14.8％を記録、2011年は4.9％となった。2012年は

1.3％程度となるが、2013年には３～４％程度に回復

の見込み。 

○所得の動向等 

・国内総生産は2,598億米ドル。日本の4.4％。インド

ネシアの30.6％、マレーシアの90.2％。 

・一人当りGDPは、2010年に日本を抜き、５万ドル台。

特定の産油国などを除きアジアでは 高。 

 

7．支援組織、国際産業別労組（GUFs）の活動 

 

○現地協力・支援活動実施 

・今日のシンガポールはOECDによる支援対象国ではな

く、途上国を支援するサイドである。したがって、

途上国向けの協力・支援活動はない。 

○現地事務所設置 

・支援団体、GUFsのいくつかが、ASEANあるいはアジア

統括事務所を設置している。 

〇ITUC-AP（国際労働組合総連合会アジア太平洋地域組

織）本部事務所 

・シンガポールにはITUC-APの本部事務局が置かれてい

る。書記長は連合参与の鈴木則之氏。JILAFは業務の

推進にあたり、ITUC-APとの連携を進めている。 

・ITUC-APは、毎年、アジア太平洋地域の労働組合支援

組織の会合（TUSSO）を開催しており、JILAFはこれ

に参加し、連携と情報交換を推進している。 

 

8．組合活動 

 

〇ナショナルセンター 

・シンガポール全国労働組合会議（NTUC)が唯一のナシ

ョナルセンター 

・NTUCの主な方針は次の通り 

-生産性向上に向けて包括的成長政策 

-組織拡大（2015年100万人達成） 

-能力開発：女性リーダー・青年指導者育成 

-労使関係、雇用と訓練、国際関係 

○産業別の状況 

・NTUC加盟組織は60産別+１協議会 

（主要産別業種）①電機・電子、②商業、③銀行・保

険、④公務、⑤看護、⑥運輸、⑦教員、⑧海運 

 

9．労使紛争の状況 

 

・賃金・労働条件に関する個別的労使紛争は、近年で

は、年間100～200件程度である。 

・労働組合は労働協約の締結に力を入れており、その

承認数は、 近では年間、300～400件程度である。 

・労使紛争と労働協約締結の状況の推移は表１、表２
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の通り。 

 

表１ 労使紛争件数の推移 
（件） 

年 2006 2007 2008 2009 2010 2011

労使紛争件数 163 133 118 166 121 159

理 

由 

賃金その他
労働条件 

74 82 53 72 57 76

解雇手当 14 6 14 34 12 15

ボーナス等
手当支給 

30 15 12 13 13 17

その他 45 30 39 47 39 51

資料出所：シンガポール人材開発省 

 
表２ 労働協約の承認数の推移 

（件） 

年度 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

労働協約承認数 348 399 440 354 384 363 342

資料出所：シンガポール労働仲裁裁判所 

 

・ストライキは、「労使関係法」の複雑な手続きに従う

必要がある。1987年以降、合法、非合法を含め26年

間ストライキの発生なし。2013年に外国人労働者（中

国人バス労働者）による非合法ストライキ発生。指

導者には扇動罪で禁固刑。 

 

10．最低賃金制度と労働・社会保障法制 

 

○最低賃金 

・ 低賃金制度はない。 

○労働・社会保障法制 

・主な労働・社会保障法制は次の通りである。 

「労働組合法」、「労使関係法」、「労働争議法」、「雇

用法」、「定年退職法」、「職場安全衛生法」、「外国人

労働者雇用法」、「雇用訓練法」、「労働災害補償法」、

「労働基金法」、「中央積立基金法」、「年金法」、「年

金基金法」 

※このうち、2013年には、「雇用法」（日本の労働基準

法などに相当）の改正が行われ、2014年４月１日施

行。 

 

11．その他 

 

○JILAFの事業 

・アジアの労働条件を改善し、日本の雇用安定に資す

るため、シンガポールにおいて、ITUC-AP（ITUCアジ

ア太平洋地域組織）との共催で、加盟組織の青年リ

ーダーを対象とする「ユースリーダーシップコース」

を、シンガポールのオンテンチョン研究所（シンガ

ポール労働組合会議（NTUC）系の研究・教育団体）

の後援も受け実施している。これまでに22回実施。 

・招へい事業では、アセアンチーム、全アジアチーム、

アジア英語チームなどの参加者として、これまでに

17人（男性13人、女性４人）の労働組合指導者を招

へいした（2013年度末現在）。 

・現地支援事業は実施していない。 

 

労働行政と主要な中央労使団体 

（労働行政） 

・人材開発省（MOM：Ministry of Manpower） 

（中央使用者団体） 

・シンガポール全国使用者連盟（SNEF:Singapore National Employers Federation） 

（中央労働団体） 

・シンガポール労働組合会議（NTUC: National Trades Union Congress）22.8 万人 60 産業別組織、１協議会 

  会長：Ms.Diana Chia Siew Fui 事務局長:Mr.Lim Swee Say    大会は４年毎開催 

⇒詳細は JILAF ホームページ、ナショナルセンター情報参照。URL:http://www.jilaf.jp/nc_data/nc.php 
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タ イ 王 国 

Kingdom of Thailand 

基 
 

 

礎 
 

 

情 
 
 

報 

面積 51.3万平方キロ（日本の1.4倍） 通貨 バーツ（THB）１THB＝3.16円 

人口 6,750万人 政治体制 立憲君主制 

首都 バンコク（698万人・2010年） 国家元首 プミポン・アドゥンヤデート国王 

主要都市 サムットプラカン(38万人)、ノンタブリ(29万人)(2000年）議会 二院制 

主要言語 タイ語 行政府 インラック・シナトラ首相 

民族 タイ族、華僑、マレー、山岳少数民族 主な産業 農業・製造業・観光業 

宗教 仏教、イスラム教 対日貿易 輸出２兆1,503億円 輸入３兆5,072億円

ＧＤＰ 3,857億ドル＊ 日本の投資 １兆111億円 

一人当りＧＤＰ 5,775ドル＊ 日系企業数 1,853社＊ 

労働力人口 3,953万人 在留邦人数 ５万5,634人＊ 

産業別分布（％） 農水等40.7、製造等13.2、サービス等46.1 気候 熱帯モンスーン気候、５～10月雨季 

ILO中核８条約 批准６、未批准２（87、98） 日本との時差 －２時間 

※資料：国際機関、専門団体、各国政府による 2013 年の値。＊印は 2012 年、他は年を表示。為替は 2014 年１月。  

 

主 

要 

統 
計 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ＧＤＰ成長率（％） 4.6 5.1 5.0 2.5 -2.3 7.8 0.1 6.4 3.1

一人当りＧＤＰ（ドル） 2,825 3,296 3,918 4,300 4,151 4,992 5,395 5,775 5,878

物価上昇率（％） 4.54 4.65 2.23 5.46 -0.85 3.28 3.18 3.02 2.20

失業率（％） 1.85 1.52 1.38 1.39 1.50 1.04 0.68 0.70 0.65

※資料：タイ政府統計等。2013 年は IMF 等推計。 

 

社
会
労
働
情
勢
概
要 

・タイはインドシナ半島の中心的国家、ASEAN の中核。

人口は約 6,750 万人。 

・2008 年の世界金融危機、2011 年の洪水などで経済・

雇用に影響があるものの、失業率は１％以下と低い

水準を維持している 

・成長率は上向くも長引く政治的混乱が懸念材料とな

っている。 

・労働力人口は約 4,000 万人、その６割はインフォー

マルセクターで就労。 

・ 低賃金は、2013 年１月内全地域で日給 300 バーツ

（約 1,000 円）に改定。 

・労働組合は 13 のナショナルセンターが存在し、うち

４ナショナルセンターが ITUC タイ協議会（ITUC-TC）

を形成。 
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1．国家としての成立過程 

（第二次大戦以降、現在まで） 

 

1949年 国号「タイ」宣言 

1950年 プミポン国王載冠（即位は1946年） 

1958年 クーデターによる軍事独裁政権 

1967年 ASEAN設立メンバーとして加盟 

1973年 学生市民軍事政権打倒 

1976年 ターニン政権発足・軍事政権復活 

1992年 暗黒の５月事件 

2001年 タクシン政権誕生 

2006年 解散総選挙、裁判所違憲判決 

2006年 クーデターののち、総選挙。タクシン派政権 

2008年 政権に違憲判決、アピシット民主党政権 

2010年 タクシン派行動、軍と衝突。90人以上死亡 

2011年 総選挙実施、インラック政権（タクシン派） 

2013年 反政府デモ激化、「治安維持法」発動 

2013年 下院解散総選挙を発表 

2014年 反政府派、バンコクシャットダウン行動 

2014年 総選挙実施 

 

2．国家統治機構 

 

○元 首 

国王が国家元首。神聖不可侵であり、仏教徒であり

宗教の擁護者と規定されている。またタイ王国軍の

総帥の地位にある。 

○議 会 

タイの国会は、「国民議会」と呼ばれ、上院の「元老

院」と下院の「人民代表院」で構成された二院制。

下院の「人民代表院」の方が優位な立場にあり、法

案の先議権・発案権を有し、首相・閣僚の不信任決

議などを採択することが可能。 

○行 政 

首相が 高責任者である。 

○司 法 

司法権は中央高等裁判所が持つ。高等裁判所の裁判

官は国王による任命制である。 

 

 

3．政治体制 

 

○政 体 

・立憲君主制 

・普通選挙にもとづく民主主義。 

○主な政党 

・タイ貢献党 プアタイ党とも呼ばれる（時代によっ

て名前の変化あり）。2011年の総選挙で過半数の議席

を獲得、連立与党（６党連立）の中心政党となった。 

・タイ国民発展党 以前は民主党政権と連立を組み与

党にいたが、今回はタイ貢献党と連立を組み、再度

与党になった。 

・タイ団結国家開発党 以前は民主党政権と連立を組

み与党にいたが、今回はタイ貢献党と連立を組み、

再度与党になった。 

・パランチョン党 2011年に新しくできた政党。 

・大衆党 議席数１の政党。 

・新民主党 議席数１の政党。 

・民主党 現存するタイ 古の政党。 

・ブミチャイタイ党 野党。 

 

4．人口動態 

 

・2010年に実施された国勢調査によると、人口は6,750

万人。 

・人口は1980年には4,600万人台であったが、1984年に

は5,000万人1995年には6,000万人を超え、増加傾向

である。 

・20歳未満人口は30％以下。若年層人口の割合が少な

い。65歳以上が人口の7％を超える高齢化社会に入っ

ている。 

 

5．産業構造と就業構造 

 

○主要産業 

・農業、製造業、観光業が中心。  

○就業者数 

・2010年に3,900万人を超え、以降も増加傾向にある。 

・2012年に3,959万人となり、うち約2,100万人が男

性、1,800万人が女性である。 
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・就業者のうち４割が農業（漁業含む）従事者であり、

それ以外が非農業従事者。 

 

6．経済状況 

 

○経済情勢 

・タイ経済は、世界金融危機、洪水という２度のショ

ックを乗り越え、成長を続けているものの、政治的

混乱により今後打撃を受ける可能性がある。 

・タイ経済成長を支えているのが外資導入による輸出

志向工業化である。投資環境の良さ、整ったインフ

ラなどがタイにはあるため、日本企業をはじめ外資

系企業による外資導入がある。 

○所得の動向等 

・一人当りGDPは、5,775ドルでASEAN10ヵ国中４位。 

 

7．支援組織、国際産業別労組（GUFs）の活動 

 

○現地協力・支援活動実施 

・日本JILAF、ドイツFES、米国ACILS、豪州APHEDA、フ

ィンランドSASK、ノルウェーLO、スウェーデンLOが

支援プログラム展開。 

○現地事務所設置 

・支援組織のうちFES、ACILSは事務所を設置している。 

〇JILAFタイ事務所 

・バンコクに事務所を設置し、インフォーマル労働者

と家族支援などを展開（関口輝比古所長）  

 

8．組合活動 

 

・労働組合を設立するためには、1975年「労使関係法」

の規定にもとづき、同一使用者または同一産業に従

事しているタイ国籍を有する10人以上の労働者が発

起人になって、登記申請を行う。 

・同一使用者又は同一産業を基盤とする２以上の労働

組合は、労働組合連盟を結成することが可能である。 

・さらに、15以上の労働組合又は労働組合連盟は、ナ

ショナルセンターを設立することが可能である。 

・現在タイには13のナショナルセンターがあり、うち

４組織(全国民間産業労働者会議／NCPE、国営企業労

働連盟／SERC、タイ労働会議／LCT、タイ労働組合会

議／TTCU)はITUCタイ協議会（ITUC-TC）に加盟して

いる。 

○ナショナルセンター 

ITUCタイ協議会加盟ナショナルセンターの活動は以

下の通り。 

<LCT> 

・組合員の保護（正規雇用への支援など） 

・移民労働者の支援、学生への教育活動 

・社会貢献活動（洪水時の緊急支援など） 

<TTUC> 

・組合員、非組合員、コミュニティを対象にした社会

保険加入促進事業、移民労働者の支援 

・組合員の保護活動など 

<NCPE> 

・組合員、コミュニティを対象とした協同組合の設立 

・グリーンジョブ 

・国民年金制度の改善に向けたロビー活動 

<SERC> 

・ILO条約第87号、第98条批准に向けた活動 

・社会貢献活動（洪水時の緊急支援など） 

・女性の権利保護、移民労働者支援の活動 

○産業別の状況 

・2013年10月にタイ産業労働組合総連合（CILT）が結

成された。 

・CILTはタイのインダストリオール加盟組織である

TEAM（タイ電機機器・電子・自動車・金属労働者連

合）、ICEMタイ協議会、TWFT（タイ繊維・被服労働者

連合）と、ALCT（タイ自動車労働会議）が結成した

産業別組織。211単組148,540人を組織している。 

 

9．労使紛争の状況 
 
表 タイの労使紛争の統計 

年 
紛争の件数 ストライキ等の件数 

件数 労働者数 件数 労働者数

2002 128 60,613 17 6,290

2003 134 99,775 9 1,132

2004 127 54,919 7 3,575

2005 141 96,795 12 2,954

2006 76 32,410 10 4,105

2007 162 49,045 4 1,484

2008 122 51,843 10 4,187

2009 226 152,257 15 12,812

2010 221 110,334 4 2,081

資料：タイ労働省 

－42－



10．最低賃金制度と労働・社会保障法制 

 

○最低賃金 

・タイの 低賃金は、三者構成の「賃金委員会」で審

議され労働大臣が告示する。 

・2012年４月に 低賃金の大幅な引き上げが開始され、

2013年１月には全国一律で日給300バーツ（約950円）。

引き上げ幅は制度が制定されて以降 大。 

・引き上げ実施前には、企業負担の増加やインフレ加速

など景気の下押しが懸念されていたものの、消費拡大

を通した景気押し上げなど、良い影響も出ている。  

・ 低賃金は、かつては、各県ごとに政労使の三者構成

の賃金委員会が設置され、各県の物価を考慮して賃金

状況について協議し、その結果を賃金中央委員会に持

ちより、県ごとに異なる金額を決定していた。 

・これまでは、引き上げ額はわずかであったため、労働

組合は引き上げ要求の活動を展開してきた。 

・現政権（インラック首相）により 低賃金を300バー

ツにするという大幅引き上げが実施された。 

・インフォーマルセクター労働者には適用されない。 

・ 低賃金の遵守については、労働者側からの申告にも

とづくので、解雇を恐れる労働者からの訴えは少ない。 

○労働・社会保障法制 

・タイの主な労働法制は次の通りである。 

「労働関係法」(1975)、「国営企業労働関係法」（2000

「労働者保護法」（1998）、「労働裁判所法」（1979） 

「職業紹介及び求職者保護法」、「技能開発促進法」 

「社会保険法」、「労働災害補償法」、「外国人労働法」 

 

11．その他 

 

○JILAFの事業 

・招へい事業：1989年より今日まで45人（男性30人、

女性15人）の若手労組指導者を招へい（2013年度末

現在） 

・現地支援事業・教育セミナー 

1997年より現地セミナーを実施。テーマは、「労使関

係（基礎、労働法等）」（97～11）「参加型の職場環境

改善」（99～02、06）、「HIV/AIDS職場トレーナー育成

セミナー」（08～11）、「参加型の労使関係・生産性

（PROGRESS）」(12)。 

・現地支援事業・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（SGRA)（11～13） 

〇日本のODA方針 

・タイはこれまでの被援助国としてではなく、経済協

力のための新しいパートナーシップを求めており、

新しい協力関係を構築していく。また、タイでは

NGO・NPOのほか民間企業や大学などが活動の成果を

上げており、支援において多様な主体との連携をは

かる。重点対象としては、①持続的成長のための競

争力の強化、②社会的弱者支援など社会の成熟化に

伴う問題への対応、③メコン流域、アフリカなど第

三国への共同支援などである。

 

労働行政と主要な中央労使団体 

（労働行政） 

・労働省 (MOL: Ministry of Labour) 

（中央使用者団体） 

・タイ経営者連盟(ECOT: Employers' Confederation of Thailand)※このほか、12の経営者連盟あり。 

（主な中央労働団体） 

・ITUCタイ協議会 (ITUC-TC) 

・タイ労働会議(LCT: Labour Congress of Thailand) 

・タイ労働組合会議(TTUC: Thai Trade Union Congress) 

・全国民間産業労働者会議(NCPE: National Congress of Private Industrial Employees) 

・国営企業労働連盟(SERC: State Enterprises Workers Relations Confederation)  

⇒詳細はJILAFホームページ、ナショナルセンター情報参照。 URL:http://www.jilaf.jp/nc_data/nc.php 
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フィリピン共和国 

Republic of the Philippines 

基 
 

 

礎 
 

 

情 
 
 

報 

面積 30.0 万平方キロ（日本の 0.79 倍） 通貨 ペソ（PHP）１PHP＝2.33円 

人口 １億 572 万人 政治体制 共和制 

首都 マニラ(166万人・2007年、首都圏1,162万人・2010年) 国家元首 ベニグノ･アキノ３世大統領 

主要都市 ダバオ（152万人）、セブ（86万人）（2010年）議会 二院制：上院24議席、下院286議席

主要言語 公用語：英語、タガログ語 行政府 内閣は大統領指名。首相なし 

民族 マレー系が中心、中国系、少数民族等 主な産業 農林水産業、サービス業 

宗教 キリスト教93％（カトリック83％）、イスラム教５％ 対日貿易 輸出 7,455 億円 輸入 9,458 億円 

ＧＤＰ 2,502 億ドル＊ 日本の投資 1,202 億円 

一人当りＧＤＰ 2,587 ドル＊ 日系企業数 1,171 社 

労働力人口 3,298 万人（2010 年） 在留邦人数 １万 7,702 人 

産業別分布（％) 農水等30.9 製造等15.6 サービス等54.3 気候 熱帯気候、５～11 月雨季 

ILO中核８条約 すべて批准 日本との時差 －１時間 

※資料：国際機関、専門団体、各国政府による 2013 年の値。＊印は 2012 年、他は年を表示。為替は 2014 年１月。  

 

主 

要 

統 
計 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ＧＤＰ成長率（％） 5.0 5.4 7.3 4.6 1.1 7.6 3.6 6.8 6.8

一人当りＧＤＰ（ドル） 1,208 1,405 1,684 1,918 1,851 2,155 2,379 2,587 2,792

物価上昇率（％） 7.7 6.2 2.9 8.3 4.1 3.8 4.6 3.2 2.8

失業率（％） 3.1 8.0 7.3 1.4 7.5 7.3 7.0 7.0 －

※資料：フィリピン政府統計等。2013 年は IMF 等推計。 

 

社
会
労
働
情
勢
概
要 

・フィリピンは日本にとり南の隣国であり、約１億人の

人口を持つ。国土はわが国の８割程度、約7,100の島

嶼からなる。 

・政治は、ベニグノ・アキノ３世大統領のもと安定化。

優先政策は経済の改革と回復、政治腐敗対策、人

口急増対策と対応する雇用の創出など。イスラム武

装勢力との和平が前進。 

・経済は、投資受入を進め好調に転じているが、外資

の規制や海外就労者の送金が GNP の１割を占めるな

ど、不均衡な構造の改革が課題。 

・アキノ政権は、雇用対策を打ち出しているが、経済

成長のなかで社会的格差は拡大。 

・ 低賃金は「賃金合理化法」にもとづき、三者委員

会が地域と産業の 賃を決定。 

・労働組合はフィリピン労働組合会議（TUCP）が主軸。

組織化と組織拡大などに取り組むが、昨年、分裂を

経験し、今後の対応が課題。 
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1．国家としての成立過程 

（第二次大戦以降、現在まで） 

 

1945年 日本軍降伏、米国領に復帰 

1946年 米国から独立、フィリピン共和国 

ロハス大統領就任 

1953年 マグサイサイ大統領  

1965年 マルコス大統領 

1966年 マルコス政権、ベトナム戦争支援強める 

1968～89年 フィリピン共産党、新人民軍発足 

1970年 モロ民族解放戦線（MNLF）創設 

1972年 「マルコス大統領戒厳令」布告 

1973年 暫定国民議選 与党新社会運動(KBL）圧勝 

1981年 「戒厳令」解除。大統領選挙、マルコス氏三

選 

1983年 アキノ元上院議員、マニラ空港で暗殺 

1984年 国民議会選挙。野党躍進、３分の１に 

1986年 「ピープルズパワー」アキノ氏大統領就任 

1989年 国軍クーデター未遂、国家非常事態宣言 

1992年 F.ラモス氏 大統領就任 

1998年 エストラダ氏大統領 

2001年 アロヨ氏大統領 

2010年 ベニグノ・アキノ３世（コラソン・アキノ元

大統領の長男）、第15代大統領就任 

2012年 モロ解放戦線（MILF）と和平枠組合意 

2012年 「リプロダクティブ・ヘルス法」（産児制限含）

成立 

 

2．国家統治機構 

 

〇元 首 

大統領。現在はベニグノ･アキノ３世。正副大統領とも

それぞれ別に直接選挙で選出。任期６年、大統領の

再選および副大統領の連続３選は禁止。 

〇議 会 

・上院、下院の二院制。 

 上院は 24 議席。全国１選挙区で任期６年、３年毎に

半数改選。３選禁止。ホアン・ポンセ・エンリレ議

長。下院は 286 議席。選挙区選挙で任期３年。４選

禁止。フェリサノ・ベルモンデ議長。 

・主要政党の下院議席 

自由党（LP）110、民主主義者国民連合（NPC）43、

国民統一党（NUP）24、国民党（NP）17、ラカス(CMD)14 

〇行 政 

 内閣は議会の承認を得て大統領が任命。首相なし。

現内閣は 2010 年６月発足。大統領、副大統領、19

の省庁の大臣・長官で構成。 

〇司 法 

高裁、控訴裁、地裁の三審制。ほかに公務員犯罪特

別裁判所。 高裁長官：マリア・セレノ。 

 

3．政治体制 

 

〇政 体 

・共和国。普通選挙にもとづく民主主義。大統領が政

治の 高権力を持つ。 

〇主な政党 

・自由党（LP）:1946年結成のリベラル政党。現政権の

大与党。現大統領が所属。党首はM.ロハス上院議員。 

・国民党（NP）：1907 年結成。独立運動を主導した保

守政党。かつてはマルコス元大統領が所属。党首、

M.ビリヤール上院議員 

・ラカス・カンピ(CMD)：アロヨ前大統領時代の与党。

2009 年、ラモス元大統領系の「ラカス（力）」とア

ロヨ大統領系の「カンピ（自由フィリピンの仲間）」

が統合して結成。 

・民族主義者国民連合（NPC）：1992 年の大統領候補で

あったエドワルド・コファンコ氏支持者の政党。 

・国民統一党（NUP）：2011 年、ラカス・カンピを離れ

た議員・支持者により結成された政党。 

 

4．人口動態 

 

 国連人口基金（UNFPA）の推計によれば、フィリピン

人口は、2013 年に１億人を超えた。現況から見ると、

その後、2050 年に約１億 5,700 万人、2100 年には約１

億 8,800 万人に達すると予測されている。 

 若年人口比率が高く、15 歳未満が全体の 33.4％。15

歳～64 歳は 62.3％、65 歳以上が 4.3％。国民年齢の中

央値は 23 歳台である。 
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5．産業構造と就業構造 

 

○主要産業 

農業が伝統的な主要産業。近年はサービス産業の比

重が高まっている。 

○就業者数 

労働力人口は 3,298 万人。2013 年７月現在、産業別

就業者構成は、農林水産業が 30.9％、鉱工業が

15.6％、サービス業が 53.4％。 

 

6．経済状況 

 

○経済情勢 

・経済は、2012 年には実質 GDP 成長率が 6.8％に回復

し、好調である。インフレは、2008 年に 9.3％に上

昇。その後は、2010 年は 3.8％、2011 年は 4.6％、

2012 年は 3.2％と政府目標の３～５％の範囲内に収

まっている。 

・貿易は、製品の半完成品を輸入し加工して輸出する

かたちが中心。電子機器・部品が中心で輸出の 24.3％、

輸入の 13.6％を占める。輸出入ともに 大貿易相手

国は日本。 

・海外出稼ぎ労働者の送金が 214 億ドルで過去 高を

記録し経済に貢献。労働者数は1,046 万人、人口の 1

割以上。米国が約343 万人、中東諸国が約299 万人

（2011 年）。 

○所得の動向等 

・一人当りGDPは 2,587ドル。ASEAN10ヵ国で６位。 

 

7．支援組織、国際産業別労組（GUFs）の活動 

 

○現地協力・支援活動実施 

・労働者教育・支援プログラムを実施している組織は

次の通り。JILAF（日本）、FES（ドイツ）、LO（デン

マーク）、SASK（フィンランド）、ACILS（米）、APHEADA

（豪）、LO－TCO（スウェーデン）、WSM（ベルギー）。

GUFs による活発な支援。 

○現地事務所設置 

・上記のうち、FES（ドイツ）、LO（デンマーク）が現

地事務所を設置し事業を展開。 

8．組合活動 

 

○ナショナルセンター 

・代表的な労働団体は、フィリピン労働組合会議（TUCP）

である。このほか、FFW、SENTRO などの ITUC 加盟組

織、その他がある。2013 年、TUCP は分裂し二つの組

織が活動している。組織率は 8.9％（2012 年・労働

雇用省）。 

・活動の主要課題は、①組織化と団体交渉、②加盟組

合の組織強化、③三者構成を通じた政策実現、④賃

上げと生産性向上の成果配分など。 

○産業別の状況 

 TUCP 加盟産別の主な業種は、製造業、銀行、農業、

教育、運輸である。 

 

9．労使紛争の状況 

 

 賃金、労働条件、雇用などの諸問題に関しては、政

労使三者体制による利害調整が制度化されている。労

働争議に関しては、中央労使関係委員会（NLRC）、中央

斡旋調停委員会（NCMB）が解決を促進する。この間の

ストライキ・ロックアウトの件数は次の通り。 

 

 ストライキ・ロックアウト件数 
（件） 

年 2006 2007 2008 2009 2010

通告件数 353 340 362 286 276

実際に実施された件数 12 6 5 4 8

出所：労働雇用省 

 

10．最低賃金制度と労働・社会保障法制 

 

○最低賃金 

・「賃金合理化法」にもとづき、「三者委員会」が地域と

産業の 低賃金を決定。2012 年の改定ではマニラ首都

圏では7.04％の上昇。地域別の状況は次ページの表の

通り。 

・なお、2012 年の法改正で、「生産性賃金制度」が取り

入れられた。「生産性賃金」とは、①労働者の生産性、

業務内容、生活コスト、企業の業績・財務状況を勘案
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して調整、②別途のガイドラインで調整、③導入は企

業の任意、とされている。 

 

 地域別最低賃金改定状況 
（単位：ペソ、％） 

地方コード 対象地域 改定前 改定後 上昇額 上昇率

NCR マニラ首都圏 426 456 30 7.04

CAR コルディエラ自治区 263 280 17 6.46

R1 イロコス 233 253 20 8.58

R2 カカヤンバレー 247 255 8 3.23

R3 中部ルソン 330 336 6 1.82

R4 
南部タガログ A 327 349 22 6.71

南部タガログ B 259 264 5 1.93

R5 ビコール 247 252 5 2.02

R6 西部ビサヤ 265 277 12 4.53

R7 中部ビサヤ 307 327 20 6.51

R8 東部ビサヤ 248 260 12 4.84

R9 西部ミンダナオ 255 267 12 4.70

R10 北部ミンダナオ 274 286 12 4.37

R11 南部ミンダナオ 291 301 10 3.43

R12 中部ミンダナオ 260 270 10 3.84

CARAGA カラガ 241 258 17 7.05

ARMM イスラム自治区 222 232 10 4.50

（注）1ペソ＝約2.2円。職種等で賃金額が異なるため、各地
域の 高額のみを表示。 

出所：全国賃金生産性委員会 

 

○労働・社会保障法制 

・主な労働・社会保障法制は次の通りである。 

「労働法典」（1974 年） 

「賃金合理化法」、「 低賃金法」（2013 年） 

「労働組合法」 

「技術教育技能開発法」（1994 年） 

「高齢法」（2004 年） 

「障碍者大憲章」（1992 年） 

「社会保障法」（1997 年）など。 

 

11．その他 

 

○JILAF の事業 

・招へい事業：1991 年度からはじめ、今日までに 68

人（男性 40 人、女性 28 人）の若手労働組合指導者

を招へい(2013 年度末現在)。 

・現地支援事業は教育セミナーを 1994 年から実施。テ

ーマは「労組基礎教育」、「労使関係」、「労使協議制

度」、「企業レベルの労組活動」、「CSR」、「女性」、「組

織化」、「環境」。「金融危機への対応」(2009)、「参加

型職場環境改善」（2004～2009）、「労使関係と生産性

（PROGRESS）」（2009～2013）、「グローバル化と労働

組合の役割」(2013)。 

〇日本の ODA 方針 

・基本方針：「戦略的パートナーシップ」をさらに強化

するため、「フィリピン開発計画 2011～2016 年」が

目標とする「包摂的成長」の実現に向けた支援を援

助の基本とする。 

・重点分野：①投資促進を通じた持続的経済成長、②

脆弱性の克服と生活・生産基盤の安定、③ミンダナ

オにおける平和と開発 

 

労働行政と主要な労使団体 

（中央労働行政） 

・フィリピン労働雇用省（DOLE: Department of Labour and Employment） 

（中央使用者団体） 

・フィリピン経営者連盟（ECOP：Employers Confederation of the Philippines） 

（主な中央労働団体） 

・フィリピン労働組合会議（TUCP：Trade Union Congress of the Philippines）47.5 万人 21 産業別・地域組織 

 会長：E.F.ヘレラ、事務局長：J.P.ウマリ 前回大会：2012 年３月、次回大会：2017 年 

・自由労働者連盟（FFW：Federation of Free Workers）2.7 万人 

・SENTRO、ほか 

⇒詳細は JILAF ホームページ、ナショナルセンター情報参照。URL:http://www.jilaf.jp/nc_data/nc.php 
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ベトナム社会主義共和国 

Socialist Republic of Viet Nam 

基 
 
 

礎 
 
 

情 
 
 

報 

面積 33.1 万平方キロ（日本の 0.87 倍） 通貨 ドン（VND）100VND＝0.48円 

人口 9,248 万人 政治体制 社会主義体制 

首都 ハノイ（690 万人・2010 年） 国家元首 チュオン・タン・サン国家主席 

主要都市 ホーチミン(740万人)、ハイフォン(186万人)、ダナン(93万人) 議会 一院制 

主要言語 ベトナム語 行政府 グエン・タン・ズン首相、18 省 

民族 ベトナム人86％、ムオン等53少数民族 主な産業 農林水産業、鉱業、軽工業 

宗教 仏教、キリスト教、カオダイ教 対日貿易 輸出１兆3,890億円、輸入１兆294億円

ＧＤＰ 1,558 億ドル＊ 日本の投資 3,172 億円 

一人当りＧＤＰ 1,716 ドル＊ 日系企業数 1,077 社 

労働力人口 5,035 万人 在留邦人数 １万 1,200 人＊ 

産業別分布（％） 農水等48.4、製造等21.3、サービス等30.3 気候 南部:熱帯､北部:温帯､５～９月雨季 

ILO 中核８条約 批准５、未批准３（87、98、105） 日本との時 －２時間 

※資料：国際機関、専門団体、各国政府による 2013 年の値。＊印は 2012 年、他は年を表示。為替は 2014 年１月。  

 

主 

要 

統 
計 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ＧＤＰ成長率（％） 7.6 8.2 8.5 6.2 5.3 6.8 5.9 5.0 5.4

一人当りＧＤＰ（ドル） 700 724 835 1,048 1,068 1,174 1,374 1,716 1,896

物価上昇率（％） 8.8 7.5 8.3 23.0 6.9 9.2 18.6 9.2 6.6

失業率（％） 5.3 4.8 4.6 4.7 4.6 4.3 4.5 4.5 2.2

※資料：ベトナム政府統計等。 

 

社
会
労
働
情
勢
概
要 

・インドシナ半島で中国の南に位置し、日本の約９割

の国土面積と、9,200万人の人口を持つASEANの大国。

・政治はベトナム共産党の一党支配による社会主義体

制。2011 年の党大会では 2020 年までに近代工業国

を築くとの目標採択。 

・外国投資の積極的導入と市場経済の展開により近年

は５％以上の経済成長を持続。日系企業の進出も加

速。GNP や一人当り所得は増大しているが、消費者物

価が上昇。 

・労働争議が増加しており、2012 年には 1,000 件に近

づき、政府、労使が対応を進める。 

・労働組合はベトナム労働総同盟（VGCL）が唯一のナ

ショナルセンター。「労働法」の改正や労使関係の改

善、労働者福祉の前進に取り組む。 
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1．国家としての成立過程 

（第二次大戦以降、現在まで） 

 

1945年 日本敗戦、八月革命で阮朝崩壊 

1946年 フランスの支配への闘争はじまる 

1950年 北ベトナム、南ベトナム成立 

1954年 ディエンビエンフーの闘い、仏軍敗退 

1954年 パリ協定、戦争終結 

1960年 南ベトナム解放戦線結成 

1964年 米国・北部爆撃開始（戦争本格化） 

1975年 南ベトナム政府崩壊 

1976年 南北統一、ベトナム社会主義共和国 

1978年 ベトナム軍、カンボジア侵攻 

1979年 中越武力紛争 

1988年 共産党大会でドイモイ政策採択 

1991年 中越国交正常化 

1995年 米国と国交正常化 

1995年 ASEAN加盟 

2000年～2009年 平均９％成長実現 

2007年 WTO加盟 

2010年 共産党大会「新10カ年計画」 

 

2．国家統治機構 

 

〇元 首 

・国家主席（大統領）。国会議員のなかから国会で選出

される。現在は、チュオン・タン・サン氏（2011年7

月就任） 

〇議 会 

・一院制、500議席。中選挙区による直接選挙制、任期

５年。 

・議席（2011年５月総選挙） 

－ベトナム共産党 458 

－非共産党員 42（このうち、「ベトナム祖国戦線」

の推薦を受けない自薦候補者が４人当選） 

〇行 政 

・首相：国会が選出。現在はグエン・タン・ズン氏（2011

年８月就任） 

・閣僚：首相が指名し国会が承認、国会議員である必

要はない。 

・行政：首相のもとに18省。労働行政は「労働・傷病

兵・社会問題省」が担当 

〇司 法 

・ 高裁判所、人民裁判所の二審制 

〇地方行政 

・全国58省、５政府直轄市（ハノイ、ホーチミン、ハ

イフォン、ダナン、カントー） 

 

3．政治体制 

 

〇政 体 

・社会主義共和国。共産党一党支配による社会体制 

〇主な政党 

・ベトナム共産党 

書記長が 高権力者。政治局（14人）、中央委員（175

人）など。第11回党大会（2011年）による党内序列

は次の通り。 

 －書記長 グエン・フー・チョン氏  

 －国家主席 チュオン・タン・サン氏 

－国防省（大将） フン・クアン・タイン氏 

－首相 グエン・タン・ズン氏 

－国会議長 グエン・シン・フン氏 

－党書記局常務 レ・ホン・アイン氏 

 

4．人口動態 

 

・国連人口基金の予測によると、ベトナムの人口は2019

年に9,530万人、2029年に１億270万人、2049年に１

億870万人に増加する見通し。 

・人口構造の特徴は、生産年齢人口の比率が高いこと

である。総人口の年齢の中央値は28.5歳であり、日

本と比べて16.4歳若く、経済発展の好機とされる「人

口構造の黄金期」（いわゆる「人口ボーナス」）の時

期にある。 

・国連の予測によれば、この生産年齢人口の比率は2015

年まで増加し、「人口構造の黄金期」は2040年頃ま

で続く見通しである。その後は高齢化の時期を迎え

ると想定されている。 
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5．産業構造と就業構造 

 

○主要産業 

・主要産業は、農林水産業、鉱業、軽工業である。 

・主な輸出品は、縫製品、携帯電話・同部品、原油、PC・

電子機器・同部品、履物などであり、輸出先は米国、

日本、中国、韓国、マレーシアである。 

・主な輸入品は、機械機器・同部品、PC・電子機器・同

部品、石油製品、布、鉄鋼などであり、輸入元は、中

国、韓国、日本、台湾、シンガポールなどである。 

○就業者数 

・就労人口は5,035万人であるが、農林水産業が48.4％、

鉱工業・建設業が21.3％、サービス業が30.3％である。 

 

6．経済状況 

 

○経済情勢 

・経済は、海外直接投資も順調に増加し、2000～2010年

の平均経済成長率は7.26％と高成長を達成したが、

2011年は5.9％、2012年は5.0％と成長率が鈍化。 

・近年、一層の市場経済化と国際経済への統合を推し進

めており、ASEAN経済統合、TPP（環太平洋パートナー

シップ協定）にも積極的に対応している。しかし、不

透明なマクロ経済状況、未成熟なインフラと投資環境、

行政や国営企業の非効率性など懸念材料も残っている。 

○所得の動向等 

・経済成長に伴い、一人当りGDPも増大し、現在は2,000

ドルに近づいているが、低開発国のレベルから脱する

には至っていない。 

 

7．支援組織、国際産業別労組（GUFs）の活動 

 

○現地協力・支援活動実施 

・現地協力・支援活動を行っている組織は、日本JILAF、

ドイツFES、米ACILS、豪APHEDA、フィンランドSASK、

ノルウェーLO、スウェーデンLO-TCOである。 

・GUFsも加盟組織などを通じて支援活動を行っている。 

○現地事務所設置 

・協力・支援活動実施組織のうち、現地事務所を設置し

ているものは、ドイツFES、豪APHEDAである。 

〇支援組織連絡調整会議 

・2013年にハノイで開催。 

 

8．組合活動 

 

○ナショナルセンター 

・ベトナムでは「ベトナム労働総同盟」（VGCL）が唯一の

ナショナルセンターと位置づけられている。 

・VGCLの重点活動は次の通り。 

１）2013年までに新規150万人の組織化計画 

２）「ベトナム労働組合法」に則り資格のある企業の

70％に労働組合を結成し、企業の労働者の少なく

とも60％を労働組合に組織化する 

３）組織化された企業との労働協約締結率の70％目標

達成 

４）専門的職業訓練を70％以上の労働者に提供 

５）あらゆるレベルのすべての労働組合幹部に専門的

教育訓練を行う 

・VGCLは、共産圏の労働団体の世界センターである「世

界労連」（WFTU）に加盟している。また、全方位外交の

方針からITUC系、GUFs系労組との交流も進める。 

○産業別の状況 

・VGCL加盟の主要な産業別組織は、①工業および商業、②

保健、③教育、④建設、⑤繊維、⑥郵便・電信などであ

る。 

・なお、ベトナムではVGCLに所属しない労組の結成は禁止

されており、場合によっては国家転覆罪で処罰される。 

 

9．労使紛争の状況 

 

・労使紛争は2006年頃から増加し、2012年にはストライ

キが1,000件に達した。ストライキは法律上認められて

いるが、手続きは煩雑であり、これまで発生したもの

はほぼ法律外の「山猫スト」である。発生状況は次の

通り。 

       労働争議件数の推移 

年 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

労働争議
件数(件)

142 124 152 390 551 720 218 422 857

資料：ベトナム政府統計  
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10．最低賃金制度と労働・社会保障法制 

 

○最低賃金 

・ 低賃金は、政府が「全国賃金審議会」においてベト

ナム労働総同盟（VGCL)ならびに使用者と協議を行い、

決定する。 

・2014年の 低賃金は１月１日より引き上げられる。引

き上げ率は、14.3～16.7％であり、地域１（ハノイ市、

ホーチミン市、ハイフォン市など）、地域２（ダナン市、

バクニン省など）、地域３、地域４の状況は次の表の通

りである。 

地域別最低賃金（月額）の比較 
〔単位：ドン（ドル）、％〕 

 昨年 
（2013年１月１日） 

現行 
（2014年１月１日） 

 
上昇率

地域１ 235万（113） 270万（128） 14.9
地域２ 210万（101） 240万（114） 14.3
地域３ 180万 （87） 210万（100） 16.7
地域４ 165万 （79） 190万 （90） 15.2
（注）１ドル＝２万828ドン（2013年１月１日）、２万1,100ドン 
（2013年11月20日）。 
（出所）現行は2012年12月14日付政令103号（103／2012／
ND－CP）、2014年は2013年11月20日付政令183号（183／
2013／ND－CP） 
 

・2011年10月までは国内企業と外資企業の 低賃金に差

があったが、それ以降は統一されている。 

・ベトナム共産党が2015年までに 低賃金を310万ドン

まで引き上げるという目標を掲げているため、今後も

引き上げは続くものとみられる。 

○労働・社会保障法制 

・主な労働・社会保障法制は次の通りである。 

「労働組合法」（1990年、2012年改正） 

「労働法典」（1994年、2012年改正） 

「海外就労労働者法」 

「職業訓練法」 

「社会保障法」 

・2012年には「労働法典」「労働組合法」の改正が行われ

た。また、政令レベルでは、世界金融危機での大量解

雇に関する解雇規制のあり方が論議され、首相決定

（2009年）が出されている。 

 

11．その他 

 

○JILAFの事業 

・招へい事業 

 1999年から今日まで、48人の若手労組指導者（男性30

人、女性18人）を招へい（2013年度末現在） 

・現地支援事業 

 2001年から現地セミナーなどを実施。テーマは、「労使

関係」（01～03）、「生産性と賃金」（04、05）、「団体交

渉と労働協約」（05）、「組織化」（06～12）、「労働安全

衛生（POSITIVE）」（04､05､08､09）、「参加型職場環境改

善」（06,07）、「労使関係・生産性（PROGRESS）」（10～

13）、「グローバル化と労働運動」(13)。 

〇日本のODA方針 

・「社会経済開発10ヵ年戦略（2011～2020）」および「社

会経済開発５ヵ年計画（2011～2015）」に掲げられる

2020年までの工業化の達成に向けて、国際競争力の強

化を通じた持続的成長、脆弱性の克服および公正な社

会・国づくりを支援する。具体的には、①成長と競争

力の強化（インフラ整備・人材育成など含む）、②脆弱

性への対応（社会・生活面の向上と貧困削減、格差是

正、農村・地方開発支援など含む）、③ガバナンス強化

（行政の機能強化など含む）である。

 

労働行政と主要な中央労使団体 

（労働行政） 

・労働・傷病兵・社会問題省（Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs） 

（中央使用者団体） 

・ベトナム商工会議所（VCCI：Vietnam Chamber of Commerce and Industry） 

（主な中央労働団体） 

・ベトナム労働総同盟（VGCL:Vietnam General Confederation of Labour）WFTU加盟 

  会長：Mr.Dang Ngoc Tung 前回大会2013年７月、次回大会2018年見込（５年に１回開催） 

⇒詳細はJILAFホームページ、ナショナルセンター情報参照。URL:http://www.jilaf.jp/nc_data/nc.php 
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マレーシア 

Malaysia 

基 
 
 

礎 
 
 

情 
 
 

報 

面積 33.0万平方キロ（日本の0.87倍） 通貨 リンギ（MYR）１MYR＝30.4円 

人口 2,963万人 政治体制 立憲君主制 

首都 クアラルンプール（163万人・2010年） 国家元首 アブドル・ハリム・ムザム・シャー国王

主要都市 ケラン(113万人)、ジョホールバル(100万人) 議会 二院制 

主要言語 国語マレー語、公用語英語、中国語、タミル語 行政府 首相のもと首相府、24の省等 

民族 マレー68％、中国系24％、インド系７％等 主な産業 製造業（電気製品）、農林業、鉱業 

宗教 仏教、イスラム教、ヒンズー教、キリスト教 対日貿易 輸出２兆9,012億円 輸入１兆4,872億円

ＧＤＰ 3,035億ドル＊ 日本の投資 1,233億円 

一人当りＧＤＰ １万422ドル＊ 日系企業数 1,409社 

労働力人口 1,250.5万人 在留邦人数 １万401人（2011年） 

産業別分布（％） 農水等11.5、製造等36.4、サービス等52.1 気候 熱帯雨林気候 

ILO中核８条約 批准７、未批准１（111） 日本との時差 －１時間 

※資料：国際機関、専門団体、各国政府による 2013 年の値。＊印は 2012 年、他は年を表示。為替は 2014 年１月。  

 

主 

要 

統 
計 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ＧＤＰ成長率（％） 5.3 5.8 6.3 4.6 -1.7 7.2 5.1 5.6 4.7

一人当りＧＤＰ（ドル） 5,211 5,839 6,873 8,091 6,917 8,418 9,700 10,422 10,428

物価上昇率（％） 3.1 3.6 2.0 5.4 0.6 1.7 3.2 1.6 2.0

失業率（％） 3.5 3.3 3.2 3.3 3.6 3.1 3.1 3.2 3.1

※資料：マレーシア政府統計等。2013年はIMF等推計。 

 

社
会
労
働
情
勢
概
要 

・国土はマレー半島とボルネオ島の北部にまたがり、

日本の９割弱の国土に3,000万人が生活。 

・経済は製品や一次産品の輸出を中心に成長が持続し、

2013年には一人当りGDPは１万ドルを超えた。先進国

入りをめざしているが、成長の伸び悩みがあり、克

服に向け取り組み推進。 

・イスラム穏健派の民主主義国であり、かつて「ルッ

クイースト」を掲げるなど日本への関心も高い。 

 

・政治は建国以来、「統一マレー国民戦線」（UMNO）を

中心とする保守派が与党。 

・就労構造は製造業からサービス業へのシフト進む。

・労使紛争解決のシステムは行政による強制的な仲介

を基礎としており、労使のトラブルがストライキに

移行することは少ない。 

・労働組合のナショナルセンターはマレーシア労働組

合会議（MTUC）であり、組織化と政策実現に取り組

む。 
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1．国家としての成立過程 

（第二次大戦以降、現在まで） 

 

1945年 日本が敗戦、占領の終了 

1946年 英領マラヤ連合（1948年英領マラヤ連邦） 

1957年 マラヤ連邦独立 

1963年 マレーシア連邦成立（シンガポール、北ボル

ネオ含む） 

1965年 シンガポールが分離独立。今日のマレーシア

に。ラーマン首相 

1968年～ マラヤ共産党の武装闘争 

1969年 マレー人・中国人の衝突（5.13事件） 

1974年 クアラルンプール、連邦首都に 

1981年 マハティール首相就任。開発と統制、ルック

イーストなどの政策を推進 

2003年 マハティール氏辞任、アブドラ首相就任 

2008年 総選挙で野党躍進、二大政党型に 

2009年 ナジブ首相就任 

2011年 「公正選挙要求連合」大規模デモ 

2011年 政治の自由化を求める大規模行動 

2012年 「国内治安法」撤廃 

2013年 総選挙で野党微増、二大政党続く 

 

2．国家統治機構 

 

〇元 首 

・国王。５年ごとに、９つの州（※）の世襲スルタン

（イスラム王侯）の互選で決定。（※13の州のうち、

ペナン、マラッカ、サバ、サラワクを除く） 

〇議 会 

・二院制。上院70議席（任期３年）、下院222議席（任

期５年） 

・議席 

 [与党連合]137（内訳） 統一マレー国民組織（UMNO）

78、マレーシア華人協会（MCA）15、マレーシ

ア・インド人会議（MIC）４、ほか40 

 [野党連合]75（内訳） 民主行動党（DAP）29、人民

正義党（PKR）23、全マレーシア・イスラム党

（PAS）22、ほか１ 

[その他]９ 

〇行 政 

・首相：国王が下院多数派指導者を任命。現在はナジ

ブ・ラザク氏（2009年４月より） 

・首相のもとに、首相府、24の省、労働行政は人的資

源省が担当。 

〇司 法 

・三審制。連邦裁判所（ 高裁）、上訴裁、高裁、地裁

など。 

〇地方行政 

・13の州と３連邦直轄区（クアラルンプール、ラブア

ン、トラジャヤ）。 

 

3．政治体制 

 

〇政 体 

・立憲君主制。普通選挙による民主主義制。 

・議員内閣制で首相が政治の実質的な 高権力を持つ。 

〇主な政党 

・統一マレー国民組織（UMNO）：マレー系国民による保

守政党。独立以来60年近く与党。総裁、ナジブ首相。 

・マレーシア華人協会（MCA）：中国系国民による保守

政党。UMNOと与党連合の中核を形成。 

・マレーシア・インド人会議（MIC）：インド系国民に

よる保守政党。UMNO、MCAと与党連合を形成 

・民主行動党（DAP）：シンガポール人民行動党とつな

がる中国系国民による政党。野党の中心の一つ。 

・人民正義党（PKR）：UMNOから分裂したマレー人系政

党。アンワル元副首相が顧問。同氏夫人が総裁。 

・全マレーシア・イスラム党（PAS）：イスラム国家の

樹立をめざす政党。 

 

4．人口動態 

 

・政府見通しによると、国内人口は今後も右肩上がりに

推移しており、現在の約2,800万人から今後10年で約

3,500万人に増加し、2090年に現在の約２倍でピーク

に達した後、人口減少に転じる。現在の年齢別人口を

見ると、14歳以下が27.6％、15～64歳が67.3％、65

歳以上が5.1％である。また、60歳以上の割合は2020

年には人口の10％、2050年には20％に高まるとみられ

る。 
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・平均寿命は2020年には、男性は74.2歳に、女性は79.1

歳になると予測されている。 

 

5．産業構造と就業構造 

 

○主要産業 

・主な産業は、製造業（電気機器）、農林業（天然ゴム、

パーム油、木材）および鉱業（錫、原油、LNG）など。 

・主な輸出品は、電気製品、パ－ム油、化学製品、原油・

石油製品、LNG、機械・器具製品など、輸入品は、電

気製品、製造機器、化学製品、輸送機器などである。 

○就業者数 

・建国時には農林水産業の就業者が約６割を占めてい

たが、経済発展に伴い、製造業、サービス業への就

労者が増加した。 

・現在の就労者数は1,250.5万人であるが、このうち、

農林漁業などは11.5％、製造業などが36.4％、サー

ビス業などが52.1％である。 

 

6．経済状況 

 

○経済情勢 

・2008年半ばまで経済成長率は５％前後で推移。2009

年は世界金融経済危機に伴う輸出急落でマイナス成

長。2010年は7.2％まで回復した。2011年は投資と国

内消費に支えられ、5.1％を維持した。2012年の経済

成長率は5.6％。 

・2009年４月に就任したナジブ首相は、2010年の「新経

済モデル」、「経済変革プログラム」（2011年１月追加

案件を発表）による2020年までのロードマップおよび

重点投資分野の明示など、経済の改革と活性化の政策

を発表。補助金削減による財政健全化の具体的措置

もはかりつつ、2020年までの先進国入りの目標達成

に向けて取り組んでいる。 

○所得の動向等 

・一人当りGDPは、2013年に１万ドルを超え、中進国か

ら先進国をめざすレベルになっている。 

 

7．支援組織、国際産業別労組（GUFs）の活動 

 

○現地協力・支援活動実施 

・国際協力組織にとって、マレーシアは途上国として

の協力対象ではなく、国際協力推進のパートナーと

位置づけられている。 

・ドイツFES、米国ACILS、ノルウェーLO、スウェーデ

ンLO-TCOがプログラムをもっている。 

・GUFsは、加盟組織を通じて協力活動を進めている。 

○現地事務所設置 

・上記のうち、ドイツFESが現地事務所を設置している。 

〇GUFs事務所設置 

・PSI（国際公務員労連）が、クアラルンプールに、ア

ジア太平洋地域組織事務所を設置している。 

 

8．組合活動 

 

○ナショナルセンター 

・ナショナルセンターはマレーシア労働組合会議（MTUC)

である。 

・主要な活動としては、 低賃金制度の制定と適切な

運営、定年年齢の引き上げ（55歳から60歳）への対

応、労働法制改正への取り組みなどがある。 

○産業別の状況 

・MTUCに加盟する主な産業別組織の分野は、①製造、

②公務、③商業・金融、④建設、⑤電力・郵便・通

信などである。 

 

9．労使紛争の状況 

 

・労使紛争に関しては行政が事前に強制的に調整、仲

介するシステムがあり、今日では、ストライキ数は

多くはない。 

・労使紛争件数は年間300～350件ほどで推移している

が、ストライキは年間数件程度である。労使紛争の

争点の多くは労働協約改定と協約の解釈をめぐる問

題である。 

 
 労使紛争・ストライキ件数の推移 

(数 、 人 ) 

 

2009 年 2010 年 2011 年 

件数 参加人員 件数 参加人員 件数 参加人員

労使紛争 330 13,375 344 11,855 311 28,072

ストライキ 4 393 2 71 0 0 

資料出所：人的資源省ウェブサイト 
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10．最低賃金制度と労働・社会保障法制 

 

○最低賃金 

・はじめての全国的な 低賃金制度が2013年１月１日

から施行された。 賃額は全国一律ではなく、半島

マレーシアが月額900リンギ、ボルネオ島北部のサバ、

サラワク両州が800リンギの２本建てで、両地域の生

計費の差によるものと説明されている。外国人労働

者を含むすべての労働者に適用されるが、家事労働

者(メイド)は適用除外である。 

・政府は、 賃制度の導入に向け、2010年に人的資源

省内に委員会を設け、具体的な制度を検討し、2011

年に「全国賃金審議会法」を制定。2012年４月に首

相が 低賃金の制度と金額を発表した。 

・それまでは、小売店販売員などごく一部の低賃金職

種にのみ 低賃金が規定されていたが、今回、業種

別、職種別 賃は廃止し、全国 賃に統合された。 

・ 低賃金制度の施行については、多数の企業から猶

予の要請があり、政府は一部企業に対して2013年12

月31日まで制度の適用を猶予した。 

・これらの経緯を経て、2014年１月１日より 低賃金

制度が完全に実施された。 

○労働・社会保障法制 

・主な労働・社会保障法制は次の通りである。 

「労働組合法」（1959年）、「労使関係法」（1967年）、

「雇用法」（1955年）、「 低定年年齢法」（2011年）、

「全国賃金審議会法」（2011年）、「労働安全衛生法」

（1994年）、「外国人雇用規制法」（1968年）、「民間職

業紹介法」（1981年）、「人材資源開発法」（1992年）、

「労働者災害補償法」（1952年）、「年金法」（1980年）、

「従業員社会保障法」（1969年） 

 雇用法をめぐり、2011年には「パートタイム労働者

規則」が新設されたが、今後、解雇法制などをめぐ

る論議が活発になることが想定される。 

 

11．その他 

 

○JILAFの事業 

・招へい事業：1991年から今日まで65人（男性44人、

女性21人）の労働組合若手指導者を招へいした（2013

年度末現在）。 

・現地支援事業：1995年からセミナーなどを行った。

主な内容は次の通り。「団体交渉」（95～99）、「苦情

処理・労働裁判」(01)。なお、マレーシアが途上国

から中進国に移行したことなどから、2002年以降は

現地セミナーなどは実施していない。 

〇日本のODA方針 

・二国間協力にとどまらず、東アジア地域や国際社会

での共通の目標に向けて協力するパートナとしての

関係構築をめざす。マレーシアのさらなる発展への

支援を通じて、ASEAN統合、ひいては東アジアの地域

間協力を推進し、将来的には同地域を超えた国際社

会の課題に共同で取り組むグローバルな開発のパー

トナーとしての関係を構築する。具体的には、①先

進国入りに向けた均衡のとれた発展の支援、②東ア

ジア地域共通課題への対応、③東アジア地域を超え

た日・マレーシア開発パートナーシップに取り組む。 

・ODA卒業移行国に対する開発協力のモデルの構築をめ

ざす。 

 

労働行政と主要な中央労使団体 

（労働行政） 

・マレーシア人的資源省 

（中央使用者団体） 

・マレーシア使用者連盟（MEF） 

（主な中央労働団体・ITUC加盟組織） 

・マレーシア労働組合会議（MTUC: Malaysian Trades Union Congress）40.5万人 大会は３年毎開催。前回2013年

会長： Mr. Mohd Khalid Bin Hj Atan、事務局長：Mr.N. Gopal Kishnam  

⇒詳細はJILAFホームページ、ナショナルセンター情報参照。 

 URL:http://www.jilaf.jp/nc_data/nc.php 
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ミャンマー連邦共和国 

Republic of the Union of Myanmar 

基 
 
 

礎 
 
 

情 
 
 

報 

面積 67.7 万平方キロ（日本の 1.79 倍） 通貨 チャット（MMK） 100MMK＝10.4円 

人口 6,367 万人＊（IMF 推計値） 政治体制 大統領制、共和制 

首都 ネーピードー（102 万人・2010 年） 国家元首 テイン・セイン大統領 

主要都市 ヤンゴン(435万人)、マンダレー(103万人) 議会 二院制 

主要言語 公用語：ビルマ語、他に多数の民族語 行政府 大統領任命の内閣、約 30 の省 

民族 ビルマ族（約70％）、並びに少数民族 主な産業 農業 

宗教 仏教 89％、キリスト教、イスラム教 対日貿易 輸出 741 億円 輸入 1,032 億円 

ＧＤＰ 594.4 億ドル＊ 日本の投資 27 億円 

一人当りＧＤＰ 834 ドル＊ 日系企業数 111 社 

労働力人口  ― 在留邦人数 625 人＊ 

産業別分布（％） 農水等70、製造等７、サービス等23 気候 熱帯性気候、５～９月雨季 

ILO中核８条約 批准２、未批准６（182 批准表明） 日本との時差 －2.5 時間 

※資料：国際機関、専門団体、各国政府による 2013 年の値。＊印は 2012 年、他は年を表示。為替は 2014 年１月。  

 

主 

要 

統 
計 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ＧＤＰ成長率（％） － － － － － 9.5 10.4 5.0 －

一人当りＧＤＰ（ドル） － － － － － 702 821 834 1,126

物価上昇率（％） － － － － － 7.7 5.0 5.6 －

失業率（％） － － － － － 4.0 4.0 4.0 －

※資料：ミャンマー政府、IMF 等統計。 

 

社
会
労
働
情
勢
概
要 

・ミャンマーは人口が 6,000 万人を超え、国土は日本

の 1.8 倍ほどある東南アジアの大国。 

・長く軍事政権が続いていたが、民主化運動が進み、

内外からの強い批判を受け、2012 年頃から急速な民

主化への動きが生じた。 

・政権は民政に移管し、総選挙が行われたが、議席の

４分の１は軍人枠。 

 

・経済は、低賃金など背景とする外国企業の進出によ

り活性化しており 10％程度の成長が続いている。一

人当り GDP は約 800 ドルで低開発途上国。 

・労働組合はミャンマー労働組合連合（FTUM）を軸に、

活動の強化と組織の拡大に乗り出している。ITUC は

支援のため現地事務所を設置。 

・ミャンマーの民主化と社会開発に向けて、労働・社

会分野の支援が重要。 
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1．国家としての成立過程 

（第二次大戦以降、現在まで） 

 

1945年 日本軍撤退 

1947年 アウンサン将軍暗殺 

1948年 ビルマ連邦共和国として独立 

1949年 カレン族の大反乱 

1956年 第２回総選挙、政党抗争強まる 

1959年 ビルマ共産党、カレン族との抗争強まる 

1962年 ビルマ国連代表ウ・タント氏、国連事務総長

に就任（～1972年） 

1962年 ネ・ウイン将軍による軍事クーデター 

1972年 新憲法採択、ネ・ウイン大統領 

1988年 民主化運動拡大。国軍が全権掌握、「国家法秩

序回復評議会（SLORC）」設置。民主化運動を

武力弾圧、死傷者多数 

1989年 軍事政権、国名をミャンマーに変更。国民民

主連盟（NLD)の議長逮捕、書記長アウンサン

スーチーを自宅軟禁 

1990年 総選挙。NLDが議席の８割を占める圧勝。軍事

政権は総選挙結果に従わず 

1991年 アウンサンスーチー氏にノーベル平和賞 

1993年 軍事政権、「制憲国民会議」設置。NLDは批判 

1997年 米国経済制裁 

1997年 ASEAN加盟 

1998年～ NLD、軍事政権との対決姿勢強める 

2006年 首都をネーピードーに遷都 

2007年 日本人記者を治安部隊が射殺 

2010年  国旗を変更 

2010年 総選挙を実施。NLDは結果を批判 

2010年 スーチー氏の自宅軟禁が解除 

2011年 テイン・セイン氏、大統領就任 

2012年１月 大統領、政治犯一部釈放 

2012年４月 総選挙補選、NLD圧勝 

 

2．国家統治機構 

 

〇元 首 

・大統領。上下両院の全員投票で選出。任期５年で三

選禁止。現在は、テイン・セイン大統領（2011年３

月30日就任） 

〇議 会 

・上院（民族代表院） 定数224（選挙議席168、軍人

代表議席56） 

・下院（国民代表院） 定数440（選挙議席330、軍人

代表議席110） 

・政党（下院） 

 [与党] 連邦団結発展党（USDP）219、ほか。 

 [野党] 国民民主連盟（NLD）38、国民統一党（UNP）

12、国民民主勢力（NDF）６、など。 

〇行 政 

・内閣は大統領が議会の承認を得て任命。首相なし。

現内閣は2012年８月より。大統領府のもとに約30の

省庁がある。 

〇司 法 

・三審制。中央に 高裁、州・郡に下級裁。 

〇地方行政 

・７地域と７州。地域はヤンゴン、マンダレーなど。

州はカチン、カレンなど。 

 

3．政治体制 

 

〇政 体 

・大統領制の共和制。ただし、上下両院のそれぞれ４

分の１は軍人枠である。 

〇主な政党 

・連邦団結発展党（USDP） 

 2010年設立。前身は軍人の受け皿組織である「連邦

団結発展協会」（USDA）で、1993に軍事政権が設立。

党首はイン・セイン大統領。 

・国民民主連盟（NLD） 

 1988年、民主化運動のなかで発足。2011年、総選挙 

に向けて再登録。アウンサンスーチー議長。 

・国民統一党（UNP） 

1988年、ビルマ社会主義計画党（BSPP）が改称して

発足。 

・国民民主勢力（NDF）  

2010年、NDLの幹部の一部が分離して結成。 
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4．人口動態 

 

・ミャンマーの総人口は6,367万人であり、年齢構成は、

15歳未満が32.3％、15歳以上60歳未満が58.9％、60

歳以上が8.8％である。年齢中央値は全体で27.6歳。

男性が27歳、女性が28.2歳である。 

・平均寿命は全体で65.6歳。男性が63.2歳、女性は68.1

歳である。 

 

5．産業構造と就業構造 

 

○主要産業 

・主要産業は農業であり、現在、軽工業などの製造業

が進出している。  

○就業者数 

・就労分野別には農業が70％、製造業が７％、サービス

業が23％である。 

 

6．経済状況 

 

○経済情勢 

・2011年３月に、現テイン・セイン文民政権が発足、

民政移管が実現し、民主化を推進するとともに、経

済改革などの取り組みを進めている。例えば、中古

車両の廃車許可およびそれに代替する車両輸入許可

を行うようになり、国内を走る車両が格段に新しく

なったほか、同年４月には、為替レート統一化に向

け、管理変動相場制を導入した。また、同年11月に

は、外国投資受入の円滑化のため、制限的な内容だ

った「外国投資法」を改正した。 

・欧米諸国は、ミャンマーが進めている政治・経済改

革を評価し、禁輸措置を解除した。 

○所得の動向等 

・国民一人当りGDPは800ドル台であり、カンボジア、ラ

オスとともに、ASEANにおける後発開発途上国の一つ

である。 

 

7．支援組織、国際産業別労組（GUFs）の活動 

 

○現地協力・支援活動実施 

・日本JILAF、ドイツFESなどが協力・支援活動を行っ

ている。 

・GUFsは加盟組織、提携組織を通じて支援活動を進め

る。 

○現地事務所設置 

・ドイツFESが現地事務所を設置し活動を進めている。 

〇ITUCミャンマー事務所による支援 

・2012年、ITUC（国際労働組合総連合）は、ミャンマ

ーの民主化を推進し、労働組合の活動を支援するた

めの現地事務所を設置した。 

〇連合の支援活動 

・連合は、1993年、ビルマの労働組合を支援する方針

を確認し、支援のための東京事務所を設置して活動

を進めてきた。 

・ITUCの現地事務所設置に伴い、連合は、中嶋滋氏（元

連合総合国際局長・元ILO労働側理事）を事務所長と

して現地に派遣した。 

 

8．組合活動 

 

○ナショナルセンター 

・ナショナルセンターとしてミャンマー労働組合連合

（FTUM）が活動を続けている。同連合は、1970年に

結成され、軍事政権への抵抗を続けてきたビルマ労

働組合連合（FTUB)が2011年に改称したものである。

なお、このほかにもいくつかの動きがある。 

○産業別の状況 

 農業、繊維などの分野で労働組合の活動が拡大して

いる。 

 

9．労使紛争の状況 

 

〇労働組合と労使関係の形成期 

・ミャンマーでは、40年以上にわたり、労働組合活動

が禁止されていたため、労働組合と労使関係は現在、

新たな形成期にある。 

・労働組合のナショナルセンターミャンマー労働組合

連盟（FTUM）は、内外の支援を受けながら労働組合

の拡大と強化に努めている。 

・そのなかで、一部の工場では労使紛争が発生してお
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り、労使双方が労使関係の重要性を認識し、適切な

対話や協議の実践を進めることが期待される。 

 

10．最低賃金制度と労働・社会保障法制 

 

○最低賃金 

・2013年６月、テイン・セイン大統領は、2013年「

低賃金法」の制定を承認した。これまで、形式的に

は1950年代の「 低賃金法」が存続していたが、実

際の 低賃金は規定されていなかった。 

・2013年８月、ミャンマー労働・雇用・社会保障省労

働局（DOL）は、 低賃金額の制定を目的とした審議

委員会を組織することを表明した。 

・同省は、「現在 低賃金額の審議委員会を組織して

いる。同委員会に参画する委員名簿を、関係行政局

や雇用主、労働者の代表団から提出してもらってい

る段階だ」としている。また、同省は審議委員会と

並立で検査委員会の立ち上げを進めている。検査員

は、製造およびサービス業、農業、畜産業の職場に

立ち入り、「 低賃金法」の遵守および書類・賃金

が正しく準備されているかどうかを調査する権利を

有する。 

○労働・社会保障法制 

・主な労働・社会保障法制は次の通り。 

「労働争議調停法」(2012年) 

「社会保障法」（2012年） 

「労働組合法」（2013年） 

 現在、「 低賃金法」などの準備が進められている。 

 

11．その他 

 

○JILAFの事業 

・招へい事業：2013年から労働組合若手指導者の招へ

い事業を開始。2013年は10人（男性７人、女性３人）

を招へい。 

・現地支援事業：2013年からセミナーなどの協力・支

援事業を開始。2013年は、ヤンゴンで２回のセミナー

を開催。 

〇日本のODA方針 

・ミャンマーの民主化が前進していることから、2012

年４月に経済協力方針を変更。 

・（新たな経済協力方針）ミャンマーの民主化および

国民和解、持続的発展に向けて、急速に進む同国の

幅広い分野における改革努力を後押しするため、引

き続き改革努力の進捗を見守りつつ、民主化と国民

和解、経済改革の配当を広範な国民が実感できるよ

う、以下の分野を中心に幅広い支援を実施する。 

・具体的には、①国民の生活向上のための支援（少数

民族や貧困層支援、農業開発、地域開発を含む）、

②経済・社会を支える人材の能力向上や制度の整備

のための支援（民主化推進のための支援を含む）、

③持続的経済成長のために必要なインフラや制度の

整備等の支援、などを進める。 

 

 

 

労働行政と主要な中央労使団体 

（労働行政） 

・ミャンマー労働省 

（中央使用者団体） 

・ミャンマー商工会議所（UMFCCI：Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry） 

（主な中央労働団体） 

・ミャンマー労働組合連盟（FTUM：Federation of Trade Unions Myanmar） 

⇒詳細はJILAFホームページ、ナショナルセンター情報参照。 URL:http://www.jilaf.jp/nc_data/nc.php 
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ラオス人民民主共和国 

Lao People’s Democratic Republic 

基 
 
 

礎 
 
 

情 
 
 

報 

面積 23.7万平方キロ（日本の0.63倍） 通貨 キープ（LAK） 100LAK＝1.27円 

人口 669.5万人 政治体制 人民民主共和制、一党独裁 

首都 ビエンチャン（83万人・2010年） 国家元首 チュンマリー・サイニャソーン大統領

主要都市 サバンナケット(5.9万人)、パクセ(4.7万人)(1995年) 議会 国民議会 

主要言語 ラオ語 行政府 トンシン・タンマヴォン首相 

民族 低地ラオ民族、少数民族（47程度） 主な産業 農業、サービス業、工業 

宗教 仏教、精霊信仰 対日貿易 輸出105億円 輸入118億円 

ＧＤＰ 91.0億ドル＊ 日本の投資 ３億円 

一人当りＧＤＰ 1,349ドル＊ 日系企業数 83社 

労働力人口 308万人 在留邦人数 2,584人＊ 

産業別分布（％） 農業等26、製造等31、サービス等37 気候 南部は熱帯、北部は温帯気候 

ILO中核８条約 批准５、未批准３（87、98、111） 日本との時差 －２時間 

※資料：国際機関、専門団体、各国政府による 2013 年の値。＊印は 2012 年、他は年を表示。為替は 2014 年１月。  

 

主 

要 

統 
計 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ＧＤＰ成長率（％） 6.77 8.65 7.84 7.79 7.50 8.13 8.04 8.20 8.35

一人当りＧＤＰ（ドル） 470.7 604.5 702.7 862.2 893.0 1,072 1,252 1,349 1,490

物価上昇率（％） 7.17 6.80 4.52 7.63 0.03 5.98 7.58 4.26 7.35

失業率（％） － － － － － － － － 3.2

※資料：ラオス政府統計等。2013年は推計。 

 

社
会
労
働
情
勢
概
要 

・ラオスは、インドシナ半島の内陸国。 

・人民革命党による社会主義、一党支配体制、経済は

市場経済。ベトナムと「特別な関係」を確認してい

る。 

・2000年以降、拡大メコン地域形成に向けた取り組み

によりハード面、ソフト面で整備が進み、投資環境

が向上し、経済成長した。 

・日系企業から「タイ＋（プラス）１」として工場を設

立する動きもあるなど、近年、注目を集める。 

・世界銀行は、ラオスの所得分類を低所得国から低中

所得国に引き上げ。 

・労働力人口うち８割がインフォーマルセクター労働

者といわれている（農民が中心）。 

・2012年１月に 低賃金が引き上げされたが、制度は

十分には浸透していない。 

・離職率が高いとされるが、これまで農業中心の労働

であったため、決まった時間に労働するスタイルに

まだ慣れていないなどが理由。 
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1．国家としての成立過程 

（第二次大戦以降、現在まで） 

 

1945年 ラオス王国（ルアンパバーン王朝）独立宣言 

1946年 フランスの再植民地化 

1949年 仏連合の枠内での独立 

1950年 パテート・ラオ（ラオス愛国戦線の軍事組織）

結成、内戦へ向かう 

1953年 仏・ラオス条約によりラオス王国独立 

1954年 ジュネーブ和平条約。ビエンチャンに王国、

北部にパテトラオ支配地域を認める 

1957年 第一次連合政府発足。内戦で崩壊 

1962年 第二次連合政府発足、10ヵ月で崩壊 

1964年 米軍、北部のパテトラオ支配地域への爆撃開始 

1969年頃 内戦でパテトラオ優勢に 

1973年 「ラオスにおける平和の回復及び民族和解に

関する協定」が成立 

1974年 第三次連合政府発足 

1975年12月２日 ラオス愛国戦線（パテート・ラオ）

による革命により人民民主共和国成立 

1986年 人民革命党、「チンタナカーン・マイ（新思考）」

政策を採択。改革路線をとる 

1997年 ASEAN加盟 

2001年 経済五ヵ年計画策定 

2003年 憲法改正（現行憲法） 

2006年 人民革命党大会、改革路線の継続確認 

2011年 チュンマリー国家主席、トンシン首相再任  

2012年 WTO加盟 

 

2．国家統治機構 

 

〇元 首 

国家主席は元首としてラオス人民民主共和国を代表

するが、具体的な行政は執行しない。 

〇議 会 

 1991年のラオス人民民主共和国憲法第39条（2003年

憲法第52条）によれば、「国民議会は、立法機関であ

るとともに、国家の基本的問題について決定を下す

権利を有し、行政機関および司法機関の活動を監督

する機関」とされている。国民議会の権限は以下の

通り。(1) 憲法の改正、(2) 法案の審議、承認、改

正、廃止、(3) 租税、その他課徴金の決定・廃止、

(4) 国家の計画および予算の審議・承認、(5) 国民

議会常務委員会の提案にもとづく大統領・副大統領

の選出・罷免、(6) 大統領の提案にもとづく首相以

下閣僚等の任命・罷免、(7) 国民議会常務委員会の

提案にもとづく 高人民裁裁判所長官、人民検事総

長の選出・罷免、(8) 首相の提案にもとづく、政府

各機関、県・特別市の創設・廃止、(9) 大赦の決定、

(10) 外国との条約・協定の批准・廃棄、(11) 宣戦

布告および平和条約の締結、(12) 憲法および法律の

監視、(13) 法律の定めるその他の権限と義務の履

行である。ラオス国民議会は一院制議会で、国民議

会議員、国民議会議長・副議長、国民議会常務委員

会、国民議会専門委員会、国民議会事務局から構成

される。 

〇行 政 

 行政府の長は首相である。国家主席に指名され、国

民議会で承認を受ける。任期は５年。各省大臣、省

と同格の機関の長により構成される。首相は、副大

臣、県副知事、中央直轄市副市長、郡長を任免する

権限を持つ。 

〇司 法 

 ラオス人民民主共和国の裁判制度は２審制であり、

第１審は、県人民裁判所、特別市人民裁判所、郡人

民裁判所、軍事裁判所から構成され、 高人民裁判

所が 終審となる。 

 

3．政治体制 

 

〇政 体 

・人民革命党（共産党）一党支配による社会主義体制 

〇主な政党 

・ラオス人民革命党 

 

4．人口動態 

 

・ラオスの現在の人口は約670万人。 

・2000年以降は、年10万人ペースで右肩上がりに増加

している 
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・ラオスの人口はカンボジア、中国、ミャンマー、タ

イを含めたメコン地帯で も少ない。 

 

5．産業構造と就業構造 

 

○主要産業 

主要産業は農業であり、人口の78％が従事しGDPの

41％を占める。 

○就業者数 

・労働力調査は2013年にILOからの支援のもと、はじめ

て実施された 

・15歳以上の人口388万6,000人うち、308万人が就労 

・失業率は、1.9％（男性1.8％、女性2.0％） 

・ラオスにおいては児童労働も存在している（17万

8,000人） 

 

6．経済状況 

 

○経済情勢 

・ラオスは高成長経済を維持しており、2010年から実

質GDP成長率は連続で８％を超えている。 

・経済発展を支えている産業は、これまで水力発電や

鉱業などの資源セクターであったが、昨今は建設業、

農業、サービス業も伸びている。 

○所得の動向等 

・一人当りGDPは、1,349ドルでASEAN10ヵ国中８位。 

・１日１ドル以下で生活する人口の割合は27％。 

 

7．支援組織、国際産業別労組（GUFs）の活動 

 

○現地協力・支援活動実施 

・日本JILAF、ドイツFES、豪州APHEDA、スウェーデン

LOが支援のプログラムがある。 

・フィンランドSASK、ノルウェーLOは支援実績がある

が、現時点では実施していない。 

○現地事務所設置 

・APHEDAは事務所を設置し、事業展開をしている。 

 

 

 

8．組合活動 

 

○ナショナルセンター 

・ラオス労働組合連盟(LFTU)は1956年に結成された。 

・LFTUは、党の指導のもとにあるラオス人民民主主義

政治体制内の組織である。LFTUは、その組合員、労

働者および他のすべての勤労人民を代表するととも

に、その公正な利益を守る。 

・主な活動は、(1) 労働者の正当な利益の保護、(2)

労働関連法規の普及、(3) 団体交渉の推進、(4) 職

業安全衛生などがあげられる。 

 

9．労使紛争の状況 

 

・労使関係は、全般的に平穏で秩序が維持されてい

る。 

・労使ともに双方の利益を保護し、確保しようとする

相互の妥協がある。 

・労働管理局からは①労働者によるストライキ又はデ

モは生じていない、②労働者による会社の資産ある

いは備品、職場を破壊されたことはない、③法的理

由なくして雇用主に解雇されたケースは見られない、

という報告がある。 

・労働面の利益に関して問題が生じた場合、職場の代

表による調停で問題は解決するが、問題が解決しな

い場合は労働組合連盟および労働管理局の仲介で解

決する。 

 

10．最低賃金制度と労働・社会保障法制 

 

○最低賃金 

・2011年11月23日付民間セクターにおける労働者の 低

賃金改定に関する勧告により、 低賃金を569,000キ

ープ(71ドル)から626,000キープ（78.25ドル）以上に

することとなった（2012年１月１日施行）。 

・多くの企業が勧告を受けて、 低賃金を引き上げたが、

手当等の支給をやめるなどの対応をしているなど報

告がある。 
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○労働・社会保障法制 

・ラオスの主な労働・社会保障法制は次の通りである。 

「労働組合法」（2007） 

「労働法」（2007） 

「女性の地位向上及び保護法」（2004） 

「児童の権利及び利害関係保護法」（2006） 

 

11．その他 

 

○JILAFの事業 

・招へい事業 

2001年に招へい事業をはじめる。今日まで16人（男

性９人、女性７人）の若手労組指導者を招へい（2013

年度末現在） 

・現地支援事業 

2007年よりセミナーなどの事業をはじめる。テーマ

は、「労使関係・団体交渉、労働協約」（07～12）、「職

場環境改善」（08～10） 

・GUFs日本組織との連携 

 「団体交渉・労働協約セミナー」において、UNI日本

加盟協議会との連携を行った。 

〇日本のODA方針 

・ラオス政府は経済成長を急務としつつ負の側面に配

慮したバランスのとれた成長を志向している。支援

においては、「MDGs達成および後発開発途上国（LDC）

からの脱却への支援」を基本方針とする。 

・重点課題は、ASEANが進める統合、域内の格差是正を

はかる観点から、①経済・社会のインフラ整備、②

農業の発展と森林の保全、③教育環境の整備と人材

育成、④保健医療サービスの改善の４分野とする。 

 

 

 

 

労働行政と主要な中央労使団体 

（労働行政） 

厚生労働省(Ministry of Labour and Social Welfare) 

（中央使用者団体） 

ラオス商工会議所(Lao National Chamber of Commerce and Industry) 

（主な中央労働団体） 

ラオス労働組合連盟 (LFTU: Lao Federation of Trade Unions) 

⇒詳細はJILAFホームページ、ナショナルセンター情報参照。 

 URL:http://www.jilaf.jp/nc_data/nc.php 
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インド 

India 

基 
 
 

礎 
 
 

情 
 
 

報 

面積 328.7 万平方キロ（日本の 8.7 倍） 通貨 ルピー（INR） １INR＝1.69円 

人口 12 億 2,080 万人（世界第２位） 政治体制 共和制 

首都 ニューデリー（1,675 万人・2011 年） 国家元首 プラナーブ・ムカジー大統領 

主要都市 ムンバイ(1,307万人)、バンガロール(528万人) 議会 二院制（上院245議席、下院543議席）

主要言語 ヒンディー語が連邦公用語、他21言語公認 行政府 マンモハン・シン首相。40 省 

民族 インド・アーリヤ族、ドラビダ族等 主な産業 農業、工業、鉱業、IT 産業 

宗教 ヒンズー教80.5％、イスラム教13.4％等 対日貿易 輸出 6,903 億円 輸入 8,390 億円 

ＧＤＰ 1 兆 8,752 億ドル＊ 日本の投資 2,102 億円 

一人当りＧＤＰ 1,516 ドル＊ 日系企業数 1,072 社 

労働力人口 ４億 6,880 万人 在留邦人数 7,132 人＊ 

産業別分布（％） 農水等51.6、製造等22.0、サービス等26.4 気候 熱帯、亜熱帯、温帯 

ILO 中核８条約 批准４、未批准４（87、98、138、182） 日本との時差 －３時間 30 分 

※資料：国際機関、専門団体、各国政府による 2013 年の値。＊印は 2012 年、他は年を表示。為替は 2014 年１月。  

 

主 

要 

統 
計 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ＧＤＰ成長率（％） 9.2 9.6 9.8 3.9 8.5 10.5 6.2 5.0 5.7

一人当りＧＤＰ（ドル） 727 808 1,016 1,102 1,072 1,356 1,509 1,516 －

物価上昇率（％） 4.2 6.8 6.4 8.3 10.8 12.1 8.4 10.4 －

失業率（％） － － 5.3 5.3 3.7 3.7 3.7 3.7 －

※資料：インド政府統計等。2013 年は IMF 等推計。 

 

社
会
労
働
情
勢
概
要 

・インドは 12 億の人口を持つ世界 大の民主主義国。

・政治は国民会議派、インド人民党が２大政党。

2014 年に総選挙予定。 

・経済は８％程度の成長が続いていたが、近年やや減

速。日系企業：約 1,000 社で約 2,500 の拠点。毎年

約 100 社程度増加。 

・格差問題：２億 5,000 万人ともいわれる中間層の消

費拡大が進む一方、１日１ドル未満で暮らす貧困ラ

イン人口は４億人弱にのぼる。地域間格差も大きく、

極度の貧困が問題となっている。 

・労働力人口：４億 6,880 万人。毎年約 2,000 万人増

加。 

・労働組合の形態：主要ナショナルセンター13 組織。

うち、ITUC（国際労働組合総連合）加盟は３組織。い

ずれも政党とのつながりが強い。組織率は２～３％。

・現在の労使関係は良好だが、多国籍企業や輸出加工

区で労働組合結成を阻む動きがある。 
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1．国家としての成立過程 

（第二次大戦以降、現在まで） 

 

1947年 英国領より、インドとパキスタンが分離独立 

第一次印パ戦争（1947年～1948年） 

1947年 ネルーが初代首相に就任 

1950年 インド憲法制定、共和国成立 

1952年 第１回総選挙、国民会議派（以下会議派）が

勝利、以降長期間政権を担当。日印国交樹立 

1959年 中印国境紛争で劣勢（1959年～1962年） 

1960年代 社会主義的経済政策の不調 

1965年 第二次印パ戦争（1965年～1966年） 

1966年 インディラ･ガンジー（ネルーの娘）首相就任 

1971年 第三次印パ戦争、バングラデシュ独立 

1976年 インドとパキスタン国交再開 

1980年 インド人民党（以下BJP）結成 

1984年 ガンジー首相暗殺。長男ラジーブ・ガンジー

首相就任 

1990年代  経済自由化政策の推進 

1996年 会議派、総選挙で歴史的大敗 

1998年 インド人民党（BJP）中心の連立政権成立 

2004年 会議派を第一党とする連立政権（第１次マン

モハン・シン政権）が成立 

2009年 第２次マンモハン・シン政権が成立 

2014年 総選挙予定。シン首相は総選挙後退任を表明 

 

2．国家統治機構 

 

〇元 首 

・大統領：プラナーブ・ムカジー（2012年～） 

・国会議員・州議会議員により選出。 

〇議 会 

・二院制議会 

連邦議会は、上院（245議席）と下院（543議席）か

ら成る二院制である。下院が国民全体を代表し、上

院は州を代表する。社会的な弱者層である不可触民

と先住部族の政治的発言権を確保するため、一定数

の議席が割り当てられている。 

・議席 

 上院：会議派70、BJP49など。 

 下院：会議派206、BJP115、社会党22、社会大衆党

21、統一ジャナタ・ダル20など。 

〇行 政 

・首相：マンモハン・シン氏（2004年～） 

・行政権は、首相を長とする閣僚会議に属する。首相

は大統領によって任命され、他の大臣は首相の助言

にもとづいて、大統領が任命する。 

・閣僚会議は、大統領、副大統領とともに行政府を構

成している。行政府には50の省がある。労働行政は

「労働・雇用省」が担当。  

〇司 法 

高裁判所、高等裁判所、地方裁判所の三審制。 

〇地方行政 

 28の州、６連邦政府直轄地、デリー首都圏。各州には

大統領が知事を任命するが、行政は州首相が担当し、

それぞれ州議会がある。インド 大の人口を抱えるウ

ッタル・プラデシュ州（約２億人）の議会は定数403

で、世界 大の地方選挙といわれる。 

 

3．政治体制 

 

〇政 体 

・共和制 

・大統領制だが政治的実権は首相。 

〇主な政党 

・国民会議派（会議派） 

 政権与党を率いるインド 大の政党。1885年結成。

マハトマ・ガンジーら独立運動を担った有力者が指

導。 

1969年に左右に分裂。1978年、インディラ・ガンジ

ーが「ガンジー派国民会議」を結成、1986年までに

大半を吸収。現総裁はソニア・ガンジー 

・インド人民党（BJP） 

 野党の 大勢力。1998年から2004年まで政権を担う。 

1980年、ヒンズー教至上主義の旧大衆連盟（ジャン・

サン党）系の指導者により結成。 

 

4．人口動態 

 

・総人口：12億2,080万人（2013年） 
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2025年には中国の人口を超えて14億4,700万人とな

り、世界 大になると見られている。世界人口に占

める構成比は18.1％になる見込み。 

・人口増加率：17.64％（2001-2002年、2011年度調査） 

 

5．産業構造と就業構造 

 

○主要産業 

農業、鉱業、IT産業 

・主要輸出品目：石油製品、宝石類、機械機器、化学

関連製品、繊維。 

・主要輸入品目：原油・石油製品、金、機械製品。 

○就業者数 

・労働力人口：４億6,880万人 

・就業者の業種別割合：農林水産業51.6％、製造業等

22.0％、サービス業等26.4％など。 

 

6．経済状況 

 

○経済情勢 

・2008～2009年、世界金融危機の影響を受けて減速。

その後若干上向くものの、2010年以降はインフレの

進行や投資の低迷により鈍化（５％台）。しかし人口

増を鑑みると今後の発展は間違いなく、この経済悪

化も短期的なものとみられている。 

・就業者の業種別割合は、農林水産業に従事する就業

者が全体の半分以上。しかしながら生産性が低いた

め、産業構造に占める割合は20％程度に留まる。他

方、英語が事実上の公用語であることはサービス産

業（特にIT産業）にとって有利に働いており、産業

構造に占める割合は50％を超す。開発途上国として

は特異な構造となっている。 

○所得の動向等 

・一人当りのGDPは年々増加。2011年1,523ドル、12年

1,516ドル。 

・ニューデリー、ムンバイ、バンガロールなどの大都

市圏には年間世帯所得18万ルピー（約2,900ドル）以

上の中高所得世帯が急増。2010年の約4,100万世帯か

ら、20年には約7,800万世帯へ拡大の見込み。 

 

7．支援組織、国際産業別労組（GUFs）の活動 

 

○現地協力・支援活動実施 

・支援組織：JILAF（日本）、FES（ドイツ）、ACILS（ア

メリカ）、SASK（フィンランド）、LO-TCO（スウェー

デン）、LO（デンマーク）、ACV（ベルギー）、WSM（ベ

ルギー）、FNV（オランダ）、CLC（カナダ） 

・ 国際 産 別 組 織（ GUFs ） :BWI, EI, IAEA, IFJ, 

Industriall, ITF, IUF, PSI, UNI 

○現地事務所設置 

・FES（ドイツ） 

 

8．組合活動 

 

○ナショナルセンター 

・2013年現在、13のナショナルセンターが存在する。（加

盟人員順）：①INTUC（ITUC加盟）、②HMS（ITUC加盟）、

③SEWA（ITUC加盟）、④BMS、⑤AITUC（共産系、WFTU

加盟）、⑥CITU（共産系）、⑦UTUC、⑧AIUTUC、⑨AICCTU、

⑩TUCC、⑪LPF、⑫LFITU-DHN、⑬NFITU-Kol 

・上記13組織のうち、①～⑪の11組織が協議会CTUCC

（Central Trade Union Coordination Committee）

を設置し、共通の課題に取り組んでいる。協議会は

2009年、主にCITU、AITUCなど共産系の組織からの呼

びかけにより、緩やかな協議体として結成。インフ

レ対策、雇用の拡大、「労働法」の適切な実施など10

の要望をまとめ、政府などに働きかけをしている。

協議会会長はINTUCのサンジーヴァ・レディ会長。 

 

9．労使紛争の状況 

 

・2013年２月、協議会は 低賃金の引き上げ、常用雇用

者と派遣労働者の同一労働同一賃金、社会保障の普

遍化などを要求し、全国規模のストライキを実施。

工場の操業停止や銀行の窓口閉鎖などにより、経済

に大きな影響を与えた。 

・多国籍企業における労使紛争の原因は、採用・雇用

方針、労働組合の日承認、雇用保障および社会保障

の欠如、低賃金などが挙げられる。 
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10．最低賃金制度と労働・社会保障法制 

 

○最低賃金 

・ 低賃金額は、収入、主要な生活必需品の価格、生

産性、支払い能力、地域性などの種々の要因により

決定される。 

・中央政府および州政府は、消費者物価指数に連動し

て 低賃金の決定、改定を行っている。 

・全国統一の 低賃金基準を設けようとする機運はある

が、各地における生活コストの差などから、構想の域

を出ていない。なお指針として、全国 低賃金水準が

定められている（日額115ルピー、2011年４月１日）。 

○労働・社会保障法制 

・インドでは、中央政府および州政府が労働関係法令

を制定することができる。主な法令は以下の通り。 

労働契約：「産業雇用（就業規則）法」（1946年）、「請

負労働（規制及び禁止）法」（1970年） 

賃金、労働時間等：「工場法」（1948年）、「賃金支払法」

（1936年）、「 低賃金法」（1948年） 

労働組合：「労働組合法」（1926年） 

労働争議：「労働争議法」（1947年） 

 

11．その他 

 

○JILAFの事業 

・招へい事業：1989年より今日までに119人（男性92人、

女性27人）の若手労組指導者を招へい（2013年度末

現在）。 

・現地支援事業：2007年および2008年にインフォーマ

ルセクター組織化地域ワークショップを開催。 

・非正規学校：1998年より、児童労働撲滅を目的とし

た非正規学校を運営している。 

1998年～2003年 コビルパティ校（アンドラプラデシュ

州） 

2004年～2009年 マーカプール校（タミルナドゥ州） 

2009年～2013年 新マーカプール校（タミルナドゥ州） 

〇日本のODA方針 

・インドの持続的発展はわが国を含むアジアの平和と安

定にきわめて重要である。インドとは「日印戦略的パ

ートナーシップ」（2006年）を構築し、様々な分野で

の関係強化がはかられている。 

・インドは経済成長を続けており３億人の中間層の存在

はわが国の今後の有望な投資先・市場としての潜在性

を有している。また、人口の３割を３億人の貧困層が

占めており、貧困削減はMDGsを達成するうえでも重要

である。 

・重点目標を、①電力・運輸インフラなどの支援を通

じた経済成長の促進、②保健・衛生問題、地方開発、

上下水道支援、植林支援などを通じた貧困・環境問

題の改善、③人材育成・人的交流の拡充のための支

援とする。 

 

 

労働行政と主要な中央労使団体 

（労働行政） 

・労働・雇用省（Ministry of Labour & Employment） 

（中央使用者団体） 

・インド使用者連盟（Employers Federation of India：元来はインドの外資系企業を代表） 

・全インド使用者組織（All India Organisation of Employers：元来はインド企業を代表） 

・公営企業常置会議（Standing Conference on Public Enterprises：国営企業を代表） 

上記の３組織が、インド使用者協議会（the Council of Indian Employers）を結成している。 

（主な中央労働団体） 

・インド全国労働組合会議（INTUC:Indian National Trade Union Congress） 

・インド労働者連盟(HMS:Hind Mazdoor Sabha（Indian Labour Association ） 

・女性自営労働者連合(SEWA:Self Employed Women's Association） 

※上記３組織が国際労働組合総連合（ITUC）に加盟。 

⇒詳細はJILAFホームページ、ナショナルセンター情報参照。 URL:http://www.jilaf.jp/nc_data/nc.php 
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スリランカ民主社会主義共和国 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 

基 
 
 

礎 
 
 

情 
 
 

報 

面積 6.56 万平方キロ（日本の 0.17 倍） 通貨 ルピー（LKR）1LKR＝0.80円 

人口 2,168 万人 政治体制 共和制 

首都 スリジャヤワルダナプラ・コッテ（12万人・2009年） 国家元首 マヒンダ・ラージャパクサ大統領 

主要都市 コロンボ（68万人）、ジャフナ（15万人） 議会 一院制（定数 225 議席） 

主要言語 シンハラ語、タミル語、英語 行政府 Ｄ．Ｍ．ジャヤラトナ首相 

民族 シンハラ人（72.9％）、タミル人（18.0％） 主な産業 卸・小売業、製造業、農業・畜産・林業 

宗教 仏教（70％）、ヒンズー教、イスラム教 対日貿易 輸出 289 億円 輸入 568 億円 

ＧＤＰ 594.2 億ドル＊ 日本の投資 ８億円 

一人当りＧＤＰ 2,816 ドル＊ 日系企業数 140 社 

労働力人口 846 万人 在留邦人数 882 人＊ 

産業別分布（％） 農水等12.6 製造等29.7 サービス等57.7 気候 熱帯性気候、６月～11 月雨季 

ILO 中核８条約 すべて批准 日本との時差 －３時間 

※資料：国際機関、専門団体、各国政府による 2013 年の値。＊印は 2012 年、他は年を表示。為替は 2014 年１月。  

 

主 

要 

統 
計 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ＧＤＰ成長率（％） 6.2 7.7 6.8 6.0 3.5 8.0 8.2 6.4 6.2

一人当りＧＤＰ（ドル） 1,245 1,429 1,617 2,014 2,057 2,400 2,836 2,816 3,128

物価上昇率（％） 7.5 13.5 18.3 22.6 3.4 5.9 6.7 7.5 7.4

失業率（％） 7.2 6.5 6.0 5.4 5.8 4.9 4.2 4.0 4.0

※資料：スリランカ政府統計等。2013 年は IMF 等推計。 

 

社
会
労
働
情
勢
概
要 

・スリランカはインドの南にある北海道程度の面積を

持つ島国。 

・反政府武装勢力（タミールの虎)との４半世紀にわたる

内戦が2009年終結、政治の安定、経済の発展が促進。

・三大プランテーション作物（紅茶・ゴム・ココナッ

ツ）への依存から繊維産業等の工業化などにより、

90 年代以降、経済成長率が上昇。 

・景気拡大に伴い、失業率は低下傾向にある一方、若

年層の失業率は 19％以上と高い。若者は高い賃金を

求めて職種を問わず海外就労を求める傾向。国内の

 雇用拡大には、ミスマッチの解消が課題。 

・海外への出稼ぎ労働者が年々増加しており、2012 年

は 282,331 人となった。出稼ぎ労働者の約半数は女

性であり、主に中東へ向かいメイドとして働く。ア

ジアでは主にシンガポール、韓国、マレーシアが出

稼ぎ先。 

・政府には 2,000 以上の労働組合が登録されているが、

１組合の規模が小さい。また、労働組合と政治の結

びつきが強く、労働組合の連帯を阻んでおり、労働

運動の結集・強化が課題。 
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1．国家としての成立過程 

（第二次大戦以降、現在まで） 

 

1946年 初の憲法制定 

1947年 第一回総選挙実施 

1948年 英連邦内の自治領セイロンとして独立 

1960年 バンダラナイケ夫人、世界初の女性首相 

1972年 英連邦内自治領から完全独立。国名をスリラ

ンカ共和国に改称 

1956年 シンハラ語の公用語化 

1978年 国名をスリランカ民主社会主義共和国に改称 

1983年 解放戦線（タミル・イーラム解放の虎）との

内戦本格化 

1987年 スリランカ・インド平和協定成立、インド平

和維持軍（IPKF）がスリランカへ進駐 

1987年 シンハラ語に加えタミル語を公用語化 

1990年 IPKF完全撤退 

2001年 総選挙で野党統一国民党（UNP）が大勝。 

シクラマシンハ首相就任 

2002年 解放戦線との停戦合意、和平交渉 

2004年 総選挙で野党統一人民自由連合（UPFA）勝利。 

    地震津波で３万人以上が犠牲 

2005年 ラージャパクサ大統領就任 

2008年 解放戦線との停戦合意失効 

2009年 政府軍、反政府支配地域奪取、内戦終結 

2010年 大統領選挙でラージャパクサ大統領再選 

    総選挙で与党統一人民自由連合(UPFA）が圧勝 

2013年 北部州で初のタミル人主導州政府が誕生 

 

2．国家統治機構 

 

〇元 首 

・大統領。国民投票で選出され任期６年、３選禁止。 

・現職はマヒンダ・ラージャパクサ氏（2010年再選） 

〇議 会 

・一院制（定数225議席、任期６年） 

〇行 政 

・大統領：M. ラージャパクサ 

・政府は首相府、40省庁ほかで構成 

〇司 法 

初等裁判所、下級裁判所、地方裁判所、高等裁判所が

第一審裁判所であり、上位に上訴裁判所、 上位に

高裁判所がある。 高裁判所は基本的人権に関する訴

訟では独占的な裁判権を保有する。 

労働問題は労働審判で評決が下される。 

 

3．政治体制 

 

〇政 体 

・共和制 

・普通選挙にもとづく民主主義 

・大統領が政治的実権を持ち首相を任免 

○主な政党 

正式な登録政党数は64。統一国民党(UNP)とスリラン

カ自由党(SLFP)の２つの主要政党の対立を中心とし

て政治が展開しており、２党が他の少数政党を連立

のパートナーとしつつ政権交代を繰り返している。

現在、４つの政党連合が国会に議席を持っている。

直近の総選挙は2010年４月８日に実施。 

(与党) 

・与党統一人民自由連合(UPFA）：144議席。 大与党で

あるスリランカ自由党(SLFP)を中核とする28政党か

ら成立しており、SLPF党首M.ラージャパクサが現大

統領。労働運動のナショナルセンターであるセイロ

ン労働者会議（CWC）も、うち１政党。 

(野党) 

・統一国民党(UNP)* 大野党：60議席 

・タミル国民連合ITAK(TNA):14議席  

・民主国民連合(DNA):７議席 

 新憲法制定(９月)。国名をスリランカ民主社会主義

共和国と改称。選挙制度が小選挙区制から比例代表

制に改められる。 

 

4．人口動態 

 

・総人口：2,168万人（2013）、人口増加率：0.89％（2011） 

・人口分布：年少者24.8％ 生産年齢66.8％ 高齢者

8.4％ 

・労働力人口：8,464,706人 

・平均年齢：31.4歳 
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・平均寿命：76.15歳 

 

5．産業構造と就業構造 

 

○主要産業 

卸・小売業：19.6％、製造業：18.0％、輸送・通信

業：12.7％、農業・畜産・林業：11.1％、銀行・保

険・不動産：10.7％、行政サービス：8.9％、建設業：

7.6％、電気・ガス・水道業：2.3％、漁業：1.7％、

工業・採掘業：1.6％、ホテル・飲食業：0.6％、そ

の他：5.3％ (2012年在スリランカ日本国大使館) 

○就業者数 

・生産年齢人口：約1,450万人（2013年CIA） 

 

6．経済状況 

 

○経済情勢 

・主要産業は農業（紅茶、ゴム、ココナッツ）、繊維業 

 伝統的には米と三大プランテーション作物（紅茶、

ゴム、ココナッツ）を中心とする農業依存型経済で

あったが、経済発展とともに製造業や卸・小売業な

どが拡大し、 近では衣類製品が 大の輸出品目。 

・内線終結後、復興需要や経済活動の活性化により、

2010年に実質８％、2011年に同8.3％という高い成長

率を達成した。大統領は選挙マニフェストにおいて、

５つのハブ（港湾、航空、商業、エネルギー、知識）

構想や、2016年までに一人当りGDPを4,000ドルとす

る所得倍増計画などを打ち出し、経済開発に邁進す

る方針であるが、所得倍増計画達成には、８％台の

成長率を保持することが必要となる。 

・内線終結後の治安改善を受け、観光客が増加してい

る。2010年には約65万人、2011年には85万人、2012

年には100万人を超え、３年連続で過去 高を更新。 

○所得の動向等 

・一人当りGDPが年々増加。2011年2,836ドル、2012年

2,816ドル。ただし、コロンボのある西部州とその他

の地域の格差が大きい。上位20％が富の50％以上を

保有しており、所得の偏在は大きく、改善傾向が見

られない。 

 

7．支援組織、国際産業別労組（GUFs）の活動 

 

○現地協力・支援活動実施 

・支援組織：JILAF（日本）、ACILS（米国）、FES（ドイ

ツ） 

・国際産別労組(GUFs): IUF、ITF、IMF、PSI、EI、UNI、

IndustriALL、IFJ、 

 ○現地事務所設置 

・ACILS（米） 

・FES（独） 

 

8．組合活動 

 

○ナショナルセンター 

・2012年現在、2,177組合（登録ベース）。 

・ナショナルレベル：CWC、NWC、NTUF、SLNSSがITUC

に加盟。 

・スリランカの労働組合は、1947年独立運動の前線で

運動を主導しており、当時より政治的役割を担って

いた。現在も労働組合と政治との結びつきが強く、

労働組合が政治的目的で利用される傾向にある。 

・CWCは労働組合であると同時に政治政党でもある。現

会長のムトゥ・シヴァリンガム氏は経済開発省副大

臣、事務局長のアルムガン・トンダマン氏は、畜産・

農 村 開 発 省 （ Ministry of Livestock & Rural 

Community Development）の大臣である。 

 

9．労使紛争の状況 

 

・2002年に104件のストライキが発生したのをピークに、

件数は年々減少傾向にある。ただし、2012年は、前

年の21件から、34件に増加した。 

・労使紛争件数は、2001年より数年間１万2,000件を超

えていたが、2004年以降１万件を割り、徐々に減少

傾向にある。2012年には過去 低の3,700件程度にま

で減少しており、その多くが年内に解決された。 
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10．最低賃金制度と労働・社会保障法制 

 

○最低賃金 

複数の賃金委員会により、業種やスキル別に 低賃

金が定められる。2011年に定められた 低賃金は以

下の通り。 

・プランテーションセクター：380ルピー/日  

出勤ボーナス 105ルピー/日 

インセンティブ 30ルピー/日 

・工業・サービスセクター：6,500～9,500ルピー/日  

*スキルにより異なる 

公的部門は別の賃金体系が定められており、民間よ

りも高い給与となっている。 

○労働・社会保障法制 

・スリランカには約50の労働法が存在するといわれて

いる。主な労働法は以下の通り。 

雇用関連法：「店舗及び事務所労働者法」、「賃金委員

会法」 

社会保障関連法：「被雇用者準備基金」、「被雇用者信

託基金」 

労働安全衛生関連法：「工場法」、「労働者補償法」 

労使関係法：「労使争議法」、「解雇法」、「労働組合法」 

女性・児童の雇用関連法：「退職金法」、「女性・若年

者・児童雇用法」、「出産寄付法」 

11．その他 

 

○JILAFの事業 

・招へい事業 

1989年から今日まで39人（男性29人、女性10人）の

若手労組指導者を招へい（2013年度末現在）。 

・現地支援事業 

2010年度より現地支援事業を実施。テーマは「労使

関係・労組基礎」（10、11）、「労使関係・雇用契約」

(12)、「グローバル化と労働運動」（13)。2012年度ま

ではCWCとの共催。2013年度よりCWC、NTUFとそれぞ

れ共催で開催。 

〇日本のODA方針 

・スリランカは伝統的な親日国であり、近年、観光業

など各種産業が成長する一方、経済インフラの未整

備、社会サービスの質などの問題がある。また25年

にわたる旧紛争地域の基礎インフラの荒廃がある。

同国への支援は、南アジア全体の民主主義の定着と

安定に大きく寄与する。 

・支援の重点として、①基盤インフラの整備などによ

る経済成長の促進、②後発開発地域の開発支援、③

災害対策など脆弱性の軽減などを進める。 

 

   

 

 

労働行政と主要な中央労使団体 

（労働行政） 

・労働・労働関係省：ギャミニ・ロクゲ大臣 

（中央使用者団体） 

・セイロン使用者連盟（EFC：Employers Federation of Ceylon）：スニル・Ｇ・ウィジェシナ議長 28産業団体 

（主な中央労働団体） 

・セイロン労働者会議（CWC：Ceylon Workers’ Congress）：19万人 

・全国労働者会議（NWC：National Workers’ Congress）：8.2万人  

・スリランカ全国労働組合連盟（NTUF：National Trade Union Federation）：40万人 

・スリランカ・ニダハス・セワカ・サンガマヤ（SLNSS：Sri Lanka Nidahas Sweaka Sangamaya）：6.9万人 

上記４組織が国際労働組合総連合（ITUC）に加盟 

⇒詳細はJILAFホームページ、ナショナルセンター情報参照。URL:http://www.jilaf.jp/nc_data/nc.php 
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ネパール連邦民主共和国 
Federal Democratic Republic of Nepal 

基 
 
 

礎 
 
 

情 
 
 

報 

面積 14.7 万平方キロ （日本の 0.39 倍） 通貨 ネパールルピー（NPR） 1NPR＝1.01円 

人口 3,043 万人 政治体制 連邦民主共和制 

首都 カトマンズ（100.7 万人） 国家元首 ラム・バラン・ヤダフ大統領 

主要都市 ポカラ（26万人）、パタン（22万人） 議会 制憲議会（１院制） 

主要言語 ネパール語 行政府 スシル・コイララ首相、26省 

民族 パルバテ・ヒンズー、マガル、タルー、タマン、ネワール等 主な産業 農業、カーペット、既製服、観光 

宗教 ヒンズー教、仏教、イスラム教 対日貿易 輸出 15 億円 輸入 27 億円 

ＧＤＰ 約 180.3 億ドル＊ 日本の投資 １億円 

一人当りＧＤＰ 656 ドル＊ 日系企業数 49 社＊ 

労働力人口 1,177 万 9,000 人（2008 年労働力調査） 在留邦人数 909 人 

産業別分布(％) 農業等36.9、製造等14.8、サービス等48.3 気候 亜熱帯性気候、６～９月雨季 

ILO 中核８条約 批准７、未批准１（87） 日本との時差 －3.25 時間 

※資料：国際機関、専門団体、各国政府による 2013 年の値。＊印は 2012 年、他は年を表示。為替は 2014 年１月。  

 

主 

要 

統 
計 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ＧＤＰ成長率（％） 3.5 3.4 3.4 6.1 4.4 4.6 3.5 3.6 －

一人当りＧＤＰ（ドル） 350 410 491 497 610 718 706 656 －

物価上昇率（％） 8.0 6.5 6.9 14.1 9.2 12.1 7.4 9.9 －

失業率（％） － － － － － － － － －

※資料：IMF、国連、在ネパール日本国大使館、ネパール中央銀行。 

 

社
会
労
働
情
勢
概
要 

・ネパールはインドと中国の間、ヒマラヤの山岳地帯

にある人口約 3,000 万人の内陸国である。 

・2013 年１月の制憲議会選挙により、国会と政府の機

能が回復し、今後、社会と経済の正常化と発展が期

待される。 

・経済は回復傾向にあり、2011～12年度は農業やサー

ビス部門の好調により、GDP成長率は4.6％と、過

去４年間で 高水準となった。 

・社会は電力、道路などの社会インフラの不足やガバ

ナンスのぜい弱さなどの問題を抱えている。 

・労働力の大半がインフォーマルセクターで働く。

主要な雇用分野は農業で、雇用者数の76％であり、

国内の雇用の創出と保持が課題。 

・国内の雇用機会が限定されているため、隣国のイ

ンドやアセアン諸国、中東諸国など国外への出稼

ぎ労働者の送金が大きな収入源となっている。 

・労働組合は ITUC 加盟の３つのナショナルセンター

があり、 近では加盟組織協議会を結成するなど

共同行動を行っている。 
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1．国家としての成立過程 

（第二次大戦以降、現在まで） 

 

1946年 インドで全インド・ネパール国民会議派結成 

1947年 全インド・ネパール国民会議派とゴルカ会議

派が合併、ネパール国民会議派結成 

1949年  インドでネパール共産党が結成 

1950年 国民会議派と民主会議派が合併、ネパール会

議派（コングレス党）結成。国軍反乱計画発

覚、国王のインド亡命 

1951年 王政復古 

1959年 マヘンドラ国王が新憲法発布・選挙実施 

1960年 軍事クーデターにより議会解散 

1962年 国王専制。政党の禁止、ヒンズー国教化 

1990年 民主的な新憲法制定 

1991年 複数政党制による議会選挙実施 

1994年 ネパール共産党統一毛沢東主義派（マオイス

ト）結成、「人民戦争」を開始（96～） 

2001年 王宮で国王など王族殺害事件 

2005年 絶対君主制を導入、非常事態宣言発令 

2006年 民主化運動高まる。政府とマオイスト、無期

限停戦を誓う「包括和平協定」調印 

2007年 暫定憲法成立 

2008年 制憲議会発足 

2008年 王制廃止、連邦民主共和制に移行 

2012年 制憲議会が憲法制定に至らず任期満了 

2013年 制憲議会選挙実施 

2014年 制憲議会発足 

2014年 コングレス党コイララ氏、首相就任 

 

2．国家統治機構 

 

○元 首 

・大統領。制憲議会で選任、任期２年。 

・制憲議会の合意または過半数の支持で任命される。

大統領は制憲議会議員である必要はない。 

・大統領は軍の 高指揮権を持つ。 

・現職 ラム・バラン・ヤダフ大統領（2008年）  

○議 会 

・制憲議会（一院制）定数601議席。任期４年。 

・うち240議席は小選挙区制で、335議席は政党の比例

代表制で選出。残りの26議席は内閣によって指名。 

〇行 政 

・首相 スシル・コイララ氏（コングレス党） 

・政府は、首相府、26省庁ほかで構成。 

〇司 法 

・カトマンズに 高裁判所。控訴裁判所、地方裁判所の

三審制。 

・地方行政は、全国５地方、14件、75地区で、各地区に

行政機関。 

 

3．政治体制 

 

〇政 体 

・連邦民主共和制（2008年5月28日、制憲議会で宣言） 

〇主な政党 

（与党） 

・コングレス党（ネパール会議派）1950年設立（196） 

・国民民主党 2005年設立（24） 

・ネパール共産党統一マルクス・レーニン主義派  

1991年設立（175） 

（野党等） 

・ネパール共産党統一毛沢東主義派（マオ派） 

1994年設立（80） 

・マデシ人権フォーラム 2006年設立（14） 

・タライ・マデシ民主党 2007年設立（11） 

・ネパール共産党マルクス・レーニン主義  

1978年設立（5） 

・友愛党 2007年設立（6） 

 

4．人口動態 

 

・人口は1940年代までは約500～600万人程度であった

が、1970年代から増加。1991年には1,800万人を上回

り、現在では3,000万人を超えている。 

・人口増加率は2010～2015年は1.7％で、2030年には人

口4,060万人に達すると予測されている。また合計特

殊出生率は2010～2015年は2.7と推測される。 

・2010年の平均年齢は21.6歳で、人口に占める若年層

の割合が多い（UNDP人間開発報告書2010）。 
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5．産業構造と就業構造 

 

○主要産業 

・農業、カーペット、既製服、観光など。 

○就業者数 

・労働力人口は1,177.9万人、労働力率は83.4％ 

（2008年労働力調査） 

・産業別の職業分布は、サービス業48.3％、製造業

14.8％で、農業は36.9％。 

 

6．経済状況 

 

○経済情勢 

・GDPは年々成長を重ね、第１次産業のGDPに占める割

合は36.9％(2012年）と南アジア諸国の中では一番高

い。また製造業の割合が14.8％と低く工業化の進展

が遅れている。観光、情報通信などの第３次産業が

GDPの半分を占め、ネパール経済を牽引している。 

○所得の動向等 

・2012～13年度は、一人当りGDPが717ドル、GDP総額は

1兆7,011.9億ルピーに達した。 

・新規出稼ぎ労働者数は、1998～99 年度まで年間１万

人以下であったが、以後中東諸国やマレーシアなど

への出稼ぎが急増し、2011～12 年度には38.4 万人

となった。同期間の送金額は3,595.5 億ルピーで、

GDPの23.1％に相当する。  

 

7．支援組織、国際産業別労組（GUFs）の活動 

 

○現地協力・支援活動実施 

・日本JILAF、米国ACILS、スウェーデンLO-TCO､ベルギ

ーWSM、などがプロジェクトを展開している。 

○現地事務所設置 

・オランダのFNV、フィンランドのSAKが、ネパール事

務所を設置している。 

〇JILAF現地事務所 

・JILAFはカトマンズに現地連絡事務所を設置し、イン

フォーマルセクターの労働者や、その家族の支援活

動などを推進している。 

 

8．組合活動 

 

○ナショナルセンター 

・ネパールのナショナルセンターは、ネパール労働組

合会議（NTUC）、ネパール労働組合総連合（GEFONT）､ 

ネパール総労働組合連盟(ANTUF)の３組織がITUC（国

際労働組合総連合）に加盟し同総連合ネパール協議

会（ITUC-NAC）を形成している。 

・また、その他の政府に登録されている８つの組合を

含めて労働組合協同調整センター（JTUCC, Joint 

Trade Union Coordination Centre）が作られている。 

・代表的なナショナルセンターであるネパール労働組

合会議（NTUC）の活動の主要課題は、以下の通り。 

①労働組合の力量構築・強化②組織化、キャンペー

ン活動③教育計画を通して児童労働・奴隷労働の根

絶④職業安全衛生の向上⑤女性の権利の向上⑥ILO

条約、特に第87号条約の批准促進⑦「労働法」の改

正 

○産業別の状況 

・25産別 

（主要産業別業種）①印刷関係②交通③リキシャ関係

④カーペット産業⑤美容師・美容⑥商業⑦公共サー

ビス⑧工場労働者⑨農業 

 

9．労使紛争の状況 

 

・賃金・労働条件に関する個別的労使紛争は、政府の

公式な数字が発表されておらず、把握できない。 

・「労働法」では、「労働争議の解決策」につき以下

の通り規定している。  

(1) 労働裁判所の活用 (2) 団体交渉 (3) ストライ

キまた労働法上、以下の事案は「労働争議」として

認められない。  

(1) 憲法に反する事項 (2) 根拠なく他者を誹謗す

る内容 (3) 業務上とは関係なく個人的利益に資す

る内容 (4) 事業活動と関係のない事案 (5) ２年以

上前の事案 

・ストライキは、団体交渉が不調に終わった場合に実

施可能となっている。ただし、従業員の60％以上の

同意および経営側に対する文書の通知が必要である。 
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・ストライキに対し経営側はロックアウトの実施が可

能である。「労働法」では、原則、ロックアウトの実

施に際し 低７日前の告知が必要と規定されている。 

 

10．最低賃金制度と労働・社会保障法制 

 

○最低賃金 

・ 低賃金制度は、「 低賃金法」で定められている。 

 低賃金は２年ごとに見直され，2013年６月10日、

政府は、 低賃金を現行の月額6,200ルピーから

8,000ルピーに、また日雇い労働者の日当を日額231

ルピーから318ルピーに引き上げることを正式に決

定し、同日から適用した。 

○労働・社会保障法制 

・労働に関する法律は、以下の通りである。 

「労働組合法」、「労働委員会法」 

「労働法」、「労働基準法」、「ボーナス法」 

「外国人雇用法」 

「社会保障法」、「失業保険法」 

 

11．その他 

 

○JILAFの事業 

・招へい事業 

1989年から招へい事業を開始。今日までに、南アジ

アチーム、ネパール・パキスタンチームなどの参加

者として、55人（男性44人、女性11人）の若手労働

組合指導者を招へいした（2013年度末現在）。 

・現地支援事業 

① 教育セミナー 

・1994年から現地での教育セミナー実施。テーマは、

「労災保険」（94、95）、「団体交渉」（96）、「社会保

障」（97）、「参加型職場環境改善」（00～10）、「グロ

ーバル化と労働運動」(13)を実施。このうち、2013

年度は新たに結成されたITUC-NAC（NTUC､GEFONT、

ANTUF）を対象に実施した。 

② 学校プロジェクト 

・NTUCと協働で児童労働撲滅のための学校プロジェク

ト（９校） 

③ インフォーマルセクター草の根支援事業(SGRA) 

・2011年より、NTUCと共同で、インフォーマルセクタ

ーの労働者や、その家族を支援するセミナーや職業

訓練などの事業を実施している。 

〇日本のODA方針 

・ネパール政府は、 貧国（後発開発途上国）からの

脱却という目標を掲げ、経済成長を促進し、国民全

体にその恩恵を行き渡らせることにより社会を安定

化させるという課題に取り組んでいる。 

・その取り組みを支援するため、①地方・農村部に多

い貧困層に配慮した貧困削減に対する支援、②他の

ドナーなどとも連携して平和構築、民主化の進展、

③持続可能で均衡のとれた経済成長に寄与する社会

基盤・制度整備のための支援の３つを重点分野とし

て取り組む。 

 

労働行政と主要な中央労使団体 

（労働行政） 

・労働雇用省（Ministry of Labour and Employment） 

（中央使用者団体） 

・ネパール商工会議所連合会（FNCCI）（Federation of Nepalese Chamber of Commerce and Industry） 

（主な中央労働団体） 

・ネパール労働組合会議（NTUC：Nepal Trade Union Congress） 

・ネパール労働組合総連盟（GEFONT：General Federation of Nepalese Trade Unions） 

・全ネパール労働組合連盟（ANTUF：All Nepal Federation of Trade Union） 

⇒詳細は JILAF ホームページ、ナショナルセンター情報参照。 

 URL:http://www.jilaf.jp/nc_data/nc.php 
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パキスタン・イスラム共和国 

Islamic Republic of Pakistan 

基 
 

 

礎 
 

 

情 
 
 

報 

面積 79.6 万平方キロ（日本の 0.1 倍） 通貨 ルピー（PKR）１PKR＝0.99円 

人口 １億 9,324 万人 政治体制 連邦共和制 

首都 イスラマバード（97 万人・2010 年） 国家元首 マムヌーン・フセイン大統領 

主要都市 カラチ（1,339万人）、ラホール（721万人） 議会 ２院制（上院 100＋下院 342） 

主要言語 ウルドゥー語（国語）、英語（公用語） 行政府 ナワズ・シャリフ首相 

民族 パンジャブ人、パシュトゥーン人等 主な産業 農業、繊維産業 

宗教 イスラム教 対日貿易 輸出 463 億円 輸入 1,390 億円 

ＧＤＰ 2,151 億ドル＊ 日本の投資 31 億円 

一人当りＧＤＰ 1,201 ドル＊ 日系企業数 65 社 

労働力人口 6,323 万人＊ 在留邦人数 986 人＊ 

産業別分布（％） 農水等21.4、製造等20.9、サービス等57.7 気候 大部分は亜熱帯気候 

ILO中核８条約 すべて批准 日本との時差 －４時間 

※資料：国際機関、専門団体、各国政府による 2013 年の値。＊印は 2012 年、他は年を表示。為替は 2014 年１月。  

 

主 

要 

統 
計 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ＧＤＰ成長率（％） 7.7 6.2 4.8 1.7 2.8 1.6 2.8 4.0 3.6

一人当りＧＤＰ（ドル） 777.5 883.5 963.9 1,040 1,009 1,043 1,219 1,201 1,368

物価上昇率（％） 9.3 8.0 7.8 10.8 17.6 10.1 13.7 11.0 7.4

失業率（％） 7.7 6.2 5.3 5.2 5.5 5.6 6.0 6.5 6.0

※資料：パキスタン政府統計等。2013 年は IMF 等推計。 

 

 

社
会
労
働
情
勢
概
要 

・人口約１億 9,000 万人の巨大な労働市場・消費市場

であり、今後も伸びていく（人口の 72％は 35 歳以

下）と予測されている。 

・国民所得は2017年には１人当りGDPは1,500ドルを超

えると予測されている。 

・主な産業は農業、繊維産業など。小麦生産量は世界

第４位。輸出に占める繊維の割合が高いものの、縫

製技術が低いために海外からの投資が活発化して

いない。 

・海外出稼ぎ労働者からの送金は年々増加し、現在は月

間 10 億米ドルを超えている。 

・現政権の直面している緊急な問題は、貧困削減、雇用

吸収力の低下、所得・資産格差の悪化、インフレの進

行がある。 

・パキスタンの政治状況は連邦共和制が採用され、イン

ドとの対立により伝統的に軍部の力が強い。クーデタ

ーも頻発し、政局は常に不安定。 
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1．国家としての成立過程 

（第二次大戦以降、現在まで） 

 

1947年 イギリス連邦自治領パキスタン樹立 

1947年 カシミール帰属めぐり第一次印パ戦争 

1956年 憲法制定、共和制施行 

1958年 クーデター、アユブ・ハーンで軍政移行 

1965年 第二次印パ戦争が勃発 

1965年 東パキスタン（現バングラデシュ）反政府運動 

1965年 インドが軍事介入、第三次印パ戦争 

1970年 総選挙でアワミ連盟（東部自治要求）大勝 

1971年 東西内戦、バングラデシュ独立 

1972年 民政移行、ブット政権（PPP） 

1978年 クーデター、ハックによる軍政 

1979年 ブット元首相処刑 

1980年～ イスラム原理主義の影響増進 

1988年 民政復帰総選挙、ブット派（PPP）勝利 

1988年 ジール・ブット氏、初の女性首相 

1990年 総選挙、シャリフ首相 

1998年 核実験実施 

1999年 クーデター ムシャラフ軍政 

2001年 ムシャラフ大統領 

2002年 総選挙、ムシャラフ派（PML）勝利 

2007年 大統領選、ムシャラフ氏当選 

2007年 ジール・ブット元首相暗殺 

2008年 大統領にザルダリ氏（PPP）当選 

 

2．国家統治機構 

 

〇元 首 

・大統領 

・任期５年、上下両院による間接選挙。  

〇議 会 

・二院制。上院および下院（国民議会）。 

・上院：104 議席、州による間接選挙で選出。 

議席：（与党）人民党（PPP）：40、アワミ民族党（ANP）

12 など（野党）イスラム教徒連盟（PML-N）14 

・下院（国民議会）：342 議席、国民による直接選挙。 

 議席：（与党）PPP124、ANP13、（野党）PML（N）94、

PML（Q）42 など 

〇司 法 

・ 高裁、連邦イスラム法廷、高裁（４州とイスラマ

バード） 

〇地方行政 

・４州と２直轄地。州知事、州議会、州首相、州政府

あり。 

・４州：パンジャブ、シンド、バルチスタン、北西部・

ペシャワル 

・直轄地：イスラマバード、アフガン隣接地 

 

3．政治体制 

 

〇政 体 

・連邦共和制 

・大統領は共和国の統一を象徴する存在 

・首相が政治の実務的な 高権者 

○主な政党 

・パキスタン人民党（PPP） 

 ブット派系の現 大与党。1976 年、初代の Z.A.ブッ

ト氏結成の政党が源流。二代のベナジル・ブット氏

の暗殺後、ザリダリ大統領と長男のビナワル・ブッ

トが共同総裁。 

・パキスタン・イスラム教徒連盟シャリフ派（PML（N）） 

 シャリフ元首相系の現 大野党。1906 年結成の全イ

ンド・イスラム教徒連盟が前身。シャリフ氏実弟の

ナワズ・シャリフ氏が総裁。 

・パキスタン・イスラム教徒連盟シャリフ派（PML（Q）） 

 2004 年、PML 各派のうち、シャリフ派を除く５派が

結成。上記同様、全インド・イスラム教徒連盟が前

身。2008 年総選挙で第３党に転落。 

・統一民族運動（MQM） 

1978 年、インドから移住したイスラム教徒により結

成。カラチが本拠。 

・アワミ民族党 (ANP) 

 1986 年、親ソ連の３派により結成。パシュトン人を

支持基盤とし、PPP と連立。 

・統一行動評議会（MMA） 

 2002 年、親タリバンを含む宗教政党により結成。 

ムスリム連盟ナワズ・シャリフ派(PML-N)166 議席 
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4．人口動態 

 

2012 年：１億 7,916 万人 

2011 年：１億 7,616 万人 

2010 年：１億 7,314 万人 

2009 年：１億 7,009 万人 

2008 年：１億 6,700 万人 

 

5．産業構造と就業構造 

 

○主要産業 

GDP 構成比 

農林水産業 21.4％、鉱工業 20.9％、サービス業 

57.7％ 

○就業者数 

6,322 万人 

就業人口構成比 

農林水産業 45.1％、商業 16.2％、鉱工業 13.8％、

その他サービス業 12.5％、建設業 7.0％、運輸・通

信業 5.1％(11 年度) 

 

6．経済状況 

 

○経済情勢 

・経済改革の停滞、インフラ不足などにより近年低成

長が継続。  

・主要産業は繊維業、農業。出稼ぎ労働者の海外送金

が多い (※2012/13 年度の海外送金額は 139 億ドル

前年度比６％増)。  

○所得の動向等 

カラチ（2011 年） 

作業員（基本給：193 ドル） 

スタッフ（基本給：227 ドル） 

エンジニア（基本給：596 ドル） 

 

 

 

 

 

 

7．支援組織、国際産業別労組（GUFs）の活動 

 

○現地協力・支援活動実施 

・日本 JILAF、ドイツ FES、米国 ACILS、豪州 APHEDA、

フィンランド SASK、スウェーデン LO-TCO、ベルギー

ACV が支援・協力事業を展開 

・GUFs は加盟組織を通じて支援。 

○現地事務所設置 

・上記のうち、ドイツ FES、米国 ACILS が現地事務所

を設置して事業展開。 

 

8．組合活動 

 

○ナショナルセンター 

パキスタン労働者連盟（PWF） 

主要課題・活動方針： 

(1) 未組織労働者の組織化、児童労働・隷属労働の撲

滅 

(2) 女性・青年の労働組合活動への参加促進 

(3) 「労働法」の改正、「労働法」の適切な適用 

(4) 政府との政策対話の促進 

(5) 賃上げと安全衛生活動の推進 

 なお、パキスタンでは長い間、３つのナショナルセ

ンターが競合していたが、2005 年に、それらの組織が

統合して今日の PWF が結成された。これについては、

JILAF の教育活動も側面から寄与したといわれている。 

 

9．労使紛争の状況 

 

繊維産業などで労使紛争がある。労使紛争は、労使

の協議で解決できない場合には、全国労使関係委員会

（NIRC）が扱っていた。 

・2011 年、 高裁判所が NIRC を違憲と判決。 

・2012 年、新しい「労使関係法」が成立し NIRC の存

続が確定した。 

・公益事業と認定された産業で働く労働者は、ESMA

（1952 年：「基本サービス法」）の制限対象である。 
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10．最低賃金制度と労働・社会保障法制 

 

○最低賃金 

・パキスタンの 低賃金は、「 低賃金法」（1961年）

にもとづいており、50人以上の労働者を雇用する産

業や商業施設にのみ適用。 

・ 近の改定は 2013 年８月から 2014 年３月。月額

10,000 パキスタンルピー。 

○労働・社会保障法制 

・1969年「労使関係法」 

・1934年「工場法」－1972年「改正法」 

・1968年「西パキスタン商工業（服務規定）法」 

・1965年「州被雇用者社会保障法」 

・1971年「労働者福祉基金法」 

・2006年「労働関係法修正」 

・2012年「新労使関係法制定」 

・2012年、連合はパキスタン政府に対し、ITUCと共同

で「労働関係法」の早急な制定を要請。国際的な支

援を促進した。 

 

 

 

 

 

 

11．その他 

 

○JILAF の事業 

・招へい事業 

1989 年に開始し、これまでに 80 人（男性 73 人、女

性７人）の若手労組指導者を招へい（2013 年度末現

在）。 

・現地支援事業 

 1994 年より現地事業をはじめた。テーマは、「参加

型職場環境改善」（94～04）、「家族計画」（94～03）、

「女性」（97､98）、「組織統合」（04、05）、「労使関係

（団体交渉、労働法含む）」（06～10）、「労使関係・

青年労働者」（12､13）。 

〇日本の ODA 方針 

・パキスタンは 2050 年には世界第４位の人口を抱える

国になると予想されている。その潜在力を発揮する

ためには、安定的な経済成長を確保しつつ、民間主

導型の経済成長を実現することを通じて、安定した

持続的な社会を構築することが不可欠である。 

・重点分野として、①脆弱な経済インフラの改善、②

雇用機会の創出を含む人間の安全保障の確保と社会

基盤の改善、③国境地域などのバランスのとれた発

展の３つを重点とする。また、南アジア地域全体の

安定に向け国際機関との連携を視野に入れる。

 

労働行政と主要な中央労使団体 

（労働行政） 

パキスタン労働省（MOL：Ministry of Labour） 

（中央使用者団体） 

パキスタン使用者連盟（EFP：Employers' Federation of Pakistan） 

（主な中央労働団体） 

パキスタン労働者連盟（PWF：Pakistan Workers Federation） 

⇒詳細は JILAF ホームページ、ナショナルセンター情報参照。 

 URL:http://www.jilaf.jp/nc_data/nc.php 
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バングラデシュ人民共和国 

People’s Republic of Bangladesh 

基 
 

 

礎 
 

 

情 
 
 

報 

面積 14.4 万平方キロ（日本の 0.38 倍） 通貨 タカ（BDT） １BDT＝1.31円 

人口 １億 6,365 万人 政治体制 共和制 

首都 ダッカ（1,465 万人・2010 年） 国家元首 アブドゥル・ハミド大統領 

主要都市 チッタゴン（496万人）、クルナ（168万人） 議会 一院制（総議席 350） 

主要言語 ベンガル語 行政府 シェイク・ハシナ首相 

民族 ベンガル人、他少数民族 主な産業 衣料品・縫製品産業、農業 

宗教 イスラム教、ヒンズー教、仏教 対日貿易 輸出 869 億円 輸入 853 億円 

ＧＤＰ 1,272 億ドル＊ 日本の投資 43 億円 

一人当りＧＤＰ 822 ドル＊ 日系企業数 155 社 

労働力人口 5,410 万人(2010) 在留邦人数 853 人＊ 

産業別分布（％） 農水等48.1、製造等14.6、サービス等37.4 気候 亜熱帯気候 

ILO 中核８条約 批准７、未批准１（138） 日本との時差 －３時間 

※資料：国際機関、専門団体、各国政府による 2013 年の値。＊印は 2012 年、他は年を表示。為替は 2014 年１月。  

 

主 

要 

統 
計 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ＧＤＰ成長率（％） 6.0 6.6 6.4 6.2 5.7 6.1 6.7 6.5 6.2

一人当りＧＤＰ（ドル） 421 427 467 538 598 664 732 822 －

物価上昇率（％） 5.1 5.2 6.8 8.8 6.5 6.5 7.5 8.7 6.8

失業率（％） 4.3 － － － 5.0 － － － －

※資料：バングラデシュ政府統計等。2013 年は暫定値。 

 

社
会
労
働
情
勢
概
要 

・人口が１億6,000万人と多く、人口密度は世界一。 

・安価な労働力という特長もあり、特に労働集約型の生

産は、他国に比べて安く行う事ができる。衣料品産業

労働者の 低賃金は、現在5,300タカ（約7,250円）で

あるが、カンボジア80ドル（約8,250円）やベトナム165

万ドン（「地域４」で約8,100円）と比べても低額。 

・2000年頃から欧米のアパレルメーカーに注目され、ア

パレルを大量に製造販売するファストファッションが

2000年以降急速に生産拠点を移管。日系企業ではユニ

クロ、東レ、YKK、小島衣料、しまむら、セシールなど

が進出している。 

・バングラデシュ国内には現在5,000近い縫製工場があ

り、その輸出高は中国に次ぐ世界第二位。 

・現在政府が運営する工場団地が８ヵ所あるが、欧米

からの高い需要を背景に、空きがない状態。 

・就業者のうち、インフォーマルセクターに働くものの

割合が約88％を占めており、スキル開発、雇用創出、

労働条件の底上げが喫緊の課題。 

・2014年１月の総選挙で従来の体制が維持されたが、

選挙の公平性と透明性が確保されておらず、政治は

不安定。 

・中央労働団体は35団体。中央使用者団体は１団体。
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1．国家としての成立過程 

（第二次大戦以降、現在まで） 

 

1947年 英領インドの「東ベンガル州」として分離 

1970年 パキスタン総選挙でアワミ連盟（AL）勝利 

1971年 東パキスタンで暴動。第４次印パ戦争 

1971年 バングラデシュ独立。ラーマン首相 

1974年 国連加盟 

1975年 ラーマン大統領暗殺・軍政はじまる 

1978年 バングラデシュ民族主義党（BNP）設立 

1982年 エルシャド戒厳司令官、大統領就任 

1986年１月 エルシャド大統領、国民党（JP）設立 

1990年 民主化運動活発化 

1991年 総選挙、BNP勝利。以降、BNPとALが選挙により

交互に政権運営 

1991年 憲法改正、大統領は象徴的地位に 

1996年 総選挙、AL勝利。ハシナ首相（AL総裁） 

2001年 総選挙、BNP勝利。ジア首相（BNP総裁） 

2006年 軍の圧力でジア政権退陣。翌年、非常事態宣言 

2008年 民政回復。総選挙、AL勝利 

2010年代 経済成長続く。BRICsに続く「ネクスト11」と

言われるようになる 

2014年 総選挙、AL勝利。ハシナ首相。野党は選挙手続

きが違憲として認めず、政情不安に 

 

2．国家統治機構 

 

〇元 首 

・大統領 

・現在はアブドゥル・ハミド氏（2009年２月就任） 

〇議 会 

・一院制、350議席。任期５年。議席のうち50は各党に配

分の女性枠。 

・議席（与党）アワミ連盟（AL）、国民党ナジウル派 

（野党）バングラデシュ民族主義党（BNP）、国民党エ

ルシャド派など（ナジウル派以外）、イスラム協会（JI） 

・選挙 政権の任期満了後、直近に退職した 高裁長官

を長とする諮問委員会が「暫定選挙管理内閣」として

政権を引き継ぎ、90日以内に総選挙を実施。 

 選挙権は18歳以上の男女、被選挙権は25歳以上の男女。 

〇行 政 

・首相 大統領が議会多数派指導者を指名。 

・現在はシェイク・ハシナ氏（2009年１月） 

・閣僚は首相の指名に従い大統領が任命。閣僚の10分の

９以上は国会議員から任命。 

・首相のもと30省。労働行政は「雇用労働省」が担当。 

〇司 法 

・ダッカに 高裁上訴部（ 高裁に相当）、 高裁高裁部、

各県とダッカ・チッタゴンに民事・刑事裁判所など。こ

のほか、治安判事裁判所、女性児童裁判所 公安裁判所 

環境裁判所 家庭裁判所 破産裁判所、融資裁判所、迅速

裁判所制度がある。 

〇地方行政 

・７つの州、64の県（「ジェラ」）、496の郡（「タナ」また

は「ウポジェラ」）、59,990のユニオンにより構成。７

州は、ダッカ、チッタゴン、クルナ、ラジシャヒ、ボ

リシャル、シレット、ランブル。 

・中央政府は各州長官、各県行政長官、各郡行政官を派

遣。県行政長官が地方行政の実質的な責任者。 

 

3．政治 

 

〇政 体 

・共和制。 

・普通選挙にもとづく議会制民主主義国。 

・議員内閣制であり、首相が政治の 高権者。 

〇主な政党 

・アワミ連盟（AL） 

現在の与党。建国の父、ラーマン初代大統領系。当初

はイスラム政党だったが、1955年に政教分離。1992年

に社会主義政策を放棄。基本的には親インド的で、米

国との関係も重視。党首は第二代ラーマン首相の長女、

ハシナ現首相。 

・バングラデシュ民族主義党（BNP） 

1978年、ジアウル・ラーマン元大統領（クーデター時

の陸軍参謀長）が民政移管に備えて結成。民族主義を

掲げ中道右派。中国との関係重視。党首は、1981 年に

暗殺されたラフマン元大統領の夫人、カレダ・ジア氏。 

・国民党（ジャティヤ党：JP) 

1986年、フセイン・モハマッド・エルシャド元大統領

（クーデター時の陸軍参謀長）が民政移管に備え結成

した中道右派政党。JPは現在 エルシャド派、ナジウル
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派、マンジュ派の三派に分裂。 

・イスラム協会(JI) 

1941年、イスラム教にもとづく憲法の制定を呼びかけ

て設立したが、独立に反対し活動禁止。独立後活動再

開。今日も西部に支持基盤。党首はラーマン・ニザミ

元工業相。 

 

4．人口動態 

 

2008年：１億4,797万人 

2009年：１億4,950万人 

2010年：１億5,112万人 

2011年：１億5,286万人 

2012年：１億5,469万人 

 

5．産業構造と就業構造 

 

○主要産業 

衣料品・縫製品産業、農業 

○就業者数 

5,410万人（2010年） 

インフォーマルセクター労働者 

4,760万人（約88％） 

フォーマルセクター労働者 

649万人（約12％） 

 

6．経済状況 

 

○経済情勢 

・2012年度の経済は、6.3％の経済成長率を達成した。背

景に、縫製品輸出や海外労働者送金の安定的伸長、農

業セクターの安定した成長など。ぜい弱な経済構造の克

服とインフラの整備が課題。 

・財政は慢性的な赤字であり、外国援助と国内銀行借入

などで補填する構造。 

・予算は主に一般予算と開発予算により構成され、2013

年度は対前年補正比21.6％増の拡張型予算。 

○所得の動向等 

ダッカの職種別賃金の例は次の通り（2011年）。 

(1)作業員（基本給：78ドル） 

(2)スタッフ（基本給：306ドル） 

(3)エンジニア（基本給：251ドル） 

 

7．支援組織、国際産業別労組（GUFs）の活動 

 

○現地協力・支援活動実施 

・支援組織は、日本JILAF、ドイツFES、米国ACILS、フィ

ンランドSASK、スウェーデンLO-TCO、デンマークLO、

ベルギーWSM、オランダFNV、カナダCLCが事業を行う。 

・GUFsは加盟組織を通じての支援などを行う。 

○現地事務所設置 

・このうち、FES、ACILSは現地事務所を設置。WSMは現地

リエゾン組織を持つ。 

〇支援組織現地調整会議 

・2012年 ダッカ 

・2014年 ダッカ 

 

8．組合活動 

 

○ナショナルセンター 

・バングラデシュには、20前後のナショナルセンターが

あるといわれる。 

・このうち次の有力６組織が、ITUCに加盟し、ITUC-BC

（ITUC加盟バングラデシュ協議会）を形成して運動を

リードしている。（下欄参照） 

・ITUC-BCの６組織を含む17組織によるバングラデシュ

労働組合統一協議会（SKOP)がある。1983年結成であ

り、主として政策面での協調を行うことがある。SKOP

には５つの世界労連（WFTU)加盟組織が含まれる。 

・また、ITUC-BCの６組織を含む14組織は、バングラデシ

ュ労働組合研究所（BILS)に参加し、政策、教育などの

活動を進めている。 

○産業別の状況 

・産業別労働組合数（2012年）：166 

・企業別労働組合（2012年）：5,242 

・縫製産業では350万人の労働者の内６万3,000人が労

働組合員といわれている。 

 

9．労使紛争の状況 

 

労使関係は対立型が中心である。労働争議は主力産業

である繊維産業などを中心に発生。2010年夏には首都ダ
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ッカ北部で繊維産業の大規模なストライキとデモが行わ

れ、一部が暴徒化する事態が起きた。この背景には、物

価上昇のなか、 低賃金が2006年以降、月額1,662タカ（約

2,010円）に固定されていたことがある。政府はこれを受

けて 低賃金を2010年から引き上げている。 

 

10．最低賃金制度と労働・社会保障法制 

 

○最低賃金 

バングラデシュの衣料品産業労働者の 低賃金は、現

行の月額3,000タカ（約3,900円）から2013年12月に77％

アップの5,300タカ（約6,900円）に引き上げられた。

前回の 低賃金の引上げは2010年であるため３年ぶり

の改定となる。バングラデシュの 低賃金は、政府の

設置した 低賃金委員会（政労使で構成）で審議し、

産業・業種ごとに政府が決定する。改定は５年に１度。 

○労働・社会保障法制 

・バングラデシュの主な労働・社会保障法制は次の通り

である。  

「労働者補法」（1923年）、「賃金支払法」（1936年）、「出

産福利法」（1936年）、「労働雇用法」（服務規程）（1965年）、

「店舗・建物法」（1965年）、「工場法」（1965年）、「産業関

係法」（1969年） 

 

11．その他 

 

○JILAFの事業 

・招へい事業 

 1994年度から開始、今日まで63人（男性46人、女性17

人）の若手労組指導者を招へい（2012年度末現在） 

・現地セミナー支援 

 1996年度から現地セミナーなどの事業を開始。テーマ

は、「参加型職場環境改善」（94～06）、「生産性と労使

関係等」（95～06）、「労働者共済」（02～04）、「組織化・

若手育成」（05、06）、「労使関係と組織化、女性、生産

性」（09～12）、「グローバル化と労働運動」（13） 

・インフォーマルセクター支援 

 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（SGRA）を実施。2011年には調査活動。2012

年以降、具体的な事業を行う。 

〇日本のODA方針 

・バングラデシュ政府は2021年までに中所得の社会を実

現するため、第６次５ヵ年計画（2011～15）で「経済

成長と貧困削減」の目標を掲げ、雇用創出、産業育成、

ガバナンス強化、社会サービスの普及に力点を置く。

わが国は、持続可能かつ公平な経済成長による同国の

成長と貧困からの脱却を後押しするため、経済活動の

活性化ならびに社会のぜい弱性克服への取り組みを支

援している。 

・重点分野は、①中所得化に向けた全国民が受益可能な

経済成長の加速化、②社会ぜい弱性の克服に向け、貧

困削減、初等教育、母子保健、安全な飲料水の提供な

どMDGsの達成への貢献である。 

 

 

労働行政と主要な中央労使団体 

（労働行政） 

雇用労働省（Ministry of Labour and Employment） 

（中央使用者団体） 

バングラデシュ使用者連盟（Bangladesh Employer’s Federation） 

（主な中央労働団体） 

①バングラデシュ自由労働組合連盟（BMSF：Bangladesh Mukto Sramik Federation） 

②バングラデシュ・ジャティヤタバディ・スラミク・ダル(BJSD：Bangladesh Jatiyatabadi Sramik Dal） 

③バングラデシュ自由労働組合会議（BFTUC：Bangladesh Free Trade Union Congress） 

④バングラデシュ労働連盟(BLF：Bangladesh Labour Federation） 

⑤ジャティオ・スラミク・リーグ(JSL：Jatio Sramik League） 

⑥バンラデシュ・サンジュクタ・スラミック連盟(BSSF：Bangladesh Sangjukta Sramic Federation） 

⇒詳細は JILAF ホームページ、ナショナルセンター情報参照。 URL:http://www.jilaf.jp/nc_data/nc.php 
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ASEAN・日本 最低賃金制度(法定)の概略①

三者構成機関 種 類 改正時期

日 本
中央・地方

最低賃金審議会

地域別最低賃金

地域別の産業別最低賃金
毎年8月

インドネシア
州・地区・市

最賃金審議会

州・地区・市の最低賃金

州・地区・市の産業別最低賃金
毎年11月

タ イ
中央賃金審議会会合

県賃金審議会会合

県別最低賃金

(現在は事実上全国一律)
不定期

フ ィ リ ピ ン
国家賃金生産性委員会

地域三者賃金生産性委員会

農業、非農業、州、市、町、

企業規模等
年1回

ベ ト ナ ム 政府が決定
一般最低賃金

地域別最低賃金
年1回

マ レ ー シ ア 賃金評議会
マレーシア半島とマレーシア

半島以外の2地域
2年に1回

以下の内容は、2012年11月、日本で開かれた最低賃金セミナーの際に各国

から提供された資料に、最低賃金水準の追補をしたものである。

ASEAN・日本 最低賃金制度(法定)の概略②

最低賃金の水準 単 位 罰 則

日 本
地域別最低賃金

869円～664円 平均764円（2.02％）

(2013年10月～11月発効)
時間額

地域別は50万円

産業別は30万円

イ ン ド ネ シ ア

地域別最低賃金(2013年)
ジャカルタ 2,200,000IDR（43.87％）

東ジャワ 866,250IDR（16.28％）

北スマトラ 1,375,000IDR（14.58％）

ジョグジャカルタ 947,114IDR（6.1％）

月 額
１千万IDR～4億IDR

の罰金

タ イ
2013年1月 300THB（全国一律）

（2011年までは地域ごとに183THB～221THB
で設定。低い地域は段階的に引き上げた）

日 額
10万THB

以下の罰金

ASEAN・日本 最低賃金制度(法定)の概略③

最低賃金の水準 単 位 罰 則

フ ィ リ ピ ン

非農業 プランテーション

日 額

25,000～100,000PHP

もしくは2～4年の懲役

刑(併科も)

マニラ首都圏

429～466PHP

マニラ首都圏

429PHP

（2013年10月～）

ベ ト ナ ム

地域Ⅰ(ハノイ、ホーチミン等) 235万VND

地域Ⅱ 210万VND 地域Ⅲ 180万VND 

地域Ⅳ 165万VND

(企業、外資系企業に適用)

月 額 －

マ レ ー シ ア

マレーシア半島 900RM（4.33 RM）

マレーシア半島以外 800RM（3.85 RM）

※2013年1月から最低賃金令が施行

月 額

(時間額)

労働者1人当たり

10,000RM以下の罰金。

違反が継続している場

合は1日当たり1,000RM。

違反常習者は、20,000 

RMの罰金若しくは懲役5

年又はその併科。

（注）ベトナムは、2014年に最低賃金を引き上げる。地域Ⅰ275万、地域Ⅱ245万、
地域Ⅲ210万、地域Ⅳ190万（いずれもVND）

 

 

アジアの最低賃金の動向 

公益財団法人 国際労働財団 副事務長  勝尾 文三 

 
 

◎アジアにおける最低賃金 

アジア諸国における最低賃金の引き上げの動きが活発化している。バングラデシュ（縫製）では、

2013 年 12 月に 76.7％の大幅な引き上げが行われた。インドネシアでは 2013 年に 43.9％引き上げ、

タイも 2012 年４月にバンコクでは 39.5％引き上げ、それ以外の地域も 2013 年からバンコクと同様に

１日 300 バーツへ引き上げられた。このほか、中国やベトナムでも２ケタの引き上げが行われている。 

アジアの国々では、グローバル化の進展のなかで貧富の格差が拡大しているため、労働者の不満が

高まり、政府も選挙対策等の必要性から労働側の声を無視できない状況となっている。こうしたこと

から、最低賃金の大幅な引き上げが各国で行われてきた。また、最低賃金制度が無かった香港、マレ

ーシアにも導入され、ミャンマーでも整備されつつある。 

途上国における多くの労働者の収入は、最低賃金と同額またはそれに近い水準であるため、最低賃

金の決定は即労働者の収入増に結びつく。このため、労働組合も最低賃金の引き上げを求める行動に

力が入り、街頭デモやストなどが頻発している。また、最低賃金が引き上げられたときに、引き上げ

後の最低賃金よりも若干高い賃金で働いている労働者の賃金が据え置かれる場合があり、こうした労

働者の不満が溜まると労働争議に発展する場合もある。 

一般の労働者から見て不満の残る最低賃金制度さえ、インフォーマルセクター（労働法や社会保障

などが適用除外となる人々）で働く人々にとっては適用除外となっていることが多い。 
 

◎ミャンマー等３ヵ国の最低賃金の状況 

ミャンマー政府は 2013 年３月、最低賃金法を成立させた。その後、関連する法整備等を行い、政労

使の代表からなる審議委員会で、2014 年末までに労働者の最低賃金を設定する予定である。最低賃金

の設定にあたっては、足元の賃金水準や生活水準などを勘案して決めていく。 

香港は、2011 年５月１日に最低賃金制度が導入され、１時間 28 香港ドルでスタートした。改定は

少なくとも２年に１回とされ、2013 年５月に 30 香港ドルに引き上げられた。最低賃金額は、経営者

と労働組合の代表や学者、有識者で構成する最低賃金委員会で議論されて決定される。また、従業員

の月額賃金が 12,300 香港ドル未満の場合、雇用主は総労働時間の記録を保存する義務がある。 

カンボジアでは、繊維・製靴産業の最低賃金を現行の月 80 ドル（2013 年５月決定）から、５年間

で月 160 ドルにすると政府が発表したことをきっかけに、労働争議に発展した。労働側の主張は、生

活が可能な賃金として月 200 ドル必要であるとして、即時 160 ドルへ引き上げを求めている。最低賃

金の引き上げは、与野党の権力抗争もからんで大きく揺れ、労働者側に犠牲者も出ている。 

 

コラム 
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ASEAN・日本 最低賃金制度(法定)の概略①

三者構成機関 種 類 改正時期

日 本
中央・地方

最低賃金審議会

地域別最低賃金

地域別の産業別最低賃金
毎年8月

インドネシア
州・地区・市

最賃金審議会

州・地区・市の最低賃金

州・地区・市の産業別最低賃金
毎年11月

タ イ
中央賃金審議会会合

県賃金審議会会合

県別最低賃金

(現在は事実上全国一律)
不定期

フ ィ リ ピ ン
国家賃金生産性委員会

地域三者賃金生産性委員会

農業、非農業、州、市、町、

企業規模等
年1回

ベ ト ナ ム 政府が決定
一般最低賃金

地域別最低賃金
年1回

マ レ ー シ ア 賃金評議会
マレーシア半島とマレーシア

半島以外の2地域
2年に1回

以下の内容は、2012年11月、日本で開かれた最低賃金セミナーの際に各国

から提供された資料に、最低賃金水準の追補をしたものである。

ASEAN・日本 最低賃金制度(法定)の概略②

最低賃金の水準 単 位 罰 則

日 本
地域別最低賃金

869円～664円 平均764円（2.02％）

(2013年10月～11月発効)
時間額

地域別は50万円

産業別は30万円

イ ン ド ネ シ ア

地域別最低賃金(2013年)
ジャカルタ 2,200,000IDR（43.87％）

東ジャワ 866,250IDR（16.28％）

北スマトラ 1,375,000IDR（14.58％）

ジョグジャカルタ 947,114IDR（6.1％）

月 額
１千万IDR～4億IDR

の罰金

タ イ
2013年1月 300THB（全国一律）

（2011年までは地域ごとに183THB～221THB
で設定。低い地域は段階的に引き上げた）

日 額
10万THB

以下の罰金

ASEAN・日本 最低賃金制度(法定)の概略③

最低賃金の水準 単 位 罰 則

フ ィ リ ピ ン

非農業 プランテーション

日 額

25,000～100,000PHP

もしくは2～4年の懲役

刑(併科も)

マニラ首都圏

429～466PHP

マニラ首都圏

429PHP

（2013年10月～）

ベ ト ナ ム

地域Ⅰ(ハノイ、ホーチミン等) 235万VND

地域Ⅱ 210万VND 地域Ⅲ 180万VND 

地域Ⅳ 165万VND

(企業、外資系企業に適用)

月 額 －

マ レ ー シ ア

マレーシア半島 900RM（4.33 RM）

マレーシア半島以外 800RM（3.85 RM）

※2013年1月から最低賃金令が施行

月 額

(時間額)

労働者1人当たり

10,000RM以下の罰金。

違反が継続している場

合は1日当たり1,000RM。

違反常習者は、20,000 

RMの罰金若しくは懲役5

年又はその併科。

（注）ベトナムは、2014年に最低賃金を引き上げる。地域Ⅰ275万、地域Ⅱ245万、
地域Ⅲ210万、地域Ⅳ190万（いずれもVND）

 

 

アジアの最低賃金の動向 

公益財団法人 国際労働財団 副事務長  勝尾 文三 

 
 

◎アジアにおける最低賃金 

アジア諸国における最低賃金の引き上げの動きが活発化している。バングラデシュ（縫製）では、

2013 年 12 月に 76.7％の大幅な引き上げが行われた。インドネシアでは 2013 年に 43.9％引き上げ、

タイも 2012 年４月にバンコクでは 39.5％引き上げ、それ以外の地域も 2013 年からバンコクと同様に

１日 300 バーツへ引き上げられた。このほか、中国やベトナムでも２ケタの引き上げが行われている。 

アジアの国々では、グローバル化の進展のなかで貧富の格差が拡大しているため、労働者の不満が

高まり、政府も選挙対策等の必要性から労働側の声を無視できない状況となっている。こうしたこと

から、最低賃金の大幅な引き上げが各国で行われてきた。また、最低賃金制度が無かった香港、マレ

ーシアにも導入され、ミャンマーでも整備されつつある。 

途上国における多くの労働者の収入は、最低賃金と同額またはそれに近い水準であるため、最低賃

金の決定は即労働者の収入増に結びつく。このため、労働組合も最低賃金の引き上げを求める行動に

力が入り、街頭デモやストなどが頻発している。また、最低賃金が引き上げられたときに、引き上げ

後の最低賃金よりも若干高い賃金で働いている労働者の賃金が据え置かれる場合があり、こうした労

働者の不満が溜まると労働争議に発展する場合もある。 

一般の労働者から見て不満の残る最低賃金制度さえ、インフォーマルセクター（労働法や社会保障

などが適用除外となる人々）で働く人々にとっては適用除外となっていることが多い。 
 

◎ミャンマー等３ヵ国の最低賃金の状況 

ミャンマー政府は 2013 年３月、最低賃金法を成立させた。その後、関連する法整備等を行い、政労

使の代表からなる審議委員会で、2014 年末までに労働者の最低賃金を設定する予定である。最低賃金

の設定にあたっては、足元の賃金水準や生活水準などを勘案して決めていく。 

香港は、2011 年５月１日に最低賃金制度が導入され、１時間 28 香港ドルでスタートした。改定は

少なくとも２年に１回とされ、2013 年５月に 30 香港ドルに引き上げられた。最低賃金額は、経営者

と労働組合の代表や学者、有識者で構成する最低賃金委員会で議論されて決定される。また、従業員

の月額賃金が 12,300 香港ドル未満の場合、雇用主は総労働時間の記録を保存する義務がある。 

カンボジアでは、繊維・製靴産業の最低賃金を現行の月 80 ドル（2013 年５月決定）から、５年間

で月 160 ドルにすると政府が発表したことをきっかけに、労働争議に発展した。労働側の主張は、生

活が可能な賃金として月 200 ドル必要であるとして、即時 160 ドルへ引き上げを求めている。最低賃

金の引き上げは、与野党の権力抗争もからんで大きく揺れ、労働者側に犠牲者も出ている。 

 

コラム 
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インド全国労働組合会議（INTUC） 

第 30 回定期大会活動方針 

2013 年９月 チャッティースガル州ライプル 

 

 

１．持続可能な産業開発政策の必要性 
(1) 持続可能な産業開発政策とは何か 

 持続可能性とは、将来世代のニーズを満たす能

力を妨げることなく、現在のニーズにこたえるこ

とだと定義できる。ここには、強固な土台の上に

築かれ、適切なグローバルガバナンスによって維

持される健全な環境と経済と社会が示唆されてい

る。 

 産業政策とは、産業開発と成長のあるべきモデ

ルを奨励する計画である。産業政策は特定の産業

や部門に戦略的に狙いを定め、また運輸と通信、

インフラ、教育と技能訓練、調査・研究、エネル

ギーなどの幅広い課題も考慮に入れなければなら

ない。持続可能な産業政策は、健全な経済と質の

高い雇用（生活賃金を受け取れるディーセントで

安定した労働）を創出する一方で、環境への悪影

響を最小限に抑え、社会全体の利益を前進させな

ければならない。 

 持続可能な産業政策とは、労働者、社会、環境

を犠牲にして企業が繁栄できる条件を創出するこ

とではない。企業が社会に持続的に貢献するかた

ちで事業を行うための条件をつくることである。 

 

(2) その必要性～三重の危機 

 現在のやり方は持続可能ではない。我々は環境、

経済、社会という三重の危機に直面している。 

 気候変動は現実かつ深刻な危機である。「気候変

動に関する政府間パネル」（IPCC）の試算によれば、

地球全体の平均気温の上昇を産業革命以前と比べ

て２度以内に抑える（これでも深刻な影響が出る）

には、2015年から2018年までにきわめて大規模な

対策をとる必要がある。期限を2020年に延ばした

場合、気温上昇を２度以内に抑えるには、未だ開

発されていないか効果が実証されていない新たな

技術が必要になる。 

 対策が先延ばしにされるほど、地球を救うため

の最後の策をとることで大混乱が発生し、社会の

水準と人権が犠牲になる恐れが高まる。 

 グローバル企業は、資源、生産、消費、投資に

対する支配権を最大化し、活動に伴うコストとリ

スクは社会の各層に負担させようとする。目先の

利益だけしか考えないこうしたやり方は持続可能

１．インド India 

INTUC 本部（ニューデリー） 
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ではない。 

 短期的利益だけを追求した結果、モノの生産よ

り金融商品の売買の方が儲けが大きくなった。プ

ライベートエクイティ（未公開株投資ファンド）

は、長期の生産的投資や雇用の安定を犠牲にして

企業の負債を膨らませ、短期の売買益を確保する

ことで投資家に莫大なリターンを約束する。 

 今回の経済危機は、実体経済への生産的投資を

犠牲にし、際限のない金融投機と短期利益の追求

を奨励してきた政策の結果である。 

環境と経済という二つの危機は、社会的危機と

いう三番目の危機を生み出した。資産と所得の格

差の拡大、教育機会の減少、公衆衛生の悪化（労

働安全衛生を含む）、医療への攻撃、不安定雇用の

急増、若者や典型的弱者グループのための機会の

消滅は、いずれも持続可能な社会の建設が失敗し

たことの報いである。 

 

(3) 底辺への競争 

 資本の活動は今や一国内にとどまらない。あら

ゆる規模と産業の企業が、グローバル・バリュー

チェーン（GVC）といわれる国際的ネットワークを

通じて結びついている。多国籍企業は、生産工程

の一部または全部を外部委託することでGVCを押

し広げている。 

 各国は労働集約型で低技能の生産に特化するこ

とで、GVCに加わろうと競い合っている。持続可能

な産業政策を立案するどころか、多くの国の政府

は輸出加工区によって対内投資を呼び込もうとし

ている。免税などの優遇措置により、生産と労働

によって創造された富はチェーンのトップに位置

する多国籍企業の金庫に直行し、労働者の手元に

は何も残らず、あるいは国内産業の発展にも寄与

しない。 

 その結果、世界的な賃金引き下げ競争が起きて

いる。チェーンの下位に位置する供給業者は、上

位に位置する購入業者の言い値に従わざるをえな

いため、賃金や労働時間の交渉で労働者は強い主

張ができにくく、健康や安全性がリスクにさらさ

れる。多国籍企業はチェーンにおける支配的地位

を利用し、実際の労働コストを反映していない価

格を押し付けることで労働者の労働条件を支配し

ているが、各国政府はそれを容認している。 

 従来のような賃金と生産性との連動性が断たれ

ようとしている。その大きな要因は、生産性向上

の利益を公正に配分する仕組みとしての団体交渉

が後退している点にある。短期的利益の最大化を

狙う企業は、技術革新ではなく労働密度の強化と

いう安直な方法で生産性を高めようとしている。 

 巨大化し、不必要に複雑化した今日の多国籍企

業のバリューチェーンは、人権尊重を後退させて

いる。国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」

は、企業には自社のバリューチェーンで発生した

ことに対する責任があると明記しているが、チェ

ーン自体があまりに巨大で複雑なため、多国籍企

業はそこで何が起きているかを把握できていない。 

 

２．持続可能な産業政策の内容 

(1) 平等の促進 

 社会の持続可能性は、公正、平等、正義、人権、

文化と共同体を尊重することからはじまる。「世界

人権宣言」とILOの労働基準は、それらの価値につ

いて具体的に述べている。 

 持続可能性という視点での平等の実現とは、賃

金の引き下げ競争ではなく団体交渉の促進によっ

て、生産性向上の成果をそれに貢献した人々に行

き渡らせることである。つまり賃金を引き上げる

ことで産業と社会の安定性を確保し、格差を減ら

し、製品への需要を高めることである。 

 重要なことは、持続可能な産業政策には労使の

対立する利害を調停する効果的な労使関係の発展

が必要だという点である。 

 

(2) 技術の確立 

 持続可能な産業政策には、気候変動などに対

応できるグリーンな技術を促進しつつ、多数のデ

ィーセントな雇用を創出する戦略が必要である。

技術革新は労働者に利益をもたらし、業務を効率
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化し、生産性の向上に資するものでなければなら

ない。労働者の作業を部分的な反復業務に限定し、

その結果として労働者の満足感を奪い取り、技能

を低下させ、疾病を引き起こすために利用すべき

ではなく、ましてや解雇を目的としてはならない。 

 

(3) 労働基準の引き上げ 

 持続可能な産業政策には労働基準の効果的実行

が含まれる。具体的には団体交渉の促進、労働監

督のための資源確保、労使の対話促進、不安定雇

用を制限する「労働法」の策定などがある。開発

に関係するあらゆる国際機関は、結社の自由と団

体交渉権を促進することにより、成果が労働者に

行き渡るようにすべきである。 

 また持続可能な産業政策は、失業、退職、医療

などの社会的保護政策で下支えすべきであり、産

業はこれに貢献しなければならない。 

 

(4) グローバル化した世界での持続可能な産業の

構築 

 グローバルなバリューチェーン（GVC）への参加

は、多国籍企業の利益増大だけではなく雇用とそ

の質の確保も視野に入れたものでなければならな

い。各国政府はGVC参加による利益が、労働者、社

会、および研究開発と技能向上への再投資により

公平に配分される産業政策を立案すべきである。

必要なのは輸出加工区という限定的な手法ではな

く、国内産業の持続的な発展と結びついた総合的

な産業開発政策である。 

 バリューチェーンに関する政府の政策では、よ

り多くの付加価値を取得し、これによって国内企

業の立場を強化し、さらに賃金と労働条件の向上、

および技術水準の向上に結びつくような高次の参

加を奨励すべきである。そのため、バリューチェ

ーンへの高次元の参加による利益を労働者にも行

き渡らせるための手段として、団体交渉を促進す

る必要がある。 

 

 

(5) 公正な移行 

 現在のシステムが行き詰っていることを踏まえ、

労働運動は、より良い公正な社会をめざすべきで

ある。現在の状態から目的とする地点に到達する

までには移行期間が必要になる。その間は、新し

いグリーンな雇用を拡大するだけでは足りない。

旧来の産業で働き続けている労働者のニーズを考

慮しつつ、一方で持続可能な未来への旅路におい

て新たにクリーンな雇用が創出される可能性をも

考慮すべきなのである。それが「公正な移行」で

ある。すなわち持続可能な産業政策と社会政策と

を完全に一体化することで、労働者にコストを押

しつけるのではなく、その利益を得られるように

すべきである。 

 

３．政策の実現に向けて 

(1) 政府の役割の強化 

 自由市場は持続可能な開発を創出できない。経

済成長がそのまま生活水準の向上に直結するわけ

ではない。１人当たりGDPが拡大しても格差が拡大

し、環境が悪化することはありうる。経済活動の成

果を再分配するための政府介入が必要である。 

 だが自由市場イデオロギーの拡大に伴って政府

の産業政策づくりは後退した。産業開発を方向づ

けるための政府の介入は、保護主義であり資本に

対する不当な制約だとして攻撃されている。貿易

ルールと貿易協定は、政府による国民のための環

境および社会的保護の法令策定の手足を縛る。国

際的な貿易協定における投資家対国家の紛争解決

条項は、法律と企業の投資目的が対立する場合、

企業が政府を訴えられるようにする。 

 産業開発をめぐる力関係を是正し、その方向を

決する権限を多国籍企業から民主的に選挙された

政府の手に取り戻すべきである。産業政策を見直

し、市場の失敗を政府介入で是正できるようにす

る必要がある。 

 

(2) 包摂的（インクルーシブ）な政策 

 持続可能な産業政策を確立するには、労働、環
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境、産業、貿易、調査研究、エネルギーなどを担

当する政府の各省が一体性のある政策をとるとい

う総合的なアプローチが必要である。同様にWTO、

IMF、世銀、ILO、国連、OECDなどの国際機関も政

策的一体性を確保し、労働市場の規制緩和などを

めぐって各国政府に相反するメッセージが提示さ

れないようにすべきである。 

 産業政策の策定には労働組合も参加させ、企業

側と対等な立場を付与すべきである。産業構造の転

換は労働者の積極的な参加なしには不可能である。 

 

インドの全国使用者団体紹介 

１．全インド経営者連盟（AIOE） 

全インド経営者連盟（AIOE）は、インドで最も

歴史ある使用者団体として、全国の使用者団体の

トップの地位にある。AIOE は、インドのビジネス、

取引、経済を促進する労働・社会政策の形成過程

に使用者の声を反映させる基盤としての役割を担

っている。 

AIOE は 1932 年、労使の利益の相互依存性につ

いて双方の理解を深め、健全な労使関係を促進し、

インド企業の利益に貢献すること、また労働・社

会政策を策定する政府の三者協議体制において使

用者の代表としての役割を務めることを目的とし

て、当時のインドの著名な実業家や慈善家らによ

って設立された。  

 

(1) 目的 

・産業・取引・商業一般の利益、もしくは特定の

利益に直接・間接的に影響する法律その他の措

置を促進、支援、あるいはこれに反対するため

に必要なあらゆる手段を講じる。 

・AIOE の会員が関係している産業・取引・商業に

おける労働者の雇用条件に関する規制を含め、

会員の利益に関わるあらゆる問題に対して可能

な限り組織的・協調的な行動を実現する。 

・会員が関係している産業・取引・商業に影響を

及ぼすあらゆる労働争議において必要あるいは

実行可能な措置を講じる。 

・産業・取引・商業を行う使用者の利益を保護し

促進するため、投資家向け広報活動、人事、健

康と安全、社会保障などの分野で人材の研修・

教育を行う。 

・使用者に労働問題に関する助言を行い、またそ

の労働争議の解決を支援するとともに、調停所、

調停委員会、調査委員会、労働審判所、労使裁

定委員会、労働控訴裁判所など、法廷、裁判機

関、準裁判機関におけるあらゆる審理で使用者

を代表し、もしくは代理人を手配する。 

 

(2) 会員 

・全インド経営者連盟（AIOE）の会員資格は、あ

らゆる使用者団体・商工会議所、ならびにイン

ドで登録されているか国内外で事業を営むあら

ゆる企業が対象となる。 

・会員には団体会員、企業会員、個人会員がある。

団体会員は、インドにおける産業・取引・商業

を代表する協会・商工会議所のみが対象。企業

会員は、実際に産業・取引・サービスに従事し、

経済活動に寄与するあらゆる企業、もしくは４

社を超えない関連会社を含めた企業が対象。個

別会員は、産業・取引・商業を行うあらゆる個

AIOE 本部の会合（ニューデリー） 
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別企業または株式会社が対象。 

 

２．インド経営者連盟（EFI） 

(1) 機構 

インド経営者連盟（EFI）は 1933 年、主に人的

資源、労使関係、労働問題その他の関連分野にお

ける使用者の利益を保護、促進、擁護することを

目的として設立された。長年にわたり、国内外の

様々な討論の場で使用者の利益を粘り強く擁護し

てきたほか、変わりゆくビジネスシナリオに対応

してきた。EFI は、使用者団体と各業界の全国団

体として、労働、人的資源管理、労使関係および

他の関連問題で特別な役割を果たしている。 

EFI は、常任労働委員会、インド労働会議、ま

たその他の州および全国レベルの産業関連委員

会・小委員会など、労働省による様々な三者協議

の場において使用者の利害関係と見解を代表して

いる。また EFI は、全インド経営者連盟（AIOE）

および公営企業常置会議（SCOPE）とともに、イン

ド経営者協議会（CIE）の主要な構成機関となって

いる。国際的には、アジア太平洋経営者団体連盟

および国際経営者団体連盟（IOE）でインドの使用

者を代表している。 

また EFI は、従業員国家公社、従業員準備基金

機構、契約労働者諮問委員会、労働者教育計画を

はじめ、その他の教育や科学に関する機関など、

法定機関であるなしに関わらず様々な団体の協議

の場に参加している。 

EFI は、ジュネーブの国際労働機関（ILO）およ

び使用者の世界的団体である国際経営者団体連盟

（IOE）においてインドの使用者を代表している。

EFI はまた、日本の経団連の国際協力センター（※

編集部注：2011 年に組織変更）と提携している。

同センターでは毎年、南アジア諸国の使用者団体

が共通の問題について討議を行う会議が開催され

ているほか、インドの専門家が日本での視察旅行、

研修プログラム、その他の学習機会を通じて日本

のシステムやプロセスについて理解を深める機会

が提供されている。また日本の経団連はインドで、

日本的経営の重要な特徴をインドの状況に即した

かたちで伝える研修プログラムを実施している。

EFI は韓国経営者総協会とも提携している。 

 

(2) 概要 

①人的問題 

EFI は、使用者団体や商工会議所のネットワー

クを活用しながら積極的な政策環境の形成に努め、

効果的に産業を支援している。そのため、既に顕

在化している問題や、今後問題となりうるテーマ

について州政府および中央政府と頻繁にやりとり

をし、当局に使用者側の見解を伝えている。 

また EFI は、労働組合および政府当局との社会

的対話に参加し、使用者の見解を説明するととも

に彼らの観点に学び、将来に向けた展開を検討す

る上での参考にしている。 

EFI は、民営化が労働に及ぼす影響についての

調査委員会に参加するよう労働省から要請されて

いるほか、州政府や中央政府からも様々な依頼を

受けている。 

②政府との関係 

EFI は、利益や権利に関わる問題についての協

議や広報活動を通じて、政策環境の改善を積極的

に進めている。またビジネスに影響を及ぼす人的

問題の国際的なネットワークを活用し、政府との

関係の中で使用者の利益を擁護している。 

③労働組合との対話 

EFI は、全般的な政策環境の改善をめざして、

労働組合および政府当局との社会対話を積極的に

行い、使用者側の見解を論理的根拠を示しながら

説明する中で、全般的な政策環境の改善をめざす。 

④労使問題の調停者として 

EFI は、任意調停などの裁判外紛争解決手続の

導入計画を進めている。現在、使用者がこの制度

を利用するために ILO と協議を進めている。 

⑤政策および労働法規に関する指導 

EFI は、労働政策および労働法規の施行や適用

に関して、使用者に案件毎の指導を行っている。 
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インドネシア労働組合総連合（CITU／KSPI） 

第３回全国大会活動方針 

2013 年 10 月 ジャカルタ 

 

 

１．基本的な考え方 
 

(1) インドネシアの労働に関する政治は、国家イ

デオロギーとしてのパンチャシラと国家基盤

としての1945年憲法を基礎として成り立って

いる。しかし実行においては、その構造はパン

チャシラおよび1945年憲法に内包されている

価値と同様でもないし、整合性もないことは明

らかである。 

 

(2) 失業率の高さと基本的生活必需品の価格の

高騰は、犯罪率の上昇、賃金による購買力の低

下による社会的生存水準の低下、貧困率の上昇、

多くの子どもの中途退学、健康に必要なものを

獲得するための国民の能力欠如そして児童労

働と性的労働者が氾濫するなど、あらゆること

に影響を及ぼしている。 

 

(3) 社会保障の適用を受けていない労働者が、多

数存在している。ASTEK（労働者社会保険）を

前身とするPT JAMSOSTEK（労働者社会保障株式

会社）の創設以来、30年以上が経過しているが、

本来、社会的保護を得る権利のある労働者約

3,200万人のうち約1,000万人にしか適用され

ていない。 

 

(4) 適切な生活を営むための財源である賃金は、

適正水準とははるかにかけ離れており、闘い続

けなければならない。地方賃金委員会による

県・市別最低賃金および州別最低賃金（UMK/P）

の規定は、雇用期間、教育的背景、経験、技能、

専門性や労働者が扶養しなければならない家

族（妻子）の数を考慮していないからである。

独身の労働者と扶養家族のいる労働者が、すべ

て同一の県・市／州別最低賃金（UMK/P）で支

払われている。1980年の最低賃金規定の施行以

来、労働者はこのような状況におかれている。 

 

(5) 一般的に、労働者が得る最低賃金では、適切

な生計を約15日から20日間しか賄うことがで

きない。その後は、労働者とその家族の生計を

賄うために、国民から様々な援助を受けている。

そのため、構造的な貧困、無知、後進性が年々

増している。 

２．インドネシア Indonesia 

CITU／KSPI 本部（ジャカルタ） 
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(6) インドネシアの労働関連法は、パンチャシラ

と1945年憲法の実施と実現において、国家当局

の一貫性のなさを表している。 

 

(7) 「ILOの結社の自由及び団結権保護条約（1948

年第87号）の批准に関する大統領令1998年第83

号」に関連して、「労働組合に関する法律2000

年第21号」および「ILOの団結権及び団体交渉

権に関する条約（1949年第98号）批准に関する

法律1956年第18号」が公布されたことで、構造

的には政治でも、形式的には法律でも、労働者

の結社の自由および団結権保護に関する法的

保護は存在する。それにもかかわらず、これら

は必ずしも効果的な法の執行を保障するもの

ではない。労使関係裁判所が、上記法令の罰則

規定を適用して、結社の自由および団結の自由

に対する多くの違反を解決することができて

いない。 

 

(8) こうした状況は、全国的に、労働組合員にマ

イナスの影響を及ぼすことになった。だが組合

員は労働組合にとって重要な基盤である。組合

員数が増加し、拡大すれば、組合は一層強固に

なる。活動的な組合員が増えれば、組合費の支

払いもますます多くなる。人材と資金が一層健

全で強固になれば、労働組合の実績と生産性も

向上する。 

 

(9) 2000年９月、国際連合（国連）加盟国である

インドネシアは198ヵ国とともに、国連ミレニ

アムサミット会議でグローバルな開発のパラ

ダイムであるMillennium Development Goals

（MDGs）すなわちミレニアム開発目標に合意し

た。MDGsに合意した国連加盟国であるインドネ

シアは、2015年達成をめざす８つの目標を掲げ

て、MDGsを人間開発促進のための枠組みとする

責任を担っている。 

①貧困と飢餓の撲滅 

②すべての子どもに対する初等教育の達成 

③ジェンダー平等の推進と女性の地位向上 

④乳幼児死亡率の削減 

⑤妊産婦の健康状態の改善 

⑥HIV／エイズ、マラリア、その他の感染症の

撲滅 

⑦環境保全の確保 

⑧開発のためのグローバル・パートナーシップ

の推進 

 

(10)国際労働機関（ILO）もインドネシアの雇用

機会協定に関する全国三者協議の実現を主導

した。このプログラムで、実行すべき４本の柱

がある。 

①雇用機会の創出、雇用機会の回復、事業の継

続。 

②社会的保護と国民保護システムの構築。 

③国際労働基準に対する敬意を強化。 

④平等で持続可能なグローバル化の枠組みに

おいて、優先事項と刺激策を一体化するため

の社会的対話。 

 

(11)実行し実現化すべき主要原則。 

①雇用機会を優先し、経済・社会の回復と発展

に資するために、国家的活動の一部として社

会的保護の構築。 

②リスクの多い若者、低収入・低技能の人、イ

ンフォーマル経済で働く人、移住労働者など

の弱者に対する支援。 

③雇用機会の維持、非就労者のための転職の便

宜、雇用市場へのアクセスを提供。 

④給与削減、労働者基準を低下させることで、

政府や雇用者・経営者が問題解決を回避。 

⑤二者間および三者間の社会的対話と団体交

渉。 

⑥持続可能な経済状況、社会および環境。 

⑦持続可能な企業と雇用機会を可能にする効

果的かつ効率的な市場経済のルール。 

⑧財源が限られている国々に対する開発援助

追加を含む施策の強化。 
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(12)CITU／KSPI（インドネシア労働組合総連合）

は、国民の政治経済発展の柱の一つであり、傍

観者や開発の補完物であってはならない。従っ

て、CITU／KSPIは、全国的構成レベルで、業績

の健全化、強化、向上および組織の生産性をは

かるため、労働団体加盟の支部を強化し、向上

させなければならない。さらに重要なことは、

労働組合員であることに安心と快適さを感じ、

団結することの意義を感じ、満足するには、い

かにして労働団体加盟の組織が、全組合員を擁

護し、奉仕し、保護するかということである。 

 

(13)CITU／KSPIと加盟団体は、違法な雇用実態と

労働者、広くはインドネシア国民を苦しめてい

る実態をなくすために、非常に鋭い監視の目を

持って、政府と国会議員たちに強く働きかけて、

早期に同時に行動しなければならない。 

 

(14)三者協力の観点から、政府は、国民・国家の

経済開発において、労働者の参加と寄与を拡

大・発展できるよう、協力的な労働環境を創出

するために、経済的にも政治的にも弱者である

労働者を保護すべきである。政府は、一握りの

ブルジョワではなく、インドネシアのすべての

国民・国家が公平、平等かつ持続的にともに繁

栄するために、労働分野の開発を調整し、管理

できなければならない。 

 

(15)CITU／KSPIと加盟団体は、2015年１月１日か

ら施行されるアセアン自由貿易地域（AFTA）が

及ぼす悪影響を予測し、行動的な役割を果たさ

なければならない。 

 

２．CITU／KSPIの７つの優先課題 

 

(1) 社会保障問題 

「SJSN（国家社会保障制度）に関する法律

2004年第40号」および「労働者のBPJS（社会保

障実施機関）に関する法律2011年第24号」なら

びにこれらにもとづく政令および大統領令の

施行について、CITU／KSPIは監視監督し、寄与

する。 

 

(2) 労使関係問題 

「労働に関する法律2003年第13号」改正につ

いて、CITU／KSPIは監視監督し、寄与する。 

 

(3) 労使関係裁判所問題 

「労使関係紛争処理に関する法律2004年第

２号」改正について、CITU／KSPIは監視監督し、

寄与する。 

 

(4) 適正賃金問題 

「適正な生計基準に関する労働移住省大臣

令2005年第17号」改正について、CITU／KSPIは

監視監督し、寄与する。 

 

(5) 移住者と家内労働者問題 

「海外におけるインドネシア人労働者に関

する法律2004年第39号」改正について、CITU／

KSPIは監視監督し、寄与する。 

 

(6) インドネシア雇用機会協定問題 

インドネシア雇用機会協定の実施と実現化

について、CITU／KSPIは監視し、貢献する。 

 

(7) 地方および全国の活動について 

CITU／KSPIは監視監督し、寄与する。 
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インドネシア経営者協会（APINDO） 

「組織と活動の紹介」 

 

１．組織の概要 

インドネシアの労働・産業関連問題を扱う民主

的、自主・独立のインドネシアの経営者組織であ

る。1952年１月31日、ジャカルタにて、全インド

ネシア経営者社会経済問題協議会（PUSPI）とし

て設立され、社会情勢の変化に伴い1985年スラバ

ヤでのAPINDO全国大会で、インドネシア経営者協

会（APINDO）と名称変更した。 

 

(1) APINDOの使命 

①労働機関において、インドネシアのビジネス

界を代表する。 

②すべての経営者とりわけ会員を擁護、弁護し、

活性化する。 

③企業内の調和的な労使関係を向上させる。 

 

(2) APINDOのメリット 

①機会の提供 

・労働に関する情報を得ることができる。 

・労働問題のセミナー、ワークショップ、シン

ポジウム、啓発活動に参加できる。 

・就業規則、労働協約、労使関係の終了などの

文書の作成・更新の相談に応ずる。 

・APINDO弁護士チームの支援を得られる。 

②海外での研修、セミナー、会議に参加できる。 

 

(3) APINDOの事業 

・APINDOの原則と目的に反しない限りまたは有

効な法令に抵触しない限り、国内外での産業

関係者との協力を強化する。 

・グローバル時代の要請にあわせたパンチャシ

ラ労使関係の運用規則を実行する。 

・国内外の三者機関において、企業・事業者を

代表する組織として、APINDOの役割の有効性

を向上させる。 

・会員または事業者が、様々な手段と伝達方法

を通じて労働・産業分野の発展について、最

新の情報を得られるよう努力する。 

・人的資源・労働・産業分野の発展について、

会員に提案・助言を与える。 

・専門機関との協同を含め、事業環境における

人的資源の資質および専門性を向上させる

ため、研究および研修活動を行う。 

・会員に以下のサービスを提供する。 

①産業分野の育成、労働生産性の向上、労働安

全、環境保護、採用または賃金に関して、人

的資源活性化の提言または要請を行う。 

②就業規則、労働協約または交渉方式を考案す

る。 

③労使紛争問題に関する提案、要請または法的

助言を行う。 

・会員にとって、合法的かつ有益なその他の事

業を行う。 

 

(4) APINDOの原則 

APINDOは、パンチャシラに従い、共同発展、

相互尊重、相互寛容、公開性、あらゆる形態の

暴力の排除および法規範の遵守のため、全会一

致に達するための合議を優先させる。 

 

(5) 産業関連実施の手段 

A：労働組合、B：経営者組織、C：二者協力機

関、D：三者協力機関、E：就業規則、F：労働

協約、G：労働関係法令、H：労使紛争処理機関 
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(6) 三者協力機関 

・労働問題に関して、政府および関係者に考察

事項、提言または意見を述べる。 

・全国、州および県・市に所在 

・全国、州および県・市の区域別 

・構成：政府、経営者組織および労組関係者 

・三者協力機関の職務規定と構成は、政令に定

める。 

 

(7) APINDOとKADIN（インドネシア商工会議所）

との関係 

・三者協力機関は、「労働・移住・協同組合大

臣決定No.2224/MEN/1975」にもとづいて、以

下の者によって構成される。 

①政府関係者は、労働移住省 

②経営者関係者は、KADIN 

③労働者関係者は、FBSI（インドネシア全労働

者連合） 

・産業関係機関の代表に関する「労働・移住・

協同組合大臣令No.Kep.201/MEN/2001」に、

以下のことが記載されている。 

①産業関係機関とは、政府に登録されている労

働組合、特に労働を専門とし、KADINの認可

を受けている経営者組織と政府機関。 

②経営者組織とは、同じ目的、熱意、同等の経

営レベル、特定の自然的特性にもとづき、合

法的に設立されたインドネシアの経営者の

統一的かつ単一の団体をいう。 

③インドネシア商工会議所は、労働問題に関し

て、APINDOにすべてを委任している。したが

って、APINDOとインドネシア商工会議所は、

あらゆる段階でさらに一致団結して前進す

る。 

④インドネシア商工会議所役員会決定Skep/ 

104/DP/IX/2006によって、APINDOは産業関係

機関でのKADIN代表として認可更新された。 

 

(8) 臨時労働全国三者協力機関の進展 

・政府は、役職の構成と条件の変更に関して関

係労働組合によって拒否された「大臣令2001

年第201号」に代わるものとして、「三者協力

機関組織の手続きおよび構成に関する政令

2005年第8号」を公布した。 

・協力機関作業部会レベルで開催された会議で、

上記の「政令2005年第８号」を改正すること

に、すべての関係者が賛成した。 

・2007年１月26日金曜日、全国の三者関係者は、

臨時全国三者協力機関の設置に賛成した。 

・「三者協力機関組織の手続きおよび構成に関

する政令2005年第８号」は、以下のことを改

定する必要がある。 

①政府、APINDOおよび労働組合の関係者の構成

は、２：１：１（12：６：６）の割合から１：

１：１（全国レベルで各15人）の割合にする。 

②最終学歴条件は、少なくとも３年制専門学校

から高校とする。 

③臨時労働全国三者協力機関の労働組合関係

者からの構成員は、労働組合連合12組合と労

働組合総連合３組合のうち、労働組合会員審

査に合格した労働組合である。 

 

APINDO60 周年式典 
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タイ全国労働団体の運動の方針と課題 
 

 

１．タイ労働会議（LCT） 

(1) 運動の方針 

・教育活動を奨励し、労働者の結束を強めるこ

とで、組織のすべての部門での綿密な協調を

はかり、社会および経済の繁栄に貢献する。 

・世界標準の法律に対応した労働関連の原則を

適用しながら、すべての労働者の生活水準を

向上させることで組織としての成功をおさめ

る。 

・学習の中心地、そして、正当な待遇を受けら

れない労働者を支援するための中心地となる。 

・事業所の雇用状況が適切であるか否かを注視、

管理するため、労働者が団結することを奨励

し支援する。 

・社会と経済のために総合的に有益となるよう

に、他の組織と協力し、協調する。 

・新しい世代の労働指導者は、規律があり品性

が良く、異性間の差別がない生活が送れるよ

うに奨励し、支援する。 

・労働組合を組織の内部の運営管理ができるよ

うに向上させ、労働問題を効率的に改善でき

るようにする。 

・労働界の指導者は道徳性と倫理感を備え、社

会、経済、政治に関する知識と理解を持った

人物であるように奨励し、支援する。 

 

(2) 運動の課題 

・臨時雇用の労働者、または、下請け雇用の労

働者は、雇用契約が短期的で、契約更新が困

難なため雇用が不安定で、労働組合に参加す

る機会もなく、正規雇用の労働者と同等な福

祉を受けられないという問題を抱えている。 

・越境労働者は、労働組合の勢力を抑えるため

にタイ人の労働力にとって代わろうとしてい

る。場所によっては、交渉能力を持たない越

境労働者が、タイ人の超過時間労働に代わる

ものとして雇用されている。 

・労働組合には工場を調査する権限がないため、

政府当局に頼らざるを得ない。 

・企業による労働規則の制定は、労働者に配慮

したものとはなっていない。例えば、従業員

に超過時間勤務手当を支払う必要がないよう

に、勤務時間や超過勤務時間を変更するよう

な事例がある。 

・福祉内容に係わる例年の要求事項の提示。 

・労働組合費を支払ってはいるものの、要求事

項に対する回答に不満足で、労働組合を脱退

するという事例がある。 

 

 

 

３．タイ Thailand 

LCT 本部 
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２．タイ労働組合会議（TTUC） 

(1) 運動の方針 

・労働組合の設立と再生。 

・教育への支援と職業の習得。 

・苦情申し立て中、および訴訟係争中の労働者

に対する支援。 

・労働組合が三者委員会に参加することへの支

援。 

・外国人労働者、少年女性労働者、身体障がい

者の権利、労働関連法規、ILO条約第87号およ

び第98号の批准、雇用の定着化、消費者の権

利等々の問題に関して、時宜的、または、継

続的に活動と応援を行うために、別のネット

ワークおよび他の組織と提携する。 

 

(2) 運動の課題 

・労働者の待遇に関して、同一の基準による対

応がなされていない。 

・越境労働者、特に、ミャンマー人が、多数の

タイ人の仕事を奪っている。企業は、越境労

働者が要求をしない、労働組合がない、交渉

をしないので扱い易いため、彼らを雇う傾向

がある。 

・正当性を欠く工場経営者がいる。負傷した労

働者がいても責任を取ろうとしない。特に法

律に違反して入国している越境労働者は、何

の要求もできない。 

・経営者が、労働組合の役員に仕事をさせない

という方法をとっている。要求事項を提示し

た労働組合員を自宅待機させて、賃金は支払

うのである。 

もう一つの問題は、労働組合のメンバーであ

ると経営者が知った場合、超過勤務をさせな

いことなど、嫌がらせをすることである。労

働組合を脱退した場合には、超過勤務を許可

するとしている。 

 

 

 

３．全国民間産業労働者会議（NCPE） 

(1) 運動の方針 

・インフォーマルセクター・ワーカーとフォー

マルワーカーについての知識と理解を広め、

また、家計簿に対する重要性と必要性につい

て啓発する。 

・家計簿をつける運動の受け皿となる組織作り

を推進する。なぜなら、家計簿をつけた結果、

節約から生まれた余剰金が、当面の問題を抑

止し、将来に備えるための「貯蓄組合」の創

設につながっているからである。 

・家庭内で傷病が発生した場合、貯蓄組合から

借り入れを行って問題を解決する方が、非正

規金融業者から借り入れを行うより有利であ

る。また、収入を増やすために副業をする場

合、融資を受けて投資を行うこともできる。

それは、家族に安定をもたらす一つの方法で

ある。 

・協力して協同組合という基礎の上に組織を構

築する。資本を結集し、企業を買収する、ま

たは、事業を拡大することで、結集した資本

から生まれた利益により、事業を拡大してさ

らに安定性を加える。これによって利益はさ

らに拡大する。 

・こうして得られた利益は、組織のメンバーの

ために、各種の福祉、安定した生活、または、

子女の教育に振り向けられる、あるいは、決

定権を有するメンバーの判断のもと運用され

る。これらの運用は、多数決によって実行さ

れるという民主主義の原則にもとづいている

ため、すべての関係者に好結果をもたらす。 

・２種類の案件を併行して遂行する。即ち、政

府に対する「国民年金」についての要求を、

フォーマルワーカー、およびインフォーマル

セクター・ワーカーの声をあわせて行うこと。

この要求を、両者が併行して行うことで、フ

ォーマルワーカーとインフォーマルセクタ

ー・ワーカーの要求が同じものであることを

社会に向けて伝達していく。 
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・この件に関しては、評議会はかつて、一度提

案を行ったことがあるが、政権交代という理

由で逃げられた。これが、「国民年金」が、高

齢者に対する救済金500バーツに変化した経

緯である。 

 

(2) 運動の課題 

・賃金 

賃金水準が同一でないという問題は、多くの

企業で、明確な賃金体系が存在していないと

いう現状に起因している。最低賃金の改定が

行われる都度、長年勤務してきた従業員の給

料が新入社員と同じ給料になったという現

象が見受けられる。例えば、最低賃金が215

バーツであった当時、10年以上勤務している

従業員は、最低賃金より、35バーツ高い給料

であった。しかし、今年最低賃金が300バー

ツに改訂されると、給料は、335バーツには

改定されず、新入社員と同じ300バーツにと

どまった。 

・福祉手当 

各種福祉手当は、例えば、生計補助費など、

不十分な状態である。生計補助費は、上昇す

る生活費に追いついて行けない。多くの従業

員が会社近辺の地域住民ではなく、借家住ま

いをしなければならないため、自分の家を買

うための貯金もできていない。将来のために

貯蓄した金は、退職した時には残っていない。

社会保険の基金をみると、退職時の支給金は

何もない。わずかに、２年後から3,000バー

ツの支給があるのみである。１日当たり、100

バーツであるが、汁ソバ１杯が50バーツの時

代に、２杯食べれば、その日はもう食べられ

ない。これで、子どもや家族があればどうす

ればよいのか。このような福祉に対して、所

属する組合のために、評議会は活動していか

なければならない。 

・下請け 

安定した経営を続けるために多くの事業所

が、下請事業という仕組みを利用して、仕事

を委託する、または、下請け作業員に作業を

委託している。この場合、仕事を委託した側

の企業は下請けを行っている企業の従業員

には、福祉の恩恵を与えていない。それは、

間接的にコストを引き下げるためである。下

請け作業を引き受ける側は、作業期間が短く、

容易に交代を行うことができるため、不安定

でありながらも、作業を引き受けるのである。

このような安定性に欠ける雇用形態も、その

ような方法を選択する企業によって発生し

ている。 

・教育訓練 

労働者の教育水準は、大部分が低い水準に留

まっており、企業の側も、従業員に対してあ

まり奨励を行っていないため、評議会が、メ

ンバーである労働組合に、助言と指導を行う

役割を持たされることとなっている。特に現

在は、テクノロジーが、著しい発展を遂げた

結果、従業員の交渉を行う権限が大きく減少

してきている。企業は、新しい従業員を雇う

ことによって、新しい技術の担当者とするこ

とが可能となり、古い従業員は、会社への貢

献度を上げることで、自分の立場を良くする

という機会を得がたくなっている。また企業

側は、古い従業員に対して、彼らの貢献度が

上昇していないという事実を利用しようと

している。 

・労働組合の理解 

多くの従業員は、労働組合について、真の知

識と理解を有していない。とくに、労働組合

の理念についての理解が足りない。大部分の

組合員は、当面の問題が解決されれば、それ

で組合の役目は終わったものと理解し、次の

新しい問題が発生して活動が再開するまで、

組合の重要性を認識しない。 

・労使関係の理解 

企業の経営機構の運営方法に関する知識と

理解が欠如している。そして、実施すること
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を頼りに出来るような機能的、かつ、国際的

な基準にもとづいて労働組合を運営するた

めの指針となる学習体制と教育体制が欠如

している状態を改め、企業の経営機構、運営

方法、事業の運営方法、管理監督に関する基

礎的教育を受けさせる。 

 

４．タイ金属労連（TEAM） 

(1) 運動の課題 

①請負賃金制度から不当な雇用契約まで。  

②労働者を支援するための４つの基本項目、即

ち、1.賃金、報酬  2.福祉  3.安全性  4.安

定が約束された雇用。 

③労働組合内部の問題、すなわち、集会を開催

すると、雇用者が干渉し、その際、日本側の

方針により集会を禁止するという口実を使う。 

④タイ国に滞在し、経営を行っている雇用者は、

労働組合の交渉能力を低下させるために、労

使交流を口実にして労働組合の指導者と親し

くなろうとするが、本気で親しくなろうとし

ているわけではない。 

⑤仲介者または会社の相談役を仲介とした経営

者側との交渉は情報が曲解されて、間違った

情報が提供されることがあるため、日本人経

営者の考え方が悪い方に誤解されることがあ

る。 

⑥タイの労働組合は、経営者側と交流がなく、

最初から経営管理に関する知識や情報が得ら

れない。 

 

５．タイ自動車労働組合会議（ALCT） 

タイ自動車労働組合会議（ALCT）の運営が設立

当初の目的と効果を達成するように、次の通りタ

イ自動車労働組合会議の行動方針と計画を策定す

る。 

(1) 労働運動関連の方針  

①労働者グループ間の協力関係を構築する。 

②労働運動向上のための協力を奨励する。 

③国家労働者評議会を設立する。 

④社会のための労働運動を創始する。 

 

(2) 評議会の運営方針 

①人材育成のための役員会会議、役員会セミナ

ーを開催する。 

②評議会を労働界の中心機関とするため会員を

拡充する。 

③効果的な広報活動を拡充する。 

④評議会の執務場所を会員を接遇するのに十分

な場所に改装する。 

⑤評議会の運営に民主主義の原則を採用する。 

 

(3) 労働法規に関する方針 

①法律にもとづいて労働者の保護を行う。 

②労働者に対する正当性と正義性のある法律改

正が行われるように運動を行う。 

 

(4) 教育に関する方針 

①労働問題に関する知識が与えられるような訓

練を実施する。 

②教育と労働技能の向上を奨励する。 

 

(5) 政治社会に関する方針 

①民主主義制度の保護を奨励する。 

②社会の公共の便宜のための活動に参加する。 

③国家の運営における労働者の代表を支援する。 

 

(6) 外国に関する方針 

①外国の労働機関との協力を行う。 

②外国人労働者の問題解決に協力する。
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タイ使用者連盟（ECOT） 

活動報告（2013年10月31日） 
 
 
＊タイの全国使用者団体、全国産業団体の数は10を超える

が、そのうち、タイ使用者連盟（ECOT）は、国際使用者

連盟（IOE）に加盟しており、ILOにおけるタイ使用者の

代表として位置づけられている。 

 タイには、商業部門の経営者および工業部門の

経営者の主な団体として、タイ商工会議所とタイ

産業組合があるが、1974年11月17日に、このタイ

商工会議所とタイ産業組合の合同会議が行われ、

タイ商工会議所とタイ産業組合の効率アップのた

めに、学術的サポートを行う団体としての産業ビ

ジネス学術事務局を設立すべきとの意見がまとま

った。 

 同事務局の執行役員はこの２つの団体の代表か

らなり、その目的を次の通りとした。 

①様々な分野の経営者間の協力関係の推進。 
②企業の経営者と政府との間の理解を促進し良

好な協力関係を構築。 
③労働関係の促進。 
④企業の経営および管理運営にかかる研究の促

進。 
 産業ビジネス学術事務局の運営は順調に進んだ

が、困難な問題に直面した。それは、労働組合が

要求事項を突き付けて頻繁にストライキを起こし

たもので、事業経営および国の経済に影響を及ぼ

した。そのため1975年「労働関係法」が発布され

た。それは労働関係に係る問題を解決するために

労働関連についての規定と服務事項を定めたもの

で、主に、労働組合と使用者協会および使用者連

合の設立に関する規定を設けた。これらの団体は、

使用者と被雇用者の間で衝突した際に起きた問題

を解決し、労働争議の決着をはかるための組織で

あり、それぞれの団体が交渉し、話し合うことを

目的とする。 

 従って、1975年５月19日に行われた産業ビジネ

ス学術事務局執行委員会において、1975年「労働

関係法」に則った使用者協会などの設立を促進、

支援することを決議した。産業ビジネス学術事務

局は、様々な使用者協会の中立的な事務局として

の役割を果たすもので、会議で決議に至った理由

は以下の通り。 

①使用者協会の設立を認めた法律に従い実行す

るため。 

②使用者と労働者の間で交渉、話し合いを持つ

ため、それぞれの組織の代表が交渉の場を持

つこと。 

③使用者と労働者の良好な関係を促進するため。

使用者と労働者の組織を通して交渉すること

で進める。労働組合と使用者協会が代表を送

って交渉することにより、衝突が起こる可能

性を低くすることができる。 

④交渉、話し合いに重きを置き、労働問題に真

剣に取り組むため。理由は、労働組合と使用

者協会の枠組みでの交渉は、使用者が個別に

話し合いを持つより信用性が高いため。 

 以上の会議における決議により、様々な使用者

協会の設立手続きが始まった。登記はまず最初に、

ECOT 本部事務所 
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電気製品業使用者協会、鉄金属業使用者協会、冷

蔵室業使用者協会、タイ織物業使用者協会、請負

職人使用者協会から行われた。さらに、バンコク

ホテル業使用者協会、パタヤホテル業使用者協会、

水上運輸船オーナー使用者協会、タイ国仕立業店

使用者協会、医療用機器業使用者協会が登記され

た。このようにして設立された様々な使用者協会

が集まり、1976年８月23日10:00より、バンコク、

プラトゥーナームのインドラ・リージェントホテ

ルのミンの間で行われた会議で、全会一致でタイ

国使用者連合議会の設立が決議されたことにより

誕生した。そして産業ビジネス学術事務局が、タ

イ国使用者連合議会の事務局の役割を負うことに

なった。その時に設立されたタイ国使用者連合議

会は、使用者協会および使用者連合のように法人

としての登記を行わなかった。理由は、登記を受

け入れる、または強制する法律がまったくなかっ

たからだ。しかし1976年10月６日のクーデターが

起こった際、国家統治改革委員会は、1976年10月

21日付け「第46回国家統治改革委員会命令」を発

布し、1975年「労働関係法」の改正を命じ、タイ

国使用者連合議会は法人としての登記を行わなけ

ればならないと規定した。 

 タイ国使用者連合議会のメンバーは、設立され

た使用者協会10ヵ所と使用者連合１ヵ所から構成

されている。その他に使用者協会としての設立に

は至っていないが、産業ビジネス学術事務局から

移籍した108の様々な事業所がサポートメンバー

として参加した。 

 最初からメンバーとなった使用者協会と使用者

連合は以下の通り。 

①電気製品業使用者協会 

②鉄金属業使用者協会 

③医療用機器業使用者協会 

④タイ織物業使用者協会 

⑤請負職人使用者協会 

⑥冷蔵室業使用者協会 

⑦タイ国仕立業店使用者協会 

⑧バンコクホテル業使用者協会 

⑨パタヤホテル業使用者協会 

⑩タイ国水上運輸船オーナー使用者協会 

⑪タイ国ホテル業使用者連合 

 当時のタイ国使用者連合議会事務局の正規職員

には、産業ビジネス学術事務局の職員と、もう一

人は運営者であり関係する様々な公的機関や組織、

個人の委員など様々な人物との連絡をする役員が

なり、タイ国使用者連合議会の設立に至った。 

 タイ使用者は、国際使用者連盟(IOE)のタイ国内

における唯一の加盟団体であり、国際労働機関(ILO)

との協力関係においてタイ国の使用者の代表であ

る。主な責務は、様々な業界の事業主を助け、事業

主がより良い事業運営を行い、競争力を増すことが

できるよう推進することである。同時に、労働者の

生活の質を向上させ、様々な分野の使用者の事業運

営に貢献できるよう推進する。例えば、事業に関す

る問題や労働水準、関係する法律についての相談の

受け付けなどを行う。 

その他の活動として、メンバー会社に研修や開

発のためのプログラム作り、公的機関と民間の間

の良好な関係作り、政府・使用者・労働者の三者

間における理解と良好な協力関係を創造し、それ

ぞれに利益をもたらす戦略的役割、国際的な組

織・部署との協力ネットワークの推進と拡大、そ

して事業の経営と管理に係るノウハウの交流と普

及を行う。また、国際レベルの労働水準への引き

上げ、社会的責任のある事業経営のコーポレート

ガバナンスの意識啓蒙を促進し持続的な開発を進

める。時代に即応した研修プログラムを作成し、

組織運営や人的資源の分野での要望にこたえる。

また、国家レベル、国際レベルの舞台で政策や実

務面での意見を述べるタイ使用者の代表となる。

特に、ILOの理事会においては使用者側の代表とな

る。 
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ベトナム労働総同盟（VGCL） 

第 11 回全国大会活動方針 

2013 年８月 ハノイ 

 

 今後５年のベトナム労働組合の活動には、機会

や好条件とともに、社会的、経済的困難をはじめ

とする様々な問題や課題がつきまとうだろう。

2020年までにベトナムの工業化と近代化を加速さ

せて先進国の仲間入りをするためには、優秀な人

材とこれによる労働市場の急速な改革が必要にな

る。未熟練労働者は働き口が見つかりにくくなり、

失業の危険性が高まるだろう。労使関係はいっそ

う複雑化するだろう。社会的諸問題や腐敗といっ

た負の側面への闘いは今後も必要である。住宅、

育児、社会保険、医療保険は引き続き労働者にとっ

て緊急課題である。これらの状況は今後も労働者

と労働組合に影響を与え続ける。 

 

１．2013～2018年期の活動について 

(1) 全体的目標と方向性 

「組合員と労働者の利益のために、またわが国

の持続可能な発展のために、労働組合の活動の課

題と方式を引き続き革新する。職場を重視し、労

働者の生活に目を配るという役割をきちんと実行

し、組合員と労働者の正当な権利と利益を代表か

つ擁護し、国の運営および社会と経済の管理に効

果的に参加し、広報宣伝・教育活動、および組合

員と労働者のための愛国的な模倣運動の質を高め、

組合の組織化と新規加入の取り組みを強め、組合

代表者のための研修と再研修を重視し、強力な組

合を構築し、労働者階級を国家の建設と防衛の中 

心的かつ主導的勢力とするために貢献する」 

 

(2) 活動の合言葉 

「組合員と労働者の権利と正当な利益のために、

わが国の持続可能な発展のために、引き続き組合

活動の内容と形態を革新しよう」 

 

２．各種の目標と４つの行動計画 

(1) 各種の目標 

①組合の直接的行動のための目標 

・2018年末までに組合員数を1,000万人にする。 

・30人以上の労働者を雇用する事業所と企業の

90％を組織化する。 

・フルタイムの組合役員の100％、パートタイム

の組合役員の70％を対象に、労働組合主義と

組合業務についての研修・再研修・教育を行

う。そのための財源を確保する。 

・重大な労働災害に対するすべての調査チーム

に組合代表者を含める。労働組合のある企業で

は、すべての作業チームに１人の安全活動家を

置く。 

・毎年、行政機関と国営企業の職場の組合の

80％以上、非国営企業と外資系企業の職場の

組合の40％以上が「強力な組合」として認定

されるよう取り組む。 

・職場の組合は、毎年平均１人以上の優れた組

合員を労働党に紹介して研修を受けさせ、入

４．ベトナム Viet Nam 
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党させる。 

・省単位の組合、市の連合体、全国産業別組織、

およびベトナム労働総同盟（VGCL）に直接加

盟している企業組合の100％に法律顧問と諮

問機関または法的助言組織を設置する。 

・あらゆるレベルの重要な組合役員、および上

位組織の女性委員会の役員の100％に、ジェン

ダー平等、組合活動へのジェンダーの統合に

ついての研修を受けさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②組合教育の目標 

・毎年、行政組織や行政機関の95％が労働者・職

員会合を行い、国営企業の95％以上、株式会社

と有限会社の50％以上が労働者集会を行う。 

・国営企業の100％、民間および外資系企業の

65％以上を労働協約の適用対象とする。 

・毎年、組合員および組織化された職場の労働

者の80％以上に、政府と労働組合の指示、決

議、政策、法律についての教育と研修を行う。 

・組合員および組織化された職場の労働者の

60％以上を各種の研修会に参加させ、その技

能と知識を高める。 

 

(2) ４つの行動計画 

・「2013～2018年期の組合員拡大」プログラム 

・「組合役員層の質と能力の向上」プログラム 

・「労働協約の交渉、締結、効果的履行の質的向

上」プログラム 

・「組合員と労働者の能力および専門的技能の向

上」プログラム 

３．課題と主要な決議 

(1) 組合員と労働者の生活に目を配り、その正当

な権利と利益を代表し擁護する 

・組合組織、および労働者の権利と義務に関わ

る政策と法律の策定への労働組合参加の質お

よび効果を高める。改訂された「労働組合法」

と「労働法」の履行を強力に後押しする。「労

働協約の交渉、締結、効果的履行の質的向上」

プログラムの実行に集中する。 

・様々な形態の法的助言や法的支援活動を確立

し、その質を高める。草の根民主主義のため

の規則を効果的に実行する。企業における協

調的で安定的で進歩的な労使関係を確立する

観点から、労働組合・労働者と使用者間の社

会対話を促進する。労働組合と労働者に関す

る制度、政策、法律の実行状況の監視および

監督活動に際し、調整を強化してその内容を

改善する。 

・工業団地の労働者住宅、低所得者向けの公共住

宅、福祉の確立、スポーツ・文化施設、労働者

向けの育児施設などに関する政策の見直しと

修正に積極的に参加する。労働組合が運営する

職業訓練および雇用促進機関の能力を高める。

国立労働保護研究所（NILP)の活動を刷新し、

効率性を高める。使用者と連携して労働安全衛

生の問題を労働協約や企業内規則に組み込む。

「ゴールデンハート・ファンド」「アフェクショ

ン・フィッシュネット」「労働組合の温かな家」

プログラムの発展と実効性を強力に後押しする。 

 

(2) 宣伝・教育 

・組合員と労働者向けの宣伝、政治的、思想的

教育、階級意識の向上に継続的に取り組む。 

・組合員と労働者のための法律と政策の普及活

動を定期的かつ詳細に行う。毎年恒例の「労

働者月間」を継続的に組織する。「草の根の文

化的生活の確立」「近代的な文化的生活の培養」

運動を発展させる。 

VGCL 本部 
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・職場での文化・スポーツ活動を定期的に行う。

組合の宣伝広報活動、文化ホール、労働者ク

ラブの活動の質と効率性を高める。労働者階

級と労働組合に関する理論的研究と実態把握

を促進する。 

・組合員と労働者を腐敗や不正行為との闘い、

強力で透明な国家建設に立ち上がらせる。 

 

(3) 組合員と労働者による愛国的運動を組織し、

わが国の社会的、経済的発展の達成という任務

に貢献する 

・組合員と労働者による愛国的模倣運動を継続

的に推進する。「卓越した労働、創造的労働者」

活動に注力し、「農業の工業化と近代化、地方

開発のための闘い」「新たな地方の創出」「グ

リーン、クリーン、美しさをめざす労働安全

衛生の確保」運動の効果を高める。 

 

(4) 組合員の組織化と獲得、強力な労働組合の構築、

あらゆるレベルの組合代表者の資質と能力の向上 

 「2013～2018年期の組合組織化と組合員獲得」

プログラム、および「組合代表の資質と能力の向

上」プログラムを効果的に実行する。職場組合を

拡大し、強力な組合を構築する。企業の所有形態と

産業に適した組織化のモデル、およびあらゆるレベ

ルの組合の機能と任務について研究し、深化させる。 

 

(5) 女性の活動 

 工業化と近代化の過程における女性活動に関す

る政治局第11号決議とVGCL行動計画を引き続き実

行する。女性労働者とジェンダー平等に関する政

策と法律の策定および実行監視に積極的に参加す

る。 

「労働において卓越し、家庭において能力を発

揮する」運動などを継続的に実行する。 

 

(6) 国際活動 

 合言葉である「積極性、柔軟性、創造性および

実効性」を踏まえてベトナム労働組合の対外活動

に取り組む。各種の国際的な舞台と国際的労働運

動の活動に積極的に参加する。対外宣伝と調査活

動の質と内容を向上させ、組合の対外活動に関す

る予測と助言を行う。 

 

(7) 監査活動と監査委員会の取り組み 

 監査活動とあらゆるレベルの監査委員会の取り

組みを推進するとともに、「労働組合法」、組合の

決議、指示、規則の実行状況、および組合の財政

と資産に関する監査をより重視する。組織を強化

し、組合監査員の研修と再研修、資質と技能と能

力の向上に向けた取り組みを後押しする。 

 

(8) 労働組合の財政および経済活動 

 組合財政の徴収、支出、管理に関して、2012年

「労働組合法」や国とVGCLの規定を厳格に実行す

る。組合設立企業の効率化に向けたリストラと再

編成を継続する。 

 

４．指示と実行 

(1) ４つの行動計画と明示された課題の実行を厳

格に検証する。各期ごとにVGCLの執行委員会と

議長団は重要課題を選び出し、その実行を加速

させる。 

(2) 職場を重視し、職場の実態、労働者、組合員

に密着する。組合活動における形式主義と利己

的風潮を是正する。 

(3) あらゆるレベルの組合役員の責任と質を高め

る。労働組合と行政機関および関係する大衆組

織との効率的調整を重視する。 

(4) 情報提供と報告における規律を強化するとと

もに、あらゆるレベルの組合活動における指示

や指導に情報技術を活用する。 

 VGCL第11回全国大会は「団結、知識、民主主義、

革新」の大会であり、わが国の労働者階級、労働

組合、組合員、および労働者の意思を表明する大

会である。 
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 過去84年にわたるベトナム労働者階級と労働組

合の輝かしい革命的伝統を引き継ぎ、組合代表、

組合員、労働者は、活力と創造性との精神をかか

げ、団結してあらゆる困難を乗り越え、VGCL第11

回大会の決議を効果的に実行し、全国民とともに

わが国の工業化と近代化を推し進め、民衆の繁栄

と強力で民主的で公平で文明的な国家をめざす。 

 
 

ベトナム商工会議所（VCCI） 

組織と活動の紹介 

 

１．ベトナム商工会議所（VCCI）の役割と機能 

ベトナム商工会議所（VCCI）はベトナムの使用

者の全国団体である。全国に８つの支部（２つの

駐在員事務所を含む）を持つとともに、国際使用

者連盟（IOE）、アジア太平洋使用者連盟（CAPE）

に加盟している。 

(1) VCCIの役割 

・ベトナムにおける使用者代表としての役割を強

化する。 

・ベトナム労働総同盟（VGCL）、労働傷病兵社会福

祉省との三者協議に参加する。 

・使用者や実業界に有利な政策環境をつくる。使

用者の意見や提案を政府の政策に反映させる。

使用者の正当な権利を保護する。 

 

(2) VCCIの機能 

①全国レベル 

・使用者のイメージ向上をはかり、企業の労働・

社会問題に関する国の立法政策に積極的に関与

する。 

・国際的な労働問題や、国内、地域、世界におけ

る使用者の状況について政府と協議する。 

・VGCLと調整して、協調的な労使関係を構築する。 

②省レベル 

・省レベルの使用者団体を代表し、加盟団体をさ

らに増やす。 

・使用者を代表する組織の役割について加盟団体

の認識を高める。 

・加盟団体のネットワークを構築する。 

・地方企業の加盟を促す。 

③企業レベル 

・労働傷病兵社会福祉省との協議や地域・世界

フォーラムにおいて使用者の要望を反映させ、

使用者の正当な権利を保護する。 

・下記の事項について企業向けコンサルティング

サービスや研修を行う。 

 

(3) 活動のテーマ 

・労働法、労働契約の条項 

・従業員の採用スキル、管理職の登用スキル 

・企業における労務管理と人材育成 

・企業内の労働争議・ストライキ防止策 

・労働争議やストライキの調停・解決方法 

・企業の賃金水準や最低賃金の設定 

・労働安全衛生における使用者の権利と義務 

・企業における労働者の健康とHIV/エイズ 

VCCI 本部 
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・社会保障と社会福祉における使用者の権利と義務 

・女性労働者と児童労働の問題に関する使用者の

権利と義務 

・雇用創出に向けた小規模事業の開発 

・地域、世界、国際社会における各国の労働基準

と国際労働条約 

・人的資源、労働生産性、企業の社会的責任 

 

２．ベトナム商工会議所（VCCI）と政府と

の協力関係に関する首相決定 

(1) 各省庁および政府機関（以下「政府機関」とい

う）は、VCCIが首相の決定に定める役割と任務を

遂行するのに適した条件を創出し、支援を提供す

ることに責任を負うものとする。 

(2) VCCIは、政府機関ならびに県および市の人民

委員会に対し、各産業における企業活動の環境

を改善し、これに適切な指導と支援を行い、良

好な条件を創り出すための経済的制度と政策の

確立および実行について、独自の提言と助言を

行う責任を負うものとする。 

(3) VCCIは、企業社会の意見と提案を収集して首

相に報告するとともに、企業社会による事業活

動に関わる諸問題について討議するための企業

代表者と政府機関による会合を組織する責任を

負うものとする。 

(4) VCCIの会頭は、関連する諸問題に関する政府

の会合への出席を招請されるものとする。必要な

場合、VCCIの指導部は二国間または多国間の経

済協力に関する活動への参加、および国内外へ

の政府代表団への参加を招請されるものとする。 

(5) 必要な場合、首相はVCCIに権限を委任し、ま

たはこれを通して、他国の非政府組織、および

ベトナムとの外交関係が樹立されていない国と

の間で、経済的および貿易関係の強化をめざす

ことを目的とした政府の特定の業務を遂行させ

ることができる。 

(6) ベトナム貿易省、国家計画委員会、国家協力

投資委員会、および外務省は、効果的な貿易お

よび投資の促進を組織するためにVCCIと十分な

調整を行う責任を負うものとする。これら政府

機関の長およびVCCI会頭は、上記の分野での協

力強化のために定期的な取り組みを立案するも

のとする。 

(7) 政府機関ならびに県および市の人民委員会は、

VCCIに対し、その役割と任務を適切に遂行するた

めに必要なすべての法的文書その他の情報が入

手できるようにする責任を負うものとする。VCCI

会頭は、首相に対し、６ヵ月おきに、企業社会の

発展および商工会議所の活動について報告する

とともに、政府機関および関係する人民委員会に

対し、企業の現状に関する報告を送付する責任を

負うものとする。 

(8) VCCIは、ベトナムおよび海外に支所または代表

事務所を置くとともに、その明示された目的に

従って、外国の非政府組織、団体、および他の機

関ならびに国際的組織との間で関係を築き、発展

させる権限を付与されるものとする。 

(9) VCCIは、資質のある職員が政府の訓練プログ

ラムに参加するための割当を付与されるものと

し、また政府から、企業幹部および経営者を対

象とする貿易と投資促進のための訓練プロジェ

クトおよびプログラムを、関係のある国内外の

組織と共同で実行する任務を付与される場合が

ある。 

(10)VCCI会頭は、スタッフメンバーを指名して海

外での活動および研究にあたらせるとともに、外

国の企業関係者、投資家、研究者をベトナムに招

請し、現に有効な政府の規則に従って活動させる

権限を有するものとする。 

(11)VCCIは財政的な自治権をもち、非営利団体に

適用される規定に基づいて、国家に対する財政

的な義務を履行するものとする。 

(12)本決定は署名の日から発効するものとする。

VCCI会頭、各閣僚ならびに庁および政府機関の

長、県および市の人民委員会の議長は、本決定

の実行に責任を負うものとする。 
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ミャンマーの労働組合の現場資料 

ニューウェイ製靴工場労働組合活動報告 

（2012年６月12日～2013年６月12日） 

 

１．ニューウェイ製靴工場は、ヤンゴン管区フラ

インターヤー区第四工業地区にある。製造品目

は靴である。製造された靴は主として日本へ輸

出される。一部はヨーロッパや台湾にも輸出さ

れている。労働者の数はおよそ1,500人である。

経営者はビルマ人となっているが、現在、実際

に事業を運営しているのは台湾人である。 

 

２．2012年５月29日から６月９日までニューウェ

イ製靴工場において労働者による抗議行動が

発生した。労働者側の要求は賃上げと工場内に

おける厳しすぎる規則の緩和である。抗議行動

は最初100人を超える程度の労働者によって始

まったが、昼休みの時間帯にはほとんどの労働

者が加わった。昼食前に経営者側が抗議行動に

参加したものをリストアップし、解雇すると発

表したため、労働者のあいだに連帯意識が強ま

り集団行動へと広がったのである。 

 

３．2012年５月の終わり、６月に入った段階で、

ある政党のアドバイスにより、ニューウェイ製

靴工場での抗議行動に参加した労働者の代表

たちから労働組合を結成しようという動きが

出てきた。代表たちと一般労働者たちは、要求

行動を続けながら組織化を行った。 

 

４．抗議行動を続けながら、労働者たちは労働組

合の執行委員たちを投票によって選出した。こ

の時期、組合は多くの労働者から期待され、注

目された。こうした組織化と団結の強さによっ

て工場における交渉は成功をおさめた。経営者

は一般労働者と執行委員のあいだの団結の強

さを見て、弾圧を加えることをためらった。 

 

５．工場内において交渉を行う一方、外部の労働

組合とも連携をとるよう努力した。最初に協力

関係ができたのはタインイー製靴工場である。

タインイー製靴工場との関係を通じて上級弁

護士と会い、法律面の助言を受けることができ

た。またタインイー製靴工場労働組合とはとも

に地域労働組合と結成する努力をした。しかし、

条件が整わず、結成はかなわなかった。今後も

努力を続ける。 

 

６．2012年８月８日にはILOの招待によって、ニュ

ーウェイ製靴労働組合の二人の執行委員が会

議出席の機会を得た。会議の議題は「工場現場 

５．特別資料 

ミャンマー労働者 
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における関係の改善について」であった。 

 

７．経営者に賃金制度に関わる諸表や書類、労使

間の契約書などの提出を要求した。また執行委

員会は規約の作成につとめた。資金の運用につ

いての規約も定めた。労働組合活動のための掲

示板を要求し確保した。組合の活動に関して掲

示板に貼り出し、労働者への周知をはかった。 

 

８．地域生活用品・靴製造業労働組合を結成すべ

く努力した。まずアウンタイル工場労働組合の

委員長と話し合った。さらにアウンセイン紡績

工場の委員長とも会談した。当時、彼は解雇さ

れていた。ニューウェイ製靴労働組合はこの解

雇に対する抗議声明を発表した。 

  

９．弁護士の記者会見に同席した。会議では各労

働組合の共同行動について話し合った。弁護士

は労働者の意思を明らかにするために記者会

見を行ったのである。会議では決議を採択し、

その後デモ行進が行われた。ニューウェイ製靴

労働組合はデモには参加しなかった。 

 

10．フラインターヤー区で開かれた会議に出席し

た。この会議の席上、呼びかけ人は労働者権利

獲得委員会の設立を提案した。この会議には８

団体が出席した。会議ではニューウェイ製靴労

働組合執行委員会は反対意見を述べた。会議へ

の参加は政治にかかわりを持つことになること

を危惧し、反対の意向を明らかにした。工場内

における討議・活動のみにとどめるべきである

と会議で主張した。 

 

11．さくら縫製工場労働組合委員長の自宅で開か

れた会議に出席した。委員長は労働者権利獲得

実現委員会を結成した。委員長は会議の場でミ

ャンマー労働組合連盟（FTUM）書記長と会った。

その会議で、書記長は国際的な労働団体と会う

機会を持てるよう、また労働組合講座への参加

が可能になるよう努力すると述べた。 

 

12．ALRと接触し、労働問題について話し合った。

ALRの援助によって地域（区）労働組合組織の

結成が実現した。 

 

13．2012年９月、FTUMが英語学習講座を開講した。

ニューウェイ製靴の労働者も参加した。FTUMは

労働組合の結成を支援し、争議中の組織に対し

て紛争解決のための支援も行った。同時に労働

組合結成を援助した。 

 

14．FTUMの協力によって国際的な労働団体との会

見が可能になった。世界の労働運動の状況を知

ることができたし、ミャンマーの労働者の実情

を説明する機会を得た。労働組合講座へも参加

できた。FTUMの正式なメンバーとなって活動に

参加できるようにもなった。労働運動指導者講

習にも参加した。 

 

15．会社経営者代表と組合執行委員会は毎週金曜

日に定例協議を行っている。また執行委員会は

地域生活用品・製靴労働組合とも毎週金曜日昼

休みの時間帯に会議を開いている。また執行委

員会は必要に応じて工場の各部門責任者など

とも協議を行っている。 

 

16．経営者側の許可を得て、職場の各セクション

において、労働者と意見交換を行い、労働者の

意見聴取を実施することができた。慶祝金給付

と見舞金支給について、予算執行規則の中に定

め、その後は、規則にもとづいて実際に運用を

行っている。 
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第Ⅳ部 労使紛争未然防止セミナー 

2013 年９月 26 日 

東京・ベルサール飯田橋駅前 

 

○オープニング 

主催者代表挨拶 公益財団法人 国際労働財団 理事長（当時） 髙木 剛 

〇基調講演 

神戸大学名誉教授・大阪女学院大学教授 香川孝三 

〇パネル討論 

・インドネシア労働組合総連合 S.イクバル会長 
・インド全国労働組合会議 R.D.チャンドラセカール青年労働者委員会主査 
・会川アジアビジネス研究所 会川精司代表、前ホーチミン日本商工会会長 

〇まとめ 

公益財団法人 国際労働財団 専務理事 團野久茂 

 
 



 
 

 

 

１．開会 

国際労働財団 副事務長 勝尾文三 

【勝尾】 本日の司会進行を

務めます、国際労働財団副事

務長の勝尾です。どうぞよろ

しくお願いいたします。まず、

主催者を代表いたしまして、

当財団の理事長、髙木剛より

ご挨拶申し上げます。 

 

２．主催者代表挨拶  

国際労働財団 理事長（当時） 髙木剛 

【髙木】 皆さん、こんにち

は。本日は、国際労働財団

JILAFの労使紛争未然防止セ

ミナーに、各界よりかくも多

数ご来会賜りましたこと、主

催者を代表して、冒頭、心か

ら御礼申し上げます。 

 近年、アジア各国に進出をいたしております日

系企業において、労働争議が増加しております。

一口に労使紛争といわれますが、ごく単純化して

申し上げますと、労働あるいは労働組合、あるい

は労使関係などを律する法律やルールを守らない、

守れないときに紛争が起こります。また、労使が

きちんと協議したり、話し合ったりする土壌、雰

囲気などの労使の信頼関係が十分に醸成されてい

ないところで、トラブルが発生いたします。 

 そういう意味で、原因を突き詰めていきますと、

非常に単純なことが多いわけです。労働組合は、

ワーカーズ・ファースト、労働者のことをまず第

一に念頭に置いて、いろいろな活動をいたします。

経営者の皆さんは、プロフィット・ファースト、

企業の利益、あるいは株主への分配、株主利益至

上主義という考えに立つケースもあり、例えば労

働者に対する分配の問題などいろいろなところで、

トラブルが起こったりもするわけです。 

 こうしたいろいろな労使関係の中で、労使の間

で生ずるトラブル、とりわけ集団的労使関係とい

われる領域でのトラブルをどうやって防止するの

か、各国でいろいろな議論があり、また、いろい

ろな対応もとられているところでございます。 

 本日は、インド、インドネシアのそれぞれナシ

ョナルセンターの方にお越しいただいております。

また、ベトナムにつきましては、かつてホーチミ

ン・シティーの日系企業の商工会議所の理事長を

なさっておられました会川さんにお越しいただき、

ベトナムの事情をご紹介いただきます。 

 この３ヵ国をとりましても、各国の労働組合を

めぐる状況、労働の環境、あるいは経済のレベル、

それぞれいろいろ違います。例えば労働組合のこ

とについて申し上げますと、インドは、イギリス

型の労働組合登録という仕組みで、労働組合がか

なり縛られている国の労働運動という面がありま

す。インドネシアは、企業別労働組合がベースで

あるという意味で比較的日本に近いところもあり

ますが、一方では、国民にイスラム系の方が多い

ということによるお国柄の違いもございます。 

 また、現在のベトナムの「労働組合法」は、未

だにかつてのソ連の法律をモデルにしたようなも

のになっております。皆さんご承知のように、ソ

連型の「労働組合法」は、ワーカーズ・ファース

トというよりは、ザ・コミュニストパーティー・

ファーストという概念のほうが強い成り立ちにな

っております。 

 本日、このセミナーでご講演をいただき、また、

シンポジウムでコーディネーターをお願いする神

戸大学の名誉教授で大阪女学院大学の教授であら

れる香川先生は、インドの「労働法」からアジア

労働法の研究に入られ、また、ベトナムの日本大

使館で公使としてお仕事をされたこともあり、ア

ジアの現地の労使関係にも精通していらっしゃい

ます。 

 アジアでは、経済成長が続くなかで、労使関係、

労働法、あるいは労働組合を取り巻く伝統、現状

も大きく違ってきております。そういう意味では、

１ オープニング 
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アジアはまさに多様で、その多様な各国での労使

紛争防止などの経験、努力、また、現在抱えてお

ります課題などについて、本日はいろいろご議論

いただけるのではないかと思っています。 

 どうぞ皆さん、お忙しいところお越しいただき

ましたが、 後までのおつき合いをいただき、セ

ミナーの論議に積極的にご参加いただきますよう

お願いいたします。冒頭、主催者を代表して一言

御礼申し上げまして、ご挨拶とさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

【勝尾】 本日の基調講演は、「アジア諸国の労使

紛争の現状について」と題しまして、大阪女学院

大学教授・神戸大学名誉教授でいらっしゃいます

香川孝三先生にお願いをしております。 

 それでは、香川先生、よろしくお願いいたします。 

 

１．はじめに 

【香川】 皆さん、こんにち

は。お忙しい中、お集まりいた

だきありがとうございます。 

 私がアジア労働関係の勉強

をはじめて45年になります。

はじめの頃と比較しますと、

隔世の感があります。当時、

アジアの労働法を学びたいと言ったときには、な

かなか理解されませんでした。労働法の分野では、

どうしてもアメリカや、イギリス、ドイツ、フラ

ンスなど欧米の国々に関心が集中し、アジアへの

関心はほとんどありませんでした。 

 

(1) アジア諸国の労使紛争について 

 今日は、まず、アジア諸国の労使紛争の現状と

問題点の一般論的な話をいたしまして、その次に、

パネリストの方から各国の具体的なお話をしてい

ただく予定になっております。さて、私は金属労

協の主催による労働リーダーシップコースの校長

をしております。そこでは、労働法の授業のほか

にゼミも担当しておりますが、ゼミでは労働組合

と国際活動をテーマとしております。そのゼミの

なかで、約10年ほど前から、アジアに進出した日

本企業の労使紛争が取り上げられるようになって

まいりました。 

 その頃から、アジアに進出している日本の企業

で労使紛争が発生するという事態が起きてきたと

認識しておりますけれども、なぜ10年ほど前から

起こったかということです。アジアの国々が独立

して以降、国の発展のためのキーワードとして考

えられているのが、経済発展と民主化という２つ

の用語だろうと私はとらえております。まず 初

に、食べていかなければならないので、経済発展

を中心に国づくりが行われました。 

 経済発展するためには様々な条件が必要です。

資本、人材、技術などが必要となるわけですけれ

ども、それでは労働組合はどうなるかということ

ですね。例えば、労働組合がストライキをすれば、

当然、生産がストップする、あるいは生産が低下

をするということは、大きなマイナス要因になる。

だから、できる限りストライキを規制する。場合

によれば、労働組合の活動自体も規制する。この

ような傾向が強くなりまして、それを表現した言

葉が、開発独裁という言葉です。そういう国づく

りが東南アジア、あるいは南アジアの多くの国で行

２ 基調講演 ～アジア諸国の労使紛争の現状と問題点～ 
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われました。その結果、民主化という点ではあまり

考慮が払われない状況が続きました。 

 しかし、経済発展によって国民の所得が上がり

生活も向上してきたことによって、徐々に民主化

への要求が強まってくる。そうして労働組合につ

いても、徐々に抑制を外して、積極的に活動を助

成する方向に移ってくる。 

 インドネシアの場合は、そのことが特に、はっ

きりと出てきていると思います。働いている人た

ちが徐々に自分たちの声をきちんと大きく上げて、

ストライキを行うという事態になってきた。約10

年ほど前から徐々にその傾向があらわれ、それが、

アジアに進出した日系企業でもみられるようにな

ったと考えております。 

 そういう意味で、アジア諸国において労使紛争

が起こるということは、必ずしもマイナスだけで

はなく、プラスという側面もあり得るかと思いま

す。今日は、インド、インドネシア、ベトナムの

３ヵ国の共通点をできる限り取り上げてみようと

思います。 

 さて、皆さんはブリックスという言葉をよく聞

かれると思います。経済の発展している代表的な

国々のことですが、私はあえて、英語のアルファ

ベット大文字で「BRIICS」と書いております。 

 初のブリックスは、「BRICs」でした。Ｂがブ

ラジル、Ｒがロシア、Ｉがインド、Ｃがチャイナ

で、ｓは複数形、countriesのｓでした。私の

「BRIICS」で、もう一つＩが増えているのは、イ

ンドネシアです。さらに、Ｓの大文字は南アフリ

カを指しております。 

 それから、日本でつくられたものとして、VISTA

（ビスタ）という言葉があります。Ｖはベトナム、

Ｉはインドネシア、Ｓは南アフリカ、Ｔはトルコ、

Ａはアルゼンチンです。ブリックスに続いて経済

発展するだろうと予想している国々として、略称

した言葉が日本で発明されております。 

(2) 本日の３ヵ国についての概要 

 このような国々が世界の経済を引っ張っていく

ということですが、本日のシンポジウムで取り上

げますインド、インドネシア、ベトナムもそのよ

うな国に入っております。この３ヵ国を今日のシ

ンポジウムで取り上げるということは非常に意味

があります。特に日本にとっては、投資国、ある

いは交易を結ぶ上で、非常に重要な国であると思

っております。 

a)経済成長を遂げてきていること 

 データとしては、まず、経済成長率ですが、例

えばインドの場合ですと、2010年には11％、2012

年は少し下がりましたけれども、今日では既に５

～６％になっているようです。それから、インド

ネシアも６％台、ベトナムの場合も５％台と、好

調に推移しております。

世界銀行の統計によると

１人当りの名目GNPでは、

インドネシアは3,592ド

ルで、世界で113位、ベト

ナムが1,527ドルで140位、

インドが1,491ドルで142

位になっています。 

b)日本と経済連携協定を

締結していること 

 続いて、この３ヵ国に共通している点は、日本

との間で経済連携協定（EPA）を結んでいることで

す。これは、Economic Partnership Agreementの

略称ですが、関税撤廃などの通商上の障害、バリ

アを除去する、あるいは人の移動、投資とか知的

財産権などの分野で、お互い協力をしようという

ことを約束して、二国間で関係の強化をはかろう

という協定です。これがインド、インドネシア、

ベトナムと日本との間で結ばれているということ

です。 

c)日本企業の直接投資が拡大していること 

 さらに、３点目として、日本企業の進出による

直接投資があります。帝国データバンクによれば、

インドネシアには1,266社、そのうち製造業が692

社、ベトナムの場合は1,542社、うち製造業が725

社、インドの場合は672社、製造業が382社です。

統計としては少し古くなりますが、一番新しいも

のです。なお、インドの日本大使館の統計により

ますと、2012年10月の調査で、926社に増えており

ます。日本企業の直接投資が非常に拡大をしてい

るということがいえるかと思います。これらの国

は、経済的な関係において、日本にとって非常に

重要なパートナーになると思います。 
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２．労使紛争とストライキの状況 

 次は労使紛争とストライキについてでございま

す。 

 一般的に、労使関係論の中では、労使は、富を

拡大するという点では、お互い共同歩調をとる。

しかし、経済成長をしていきますと、そこから生

み出される富の分配をめぐって労使紛争が生じる。

そして、生まれた富をどのように分配していくか

の問題で労使が対立する。これは日本の労使関係

でも同じことで、アジアでも同様のことがいえる

と思います。そして、生まれた富は、株主への配

当や企業内部での留保、経営側への利益分配、そ

れから労働者への分配、これをどのような割合で

行うかについて争いが生じ、当然、労働組合は、

労働者への分配の割合をできる限り大きくしよう

とします。 

(1) インドネシアの場合 

 まず、インドネシアの場合、もう亡くなられた

スハルト大統領の時代は、いわゆる開発独裁とい

われた時代ですけれども、労働組合の結成や活動

が規制されておりました。それが、1998年にスハ

ルト体制が崩壊し、それをきっかけとして、民主

化への方向がはっきりと見えてきました。労働組

合の規制が徐々に緩まって、活動が非常に活発に

なってきているということです。 

 インドネシアは、人口が２億を超え、大きなマ

ーケットを持っておりますので、従来は輸入代替

型の工業化、すなわち、国内の人々を対象にして

生産をするという、輸入代替型の工業化を進めて

おりました。現在は、フルセット型ということで、

輸入代替型も、あるいは輸出志向型の工業化も、

両方ともやるような経済成長をめざしておりま

す。 

 そして、民主化をめざすことに伴い、労働組合

の規制が緩まり、ストライキ件数が増えてきまし

た。次の表１はジェトロのジャカルタ事務所が発

行した資料によるものです。ストライキ件数、あ

るいは参加者数などが、少しずつですけれども、

増えております。 

 

表１ インドネシアのストライキ件数 

件数 参加者数 喪失労働時間

2000年 273 126,045 1,281,242

2001年 174 109,845 1,165,032

2002年 220 97,325 769,142

2003年 161 68,114 643,253

2004年 125 53,321 554,726

2005年 96 56,802 766,463

2006年 282 586,830 4,665,683

2007年 150 135,297 1,161,413

2008年 146 211,504 1,546,400

2009年 149 93,862 843,684

(2) インドの場合 

 インドの場合ですが、少し状況が違います。ま

ず、自分たちのことを世界 大の民主主義国家と

呼んでおります。これは、選挙がきちんと実施さ

れて、議員が選ばれているということが、 大の

理由だろうと思います。ただし、経済体制は、統

制の非常に強い社会主義型社会（socialistic 

pattern of society）と呼ばれている社会でした。

それが、1991年より経済の自由化が進められるよ

うになり、外国資本を積極的に導入しております。  

 インドは現在、12億を超える人口で、国内のマ

ーケットが非常に大きいということで、長い間、

輸入代替型の工業化を進めておりました。しかし、

それは必ずしもうまくいきませんでした。 

 ちょっと余談になるかもしれませんけれども、

インドは私の赴任した 初の外国です。日本の文

部省がアジア研究者を養成するという目的でつく

りました留学制度でインドに留学することができ、

デリー大学の法学部の大学院に入りました。１年

半ちょっとインドで生活をしておりましたけれど

も、インド製品が非常に質が悪いのには驚きまし

た。例えば電球を買いますよね。電気屋さんで買

ったときはちゃんとつきますが、家へ帰ったら、

もう壊れていた。ワイシャツを買ってもボタンと

穴が合わないことがある。文句を言いに行ったら、

文句を言う人には売りませんと言われました。こ

れでは国際競争は勝てないと感じた記憶がありま

す。現在は、その政策を大きく転換して、外資も

積極的に入れるということで活動しているわけで

す。 

 さて、労働組合の役割です。インドは、先ほど
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言いました通り、民主化はかなり早い段階から進

んでおりました。しかし、労働組合の組織率がな

かなか上がらない。５、６％の低い推定組織率で

ずっと推移しているのではなかろうかと思います。

それでも、労働組合は大きな影響力を持っていま

す。それは、ナショナルセンターが特定の政党と

結びついて活動をしているからだと思います。労

働組合は、民主化が進めばより強くなり、組織率

も上がり、活動も活発になるという図式からする

と、インドの場合、 近は、労働組合が弱くなっ

てきているのではないかという説が強くなってお

ります。 

 とはいえ、インドでは、大きな企業でストライ

キが起きており、大規模なストライキが目につく

ようになっています。ニューデリーの東のマネサ

ールにある日本の二輪車工場で、激しいストライ

キが起きているので、労働組合の力が強くなって

いるんだという説の方もおりますが、組織率を見

ると、徐々に下がってきているようです。 

 インドでは、コントラクトレーバーといわれて

いる外部委託である日本でいう派遣労働と請負労

働をミックスしたような感じの働き方の割合が膨

らんでおりまして、インドの自動車工場では半分

近くを占めているというような状況で、マネサー

ル工場もほぼそのぐらいの人数になってきており

ます。そういう非正規の労働者が増えてきて、そ

れが紛争をより激化させる大きな原因にもなって

きております。 

 それから、労働者側の立場が非常に弱く、日頃

から不平不満を持っておりますので、一度紛争が

爆発すると、それが大きくなって、暴力的な行為

になりやすいという傾向もあるかと思います。 

 皆さんよくご存じだと思いますが、マハトマ・

ガンジーが、非暴力、ノンバイオレンスの戦術を

独立運動のときに採用して、暴力を否定する考え

方を示し、その後、世界的にも広がったという考

え方になりました。このため、ガンジーの考え方

が広がっているから、インドではあまり暴力的な

ことはないと解釈する人がいます。しかし、私は、

暴力的になりやすいので、ガンジーはあえて非暴

力を戦術として採用した気がしております。 

(3) ベトナムの場合 

 ベトナムの場合ですけれども、政治体制が違い

社会主義国であるということで、中国によく似た

状況にあるかと思います。 

 1986年の共産党大会で「ドイモイ政策」を決定

し、社会主義市場経済化をめざしていますが、労

働組合自体はベトナム共産党の一党支配の枠の中

に組み込まれております。そういう意味で、労働

組合という側面だけではなくて、統治機構の一つ、

端的に言えば、お役所の一種という側面も持って

いるということです。 

 それから、もう一つ、労働組合のメンバーに管

理職は当然に入り、場合によれば、取締役の一部

も入ります。資本主義国で言う労働組合のメンバ

ーシップとは大きく違ってきております。多くの

場合は、管理職的な立場にいる人が組合の委員長

になるという傾向があります。 

 現在、ベトナムでは、現状から徐々に脱して、

資本主義国の労働組合の活動に近づけようという

実験をやっております。それがうまくいくかどう

かはわかりません。ただ、まだまだ資本主義の労

働組合とは違う性質を根強く持っているというこ

とが言えます。従って、労働組合は非常に企業寄

りの立場をとっているということです。そういう

意味では、労使協調的な側面を強く持っていると

思います。 

 ただ、そういう動きは組合の幹部の動きでござ

いまして、一般の組合員は日常生活が苦しく違っ

た見方をしています。ベトナムは低賃金政策を採

用しており、賃金を低く抑えている。その結果、

働いている人たちは、１ヵ所だけではなく、２ヵ

所も３ヵ所も働きに出かけていったりする。その

ため、一家全員が働かないと生活が維持できない
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状況にある。そのため一般の組合員の中に、組合

幹部が企業寄りであることに不満を抱いて、突然

ストライキに入るという状況が見られます。すな

わち、組合の決議を経ない「山猫スト」が起きて

います。これは地元の企業だけではなくて、外資

系の企業にも広がっております。 

 ベトナムのストライキ件数を、次の表２に示し

ております。これは、官庁が整理をして毎年発表

しているものです。統計は「労働法典」が制定さ

れた1995年からありますが、ストライキ件数は

徐々に増えてきています。1995年から2012年の間

の統計では、ストライキは全部で4,992件です。こ

のなかで、国有企業では約100件、外資系企業では

3,500件、民間企業では1,300件であり、外資系企

業に多いということがいえるかと思います。その

中でも、台湾と韓国の企業で多くなってきており、

それに比べれば、日系企業は若干少ないような気

がします。 

 

表２ ①ベトナムの労働争議件数 

年 1995 2000 2001 2002 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011

件数 60 70 90 99 142 390 551 720 218 424 978

1995～2011年までの合計は、4,265件 

 ②ベトナムのストライキ件数 

1995～2012年 

4,992件 

内訳：国家企業   約100 

外資系企業 約3,500 

民間企業  約1,300 

 ③ベトナムの外資系企業のストライキ件数 

年 2008 2009 2010 2011 

韓国 186 81 109 217 

台湾 216 93 128 266 

日本 109 22 26 49 

他 81 43 76 202 

 

３．労使紛争やストライキの原因 

 次に、労使紛争とストライキの原因についてお

話したいと思います。まず、労働組合が結成され

て、それを団体交渉の相手として認めるかどうか

という認証、いわゆる組合承認をめぐる紛争がご

ざいます。インドネシアとインドは、企業の中に

複数組合があることを認めており、ベトナムは１

つしか認めておりません。 

 ベトナムの場合は政府が認めている労働組合し

か認めないので、いわゆる独立組合は認めており

ません。これは社会主義体制を崩壊する可能性が

あるからといわれております。とはいえ、現実に

は独立組合の動きはありますが、見つかると直ち

に刑罰の対象になるので、その指導者は国外脱出

しなければならない状況にあります。 

 インドとインドネシアは企業の中に複数認めら

れております。従って、組合承認をどうとるかを

めぐって、労働組合間の競争が生み出されており

ます。日本と同じ状況にあると思います。 

 次に、紛争が厳しくなるのは、企業が赤字を出

してうまくいかなくなったときです。事業所の閉

鎖、人員整理、あるいは生産縮小をするという事

態になれば、人員整理が行われるわけで、それを

めぐって紛争が起こるということでございます。 

 ３番目には賃金ですね。これは 低賃金を含み、

賃金とか労働時間の変更のような問題で紛争が起

きるケースがあります。近年では 低賃金のアッ

プを要求してストライキが起こる。 低賃金自体

は、政府や地方自治体が決めるので、使用者側自

体が 低賃金を決定する権限は何も持たないので

すが、賃金を上げるための手段として、 低賃金

を上げろという要求がよく行われます。 近では、

インドネシアもベトナムでも行われております。 

 ベトナムでも 低賃金を上げる紛争を、個別の

使用者側に要求するということが見られておりま

す。それは、 低賃金の底上げをすれば、それに

伴い、それより上にある自分の賃金も上がること

をねらうことになります。 

 ４番目の理由としては、先ほど言いました非正

規の労働者をめぐる紛争があります。非正規労働

者の場合には、あまり労働組合は結成されており

ませんが、正規労働者の労働組合が非正規労働者

のために闘う、そのような傾向が見られるかと思

います。 

 これは先ほどのインドのマネサールにある日本

の二輪車工場でも問題になっていますが、労働組

合は正規の労働者だけを組織しています。非正規

労働者は、先ほどのコントラクトレーバー、請負

労働者であり、労働組合からは排除されています。
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しかし、インドの特色として、誰か一人がその工

場に入れば、一族郎党がそこに入ろうとします。

だから、一族の誰かが非正規として入っている可

能性があります。そのため、正規労働者だけの労

働組合であっても、非正規労働者の利害には敏感

になるわけです。特に、日本の企業は比較的、地

域の工場の中では労働条件が良いほうなので親戚

の者が徐々に入るということがあるわけです。 

 これらの４つの理由が、労使紛争の大きな原因

になっているのではないかと理解をしております。 

 

４．労使紛争やストライキの特徴 

 さて、労使紛争やストライキの特徴ですが、ま

ず、ベトナムでは突然に「山猫スト」に入ります。

本来は、労働条件を改善するために要求し、そし

て団体交渉をして、うまくいかなければストライ

キに入るというのが通常のルートになります。し

かし、そういうルートを経ないで、いきなりスト

ライキに入るパターンが見られます。ベトナムで

は組合の幹部があまり動かないものですから、一

般の組合員が何人かグループをつくってストライ

キにいきなり入る。それで経営者にショックを与

えるという戦術だろうと思います。 

 次に、暴力を伴いやすいということがあります。

日ごろから不平不満がたまっている。それで突然

それを爆発させる。そうすると、感情に駆られて

暴力的な行為に走りやすくなり、場合によれば、

放火をしたり、あるいは経営側をつるし上げした

りと、暴力を伴うストライキになりやすい傾向が

あると思います。 

 それから、 低賃金を上げるためのストライキ

やデモンストレーション、特にインドネシアでは、

ストライキよりもデモンストレーションの方が目

につきます。これは、世論に訴えるという意味で

は非常に意味があると思います。企業の中でスト

ライキするだけではなくて、それをより広く知ら

しめるというようなデモンストレーションがジャ

カルタ市内で大規模に行われている。日本では労

使紛争で外部に出てデモをするというのはそれほ

どないでしょうが、インドネシアでは大きな特徴

になっています。 

 

 

５．労使紛争の防止策について 

 続きまして、防止策についてお話したいと思い

ます。私の考え方では、基本的には、労働組合を

つくり、使用者と団体交渉をして労働条件を改善

していくという、このシステムを定着させるとい

うことしかないと思っております。 

 そのときに、日本側の企業はどのような立場に

立つべきかということです。日本側の企業は親企

業の立場ですが、現地の会社は別の法人だから関

係がないということをよく言われますが、これは

通用しないと思います。日本の親企業側は、海外

に進出したときには、そこの生産も考慮に入れて、

企業全体でどのような生産をするかということを

考慮しているわけで、それを、会社が異なるから

知らないとは言えないと思います。 

 日本の本社は、海外に出た企業は子会社と見て

いますから、当然、親子関係はあるわけで、その

子会社の経営も含めて、全体で企業経営を見てい

るはずです。特に連結決算をしているような場合

はコンプライアンスが必要ですから、別の会社だ

とは言えないと思っております。 

 では、そのことを前提に、どのように対応する

べきか。これは、もう小手先ではなく、現地の労

働者との意思疎通を日ごろからはかることしかな

いと思います。団体交渉、そうでなければ労使協

議というようなかたちで、交渉のルートをきちん

とつくっておくことです。それから、そういう場

に出てくる組合幹部はもちろん、一般の組合員の

方との意思疎通を日ごろからはかっておく。そし

て、何か変化があるかどうかを日ごろからキャッ

チしていることが重要ではないでしょうか。その

ようにして、労使紛争が大きくなる前にチェック
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することではないかと思います。 

 それから、出向というかたちで、海外の企業に

日本人の方が働きに出かけておりますけれども、

日本で組合員資格を持っている方も、海外に行っ

たらランクが上がり、管理職の立場で仕事をする

ケースが多いかと思います。これは本人にとって

も、仕事の範囲が広がり、能力向上という点では

非常にプラスにもなり得るということです。日本

ではそういう戦略が採用されているわけです。海

外に行けば、当然に管理職という立場で働いてお

りますので、現地の労働組合との接触の仕方によ

り、支配介入とか不当労働行為のおそれが生じな

いように注意するべきだと思います。 

 それから、私は、海外に調査などに行くことが

多いのですが、現地で、経営者側のヒアリングを

やりますと、労働組合が結成されることに恐怖を

感じているような印象を受けます。 

 経営側から見れば、まず、労働組合がないのが

一番いいと、はっきり言われる方もおられます。

そうでなければ、従業員の方との意思疎通のルー

トは親睦会が望ましいという方がおられます。労

働組合の結成の動きを規制するとなると不当労働

行為ということになります。特に連結決算では、

コンプライアンス上の大きな問題となりますので、

やめなければいけない。 

 日本の経営者が一番恐れているのは、戦闘的な

戦術を採用する労働組合を結成されることだと感

じております。インドの場合は、特定の政党とつ

ながっていることが多く、場合によっては、非常

に激しく闘争する可能性もあり得ることを恐れて

います。しかし、海外に企業進出をした場合には、

そのような労働組合でも、団体交渉の相手として

粘り強く交渉し関係を保っていく、そのことを覚

悟の上でなければ、進出するのをやめたほうがい

いのではないかと私は思っております。 

 それから、ベトナムの場合は、組合の幹部が非

常に労使協調的な立場、要するに共産党の基本方

針に従ったかたちで仕事をしております。そうい

う意味では、日本の企業にとって、ベトナムの場

合はやりやすい面があるという気がします。 

 そういうことで、結論的なことを言いますと、

近、グローバル人材を日本の企業は育てなけれ

ばいけないということがよく言われています。そ

のグローバルの中に、労働法や労働問題、あるい

は労務管理などの知識を持った方を養成してほし

いと思っております。そういう知識があれば、十

分注意をして、現地でいろいろな仕事が進めやす

くなると思います。英語ができるだけではグロー

バル人材にはなりませんので、仕事の知識だけで

はなく、プラス労務管理なり、労働法なり、労使

関係を含めて、現地の状況について勉強していた

だくことが必要かなと私は考えております。 

 これで基調講演として、一般論的な説明をさせ

ていただきました。今回のシンポジウムにご参加

のそれぞれの国の事情については、さらに具体的

な話が聞けるかと思います。私の話は以上で終わ

らせていただきます。どうもありがとうございま

した。（拍手） 
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【勝尾】 香川先生、ありがとうございました。 

 それでは、次に、パネルディスカッションに入り

たいと思います。まず、私から、パネラーのお名前

を紹介をさせていただきます。インドネシアからは

サイード・イクバルさん、インドからはＲ.Ｄ.チャ

ンドラセカールさん、ベトナムは、会川アジアビ

ジネス研究所の会川精司代表です（拍手）。 

 コーディネーターは、引き続き香川先生にお願

いしております。それでは、香川先生、よろしく

お願いいたします。 

【香川】 それでは、パネル討論に入ります。イ

ンドネシア、インド、ベトナムという順番で、報

告をしていただきたいと思います。労使紛争の現

状とその原因ということでお話がございます。 

 それでは、インドネシアからお願いいたします。 

１．インドネシア報告 

サイード・イクバル 

インドネシア労働組合総連合（CITU）会長 

【イクバル】 それでは私の

ほうから、インドネシアの現

在の労働事情についてご説明

したいと思います。 

(1) 社会と労働の状況 

 まず 初に、インドネシア

の概要です。世界で第４位の

人口を擁しており、国土も非常に広い。東西の幅

は5,120キロに及んでおります。それから、GDPの

１人当りの数字も、2011年の2,500ドルから2012

年は3,500ドルにまで急速に伸びております。 

 労働力人口については、2011年から2013年まで

の間に、15歳以上の人口がかなりの伸びを見せて

おります。2012年の数字を見ますと、フォーマル

セクターが33％、それ以外はインフォーマルセク

ターです。 

 2012年から2013年にかけて、インドネシアの経

済成長は、中国に次いで世界第２位の成長率とな

っております。GDPについては世界第16位です。イ

ンドネシア政府は、経済開発のマスタープランで、

2025年までにはGDPで世界10位になることをめざ

しております。 

 インドネシアはＧ20の参加国でありますし、投

資適格、トリプルＡマイナスという評価も受けて

おります。日本からインドネシアに対する投資も

ここ25年ほどの間に、常に上位３位から５位ぐら

いの間には入っています。ですから、インドネシ

アにとっても、日本からの投資は非常に大切です。 

 投資の特徴としましては、日本からは長期にわ

たる投資になっております。それに比べて、中国

や他の国の投資は、ごく短期間でやってきてはす

ぐに去ってしまうというかたちです。日本からの

投資は長期的な目で考えていただいているという

ことが特徴です。その意味でも、インドネシアに

おける日本からの投資というのは、とても大切な

意味を持っております。 

 ただ、マクロ経済の観点から見ますと、ちょっ

とした不均衡が生じておりまして、ジニ係数が

2011年に0.39、2012年に0.41となっています。こ

の意味は、１％の裕福な人たちがインドネシア経

済の41％を握っているという言い方ができるかと

思います。そのような意味で、経済の面ではいろ

いろな不均衡が生じております。 

 インドネシアにおける平均賃金、全国的な平均

的賃金というのは、生活に 低限必要な経費、費

用が89.6％の水準にしか達しておりません。以前

はさらに低くて、生活に 低限必要と思われる金

額の79％ぐらいにしか 低賃金が達していなかっ

３ パネル討論 ～インドネシア・インド・ベトナム～ 
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たときもあります。インドネシアのGDPはタイの４

倍、マレーシアの３倍にあたりますけれども、そ

れに比べて、インドネシアの労働者の賃金は、タ

イと比べた場合には３分の１程度の水準でしかな

いわけです。 

 インドネシアの労働者は、約８割がエージェン

トなどを通じて雇用されているアウトソーシング

の労働者です。ですから、きちんと年金の保障を

約束されているのは、労働者の中で0.05％にすぎ

ません。世界第２位の経済成長率を遂げているに

もかかわらず、これだけ大きなGDPを誇っているに

もかかわらず、そのような保障が非常に乏しいわ

けです。また、金額の面以外にもいろいろと制限

があり、そういった意味でも保障が乏しいという

状況です。 

(2) 労使紛争の状況と特徴 

 近の状況でいいますと、この５年間ほど、イ

ンドネシアでは労働者によるいろいろな運動、労働

争議が非常に勢いづいております。それには、主に

２つの争点があります。１つは、公共的な性格を持

った争点です。 

 工場でのストライキの件数自体については、こ

のところ減ってきている。工場側というのは、労

働者も含めて、操業を続けていくことが重視され

ますので、どのような労働協約を結ぶかというこ

とが大切になってくるわけです。 

 しかしながら、公共的な性格を持ったいろいろ

な問題というのがかかわってきているわけです。

インドネシアでは社会保障が非常に乏しい。ほと

んどすべての労働者は、健康保障や医療保障など

の社会保障をきちんと受けられない状況です。

低賃金も、先ほど言ったように、ほとんどの場合

において、 低限必要な生活費よりも低いレベル

の賃金しかもらえないという状況があります。 

 また、アウトソーシングの労働者たちは、病気

になっても保障もない、いろいろ保障を受けられ

ない立場にあるわけです。社会保障のほかに、賃

金の問題、それから、労働裁判における手続の問

題など、ここに挙げましたけれども、ここ５年間

ぐらいで主な争点になっているのが、まさに社会

保障改革の問題ですね。２番目が低賃金の問題、３

つ目が、アウトソーシングの労働者問題ですね。 

 次に、工場などで発生した労使紛争の争点です。

2012年、2013年の場合ですけれども、まず 初に、

組合運動への圧力というものがあります。それが

一番多くて36％、労働者の権利に関する紛争が

28％、それから、雇用形態（アウトソーシング）、

そういったことをめぐる問題が28％。それから、

賃金紛争。これは、特に毎年の賃金の上昇率をめ

ぐる争いですね。一部、倒産といったものも２％

ほどあります。 

 また、暴行、虐待、あるいは監禁、事務所の破

壊など、いわゆる犯罪になるようなものも起きて

います。 

 これはスハルト大統領の時代、1998年以前のこ

とですが、その時代には、現在のベトナムの場合

と似ているかもしれませんけれども、事業主は、

非常に守られておりました。それに対して何か反

抗して、いろいろなアクションを起こす労働者が

いれば、その労働者はすぐに投獄されてしまうと

いうような時代です。ですから、労働者、あるい

は労働組合にかかわる者たちは、恐怖におびえて

いたわけです。 

 ただ、その後、労働組合が力をつけるに従って、

警察、警備関係の人であるとか、あるいはチンピ

ラのような人たちと戦えるような力をつけてきた

という状況があります。 

 州や地域ごとのデータがありますが、東ジャワ

では42％の紛争が、日本でいうやくざのような人

たちがかかわっております。 

 次に、インドネシアで起きている紛争、争議の

タイプについてです。まず、権利に関する紛争、

労働者の権利というのはもちろん法律で定められ

ています。しかし、それを守らない事業主が多く、

例えば賃金の面もそうです。２番目が、それぞれ

の利益に関する紛争です。例えば、毎年の給料が

どのぐらい上がるかといったものも、ここにかか

わってきます。３番目が、いわゆる解雇に関する

紛争、４番目が、組合間、組合同士の間での紛争

です。インドネシアの場合、１つの企業に幾つか

の組合がつくれますから、時には組合同士の間で

紛争が起きることもあります。 

 労使紛争を解決するシステムについてですが、

労使間で解決できない場合には、２つ仕組みがあ
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ります。一つは、労働裁判所、あるいは労使紛争

を扱う裁判所がありまして、そこで判断してもら

う。２番目は、通常の裁判所での訴訟を行う方法

です。 

 具体的な手続の流れとしては、まずは労使間の

協議から始まって、 初は労働裁判や訴訟の前に、

労使間での協議があります。それで解決できない場

合には、調停であるとか仲裁といったものを求める

ことになります。 

(3) ストライキの実績 

 ストライキを行った例ですが、企業レベルでは

なくて、先ほど香川先生からお話がありましたけ

れども、 近いろいろとデモが行われています。

これは単なる１つの会社、工場での問題ではなく

て公共的な性格を持ったデモです。結局、１つの

工場、会社で起きている問題というのは、もっと

大きな公共政策の問題、政府がどのようなかたち

で 低賃金を決めるかとかの問題とつながってく

るわけですから、日本、韓国、アメリカ、ヨーロ

ッパからの企業がインドネシア人の労働者に対し

て、例えば年金ですとかといったものをきちんと

払わないという状況があります。そういった中で、

インドネシアの労働者の考え方もいろいろと変わ

ってきまして、こういった様々なストライキを行

っているわけです。 

 インドネシアでは、いわゆる労働者の損失労働

時間というのがありません。これは、ストライキ

に参加するのは、例えば現在、シフトで入ってい

ない労働者がストに参加する。第１シフトの人が

働いている間に、第２、第３シフトの人がストラ

イキに参加して、官庁などの場所にストライキ、

デモをかける。あるいは、権利として認められた

有給などの休暇をとってデモに参加するというか

たちをとっています。あるいは、経営者側と交渉

をして、休みの日を調整してもらうんですね。い

ろいろ日を入れかえてもらったりして、結果的に

損失労働時間が発生しないようなかたちでやって

おります。そのため、参加者数は、５万人や６万

人とか、大規模であるにもかかわらず損失労働時

間はありません。ただ、全国的なものでは一つ例

外がありました。アウトソーシングに対するスト

ライキではインドネシア全体で280万人が参加し

ました。政府が低賃金政策を維持するためにアウ

トソーシングを認めているという状況に対して、

これだけの人数が集まりましたが、この時には損

失労働時間がありました。 

 労使紛争が多発しているところは、日本からの

投資も多い電子産業です。ほかにも鉱業、鉄鋼、

自動車、金属などでも多いです。地域でみますと、

例えば日本企業がたくさん進出しているブカシな

どに多いです。 

 紛争のタイプですが、まず、国際基準であるよ

うな権利が認められていないということから起こ

る紛争です。現在、インドネシアの労働組合は、

政府に、かなり強硬な態度をとらざるを得なくな

っています。組合運動に対する圧力がかかったり、

労働協約がきちんと守られていないという状況が

たくさんあるわけで、分野としては電子・電気部

門が多いです。その理由は、投資して進出してい

る企業自体の数が多いですから、結果として紛争

の件数も多くなっています。 

 次に、公共的な問題を争点とする紛争です。一

つには低賃金、それから年金の問題なども含めた

社会保障ですね、それから、ジェンダーの問題も

クローズアップされてきております。 

 なぜ社会保障の問題を大切だと考えているのか

ですが、インドネシア人の１億5,000万人の市民が

きちんとした社会保障を受けられずにいる状況が

あるわけです。労働者も、例えば働けなくなった

ときに、きちんとした保障を受けられない。90何％

というほとんどの労働者がそのような保障を受け

られないわけですね。 

 例外は公務員、あるいは警察、軍隊などの人た

ちです。こういった人たちは一生にわたる保障を

受けられるのに、それ以外の一般の労働者は保障

をきちんと受けられない。労働者も税金を払って

いるのに、きちんと税金を払っても、結局、 終

的には何の保障も受けられないという状況です。

インドネシアの２億4,000万人ほどの人口のうち、

１億5,000万人ほどの人がきちんとした社会保障

を受けられていない。ここから漏れてしまった人

は、亡くなっても、誰もそれに対して保障してく

れないということです。 

 低賃金ですが、ほかの国と比べると、インド
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ネシアはほんとうに低いです。インドネシアより

低いのは、カンボジア、ベトナムぐらいです。世

界第２位の経済成長率を誇っているインドネシア

が、投資先としても人気のインドネシアが、 低

賃金はこんなに少ない額なんです。 

(4) アウトソーシングの問題 

 アウトソーシングの問題ですが、労働者の１日

の労働時間は長いですが、79％とか80％のパーセ

ンテージの労働者がアウトソーシングに頼ってい

るということで、解雇されても泣き寝入りになっ

てしまう場合が多いわけです。リアウや西ジャワ

州で調査した賃金のデータを見ると、同じ年数働

いていても、正社員に比べて、例えば25％ぐらい

給料が低いわけです。 

 こういった状況を何とか変えていかなければい

けないということで、工場から公共へというスロ

ーガンのようなものを掲げております。工場レベ

ルでは、労働協約やこういったものが問題になり

ますけれども、それが、ひいては公共的な性格の

問題につながるわけです。 

 国の経済が成長すれば、それに伴って賃金も当

然、上がらないといけないわけです。経済成長を

投資の面だけから見てしまうと、いろいろ波もあ

りますから、きちんと評価できないと思います。

ですから、経済成長を見るには、国内の消費を基

準に見ないといけないと思います。購買力に照ら

して、賃金はそれに応じた上昇率できちんと上が

っているのかということを評価しないといけませ

ん。労働者の購買力が高くなれば、それに応じて

国内消費も大きくなって、経済成長につながるわ

けです。 

 それに比べて、今の８割がアウトソーシング、

正規の労働者が２割しかいないような状況では、

これはまったく明るい未来が見えないと思います。

そこで我々は、コンセプトを整理した上で、ロビー

活動を行い、具体的なアクションを起こしています。

コンセプト、ロビー、アクションという流れです。 

 その結果、2011年に、ある新しい法律が制定さ

れました。2009年ぐらいから我々が活動してきた

結果、３年ぐらいの活動の結果が実ってのことで

す。現在、来年の１月から、インドネシア人、例

外なくすべての労働者が医療保険、医療保障を受

けられるようになります。もちろん、それには労

働者側も何％か保険料を納めたり、企業も保険料

を納める必要があります。 

それから、2015年には、年金保障が実現される

ことになっています。また、アウトソーシングの

廃止、禁止も求めており、数年後にはなくなるこ

とになっています。 

 賃金の上昇率については前年度比で43％という

数字が出ています。 

 労働組合の加盟数ですけれども、大分伸びてお

ります。テレビでいろいろな行動を見て、労働組

合の様々な活動のおかげで自分たちがいろいろな

保障を受けられるようになったんだということを

人々が感じるようになって、自分たちもこの運動、

活動に参加しようということで、現在、加盟者数

は増えています。 

 また、キャンペーンとして、テレビやソーシャ

ルメディア、フェイスブックやツイッター、メー

リングリスト、ウエブサイトなどを通じて広く知

ってもらうということをしております。 

 女性も活動に多く参加しております。いろいろ

なアクション、ロビーイングにも女性が参加して

います。 

 私からの報告はとりあえず以上です。ありがと

うございました。（拍手） 

 

２．インド報告 

  R.D.チャンドラセカール 

 インド全国労働組合会議（INTUC） 

青年労働者委員会主査 

【香川】 イクバルさん、どうもありがとうござ

いました。それでは、続いて、インドの報告をお

願いします。 

【チャンドラセカール】  

こんにちは。インドのINTUC、

インド全国労働組合会議を代

表して参りました。 

(1) インドの労働組合 

 インドの労働運動は1850年

代に始まりました。1918年に

はマドラス労働組合が織物工場の労働者で結成さ

れ、勢いがつきました。1920年にはAITUC（全イン
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ド労働組合会議）が結成され、一連の活動、スト

ライキが様々なところで起こりまして、英国の植

民地支配に対する自由獲得への闘争に参加してい

ます。そして、1926年に、はじめての労働法とし

て「労働組合法令」が制定されました。そして1947

年、インド独立の１ヵ月後に、私の所属するINTUC

（インド全国労働組合会議）の結成を見たわけで

す。 

 インドの労働力人口は４億5,600万人ですが、フ

ォーマルセクターで組織化されているのは、わず

か6.2％、約2,800万人です。それ以外の労働者は、

例えば建設業や農業などのインフォーマル部門で、

まだ未組織です。そして、毎年2,000万人の若者が

労働力人口に加わると推計されています。 

 インドの現在の労働組合の状況ですが、様々な

活動が増加しています。1976年に「労使紛争処理

法」が制定され、300人以上の労働者を雇用してい

る企業では、労働者を整理解雇する前に、政府の

事前の許可をとることが義務化され、例えば調停

やあっせんを通じる前には、交渉を経てというこ

とが望まれています。 

(2) 労使紛争の状況 

 ストライキや大衆行動がインドの労使紛争では

特徴的に見られていますけれども、ストライキや

労使紛争が も多いのは自動車産業で、外国籍の

多国籍企業で起きています。 

 次は自動車の部品や電子産業、３番目は、繊維

とアパレル、これは特に輸出加工区（EPZ）で行わ

れています。アパレル産業ではほとんど多国籍企

業、あるいは外国籍企業で起きています。その次、

９％は、鋳造や食品の業界で起きています。多国

籍企業がやはり多いわけですが、こういったとこ

ろにおいて紛争が起きています。同じく、９％は

バスや鉄道以外の運輸部門で見られています。鉄

道には多くの労働者が働いていますけれども、紛

争は特に起こっていません。医療、健康、教育の

部門では５％、セメント産業では３％ですが、イ

ンドにはたくさんのセメント業を営む企業があり

ます。ただ、この業界は正規労働者はあまり多く

なく、ほとんどが外部委託によるものです。公共

部門の企業では、数字的には非常に低い数字です。 

(3) グローバル化と労使紛争 

 労使紛争の特徴でありますが、1991年から、特

にグローバル化の後ということで、インドは早急

な経済改革の必要に迫られてきました。そのため、

政府は、政策を転換し、投資家寄り、つまり、安

易に雇用し解雇できる政策としました。 

 また、女性や若者というのは労働組合に参加す

ることが少なくなってきています。女性や若者は、

例えば契約制度により、また、使用者側との就業

の条件により、労働組合に参加するのがあまり合

わないかたちになってきまして、その組合員数は

減少しています。 

 そしてまた、ストライキや抗議行動に関する禁

止や制限などがインドでは見られます。そして、

団体交渉も、やはりその率が減ってきています。 

 1991年以降、約14年にわたり、労働組合がより

強力になれば、使用者側の態度もより攻撃的にな

ってきています。強い組合が代表している、そう

いった業界では、つまり組合員の数も多いような

業界では、使用者側が仕事によって違った賃金を

導入してきました。例えば同じ仕事をしている人

であったとしても、正規労働者と非正規労働者の

間では、受け取る賃金が違うというのもあります。 

 そして、グローバル化の時代を迎えて、労働者

たちは、大衆行動のプログラムに参加してきてい

ます。公共部門は 大の労働者をインド国内で雇

用しているわけですが、この公共部門におきまし

ても、ストライキが起きています。公共部門でも

サービスの条件や賃金などに絡んでのストが起き

ているわけです。 

 もう一つ、新規産業であるIT産業でも伸びてき

ているわけです。残念ながら、こういった新興分

野産業ではコールセンターなどに働いている人た

ちは組織化されていません。ほとんど未組織です。 

 例えば、労働組合ではなくて、協会というかた

ちで設置されていて、特に経済特区（EPZ）におい

ては、労働組合は登録されていません。もし労働

組合として登録されていても、政府や経営者側は、

登録を２日後には取り消しているというケースが

あります。新しく設置されている民間銀行には労

働組合がありません。一方、公共部門では必ず、

どのような組織であっても労働組合があり、そこ
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で働いている人たちは組織化されています。それ

とは非常に対照的な状況があります。 

(4) 外国企業の労使関係 

 次に、外国企業における労使関係の特徴と課題

について、お話をします。 

 ここでは、労働者の力の分散が進んでいます。

契約労働者その他の様々な種類の労働者がいると

いうことで、労働者全体の力が分散してしまって

います。 

 それから、利益の分配に関してもいろいろ異な

っているわけです。生産にどのようなかたちで参

加しているかというのが、労働者のタイプによっ

て違います。同じ機械について、同じような仕事

をしていても、賃金や条件、その他の福利、ボー

ナス、インセンティブも全部違う。そういったと

ころでばらばらになってしまっています。 

 そして、契約労働者でも、十分なかたちで協約

の恩恵を受けられない、いわゆる正規労働者に比

べると９割ぐらいは、団体交渉に参加できないた

め賃金等条件に関して違いが出てしまいます。そ

ういったこともあって、労働者側も、労働組合に

何で入らなければいけないのか、その価値を見出

すことができていません。 

 さらには、トレーニングの機会が十分ではない、

もしくはまったくないということも大きな問題で

す。特に外国企業においては、正規労働者は１割

ぐらいしかいません。ということは、１割、２割

が正規労働者、ほかの人たちは団体交渉に関して

はまったく参加ができない。そういったところで

の賃金、生活費などに大きな違いが出てきます。 

 それから、契約労働に従事をしている人たちは、

請負業者、エージェントが間に入りますので団結

感がないわけです。そして、その業界の中でも、い

ろいろな衝突や対立が見られる状況があります。 

 さらには、労働者は会社に対しての忠誠心とか

感謝の気持ちというものがあまりないわけです。

ですから、平気で１つの企業からもう一つの企業

に移っていってしまう、渡り歩いてしまうという

ことで、労働者が移動するケースが増えてきてい

ます。それによって影響を受けた企業が閉鎖をし

たり、事業所をある場所からまた別の場所に移す

ということもあります。 

 労使紛争やストライキの数ですが、2008年には、

労使紛争やストライキが多く、1,000件ほどありま

した。しかし、その後はかなり下がってきていま

す。今、400を切って300強ぐらいでしょうか、そ

こまで減ってきています。2010年は850件、2011年

には645件、2012年、712件ほど、2013年９月の段

階で、340件が記録されています。 

 これらの紛争は、基本的に労働省とそれぞれの

地域にある労使委員会が間に入り、紛争の解決に

あたっています。そこで数字が出てきたのが340

件です。また、経営者、企業によっては、労働省

や地元の労使委員会の勧告を受け入れない、そし

て、あまり給料をくれないところももちろんあり

ます。 

(5) 労使関係の課題 

 次に、労使関係と労働組合の課題を見ていきた

いと思います。 

 まずは労働者の団結力の維持が必要です。労働

者同士が１つの労働組合のもとに集まって運動を

する。こういった紛争の状況に変化をもたらすた

めには、団結が必要になってきます。国、経営者、

そして労働者、皆にとってもメリットになるよう

なかたちで、労使紛争の解決は必要だと思います。 

 そして、異なる政党を支持しているとしても、

労働運動を前に進めていくためには、労働組合が

同一の政策や活動、目的、方法を持つべきです。 

 2008年からは、12の主要なナショナルセンター

のうちのほとんどのセクターや業種をカバーして

いる７つの組織が１つの連合を組んで政府との交

渉を行っています。 

 例えば、２月にストがありましたけれども、そ

の後に、国で非常にハイレベルな委員会を設けま

した。ハイパワーコミッティーです。非常に力、

権限を与えられている委員会があって、労働担当
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大臣、農業担当大臣、そして首相自身もこの委員

会に参加しました。そこで交渉が行われたわけで

すけれども、国はインフォーマル部門の労働者、

これは農業部門に従事をしている労働者に対して

も、社会保障を付与することを決めました。労働

組合、ナショナルセンターが連合を組んで、協力

しながら交渉にあたった成果だと言えます。 

 もう一つ、多くの労働者が支持する労働組合指

導者を選出するべきであります。外部から来てい

る人たちが指導するのではなく、内部で選ばれた

中から、ちゃんと支持され選出された人たちが指

導者になるべきです。既にご存じのように、経済

に関しては、インドではインフレが起き、GDPも落

ち込んでいます。産業の生産性もこの２年間、落

ちてきています。それが購買力に影響を及ぼしてい

ることも見逃せないと思います。 

 ただ、そういった中でも、スキルをアップグレ

ードするための様々なかたちでの教育や研修、訓

練の機会を提供するべきだと思います。例えば職

業訓練学校等々でトレーニングをしていく。こう

いったことをやっていけば、インドでも労使紛争

のケースは少なくなっていくのではないかと思い

ます。 

 私からの報告は、ここで終わらせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手） 

 

３．ベトナム報告 

 (株)会川アジアビジネス研究所 

代表 会川精司氏 

【香川】 続いて、会川アジ

アビジネス研究所代表 会川

精司さんから、ベトナムの報

告をお願いいたします。 

【会川】 それでは、ベトナ

ムの労働事情についてお話を

したいと思います。 

(1) ベトナム社会の変化 

まず、ご紹介しておきたいことは、この10年で

ベトナムが大きく様変わりしていることです。例

えば、1990年ごろのホーチミンのまちの写真を現

在のものと比べると大きく変わっている。これだ

け変わってきているということをまずご承知いた

だきたい。もう一つは、ベトナムの親日的で、安

価で、かつ優秀な人材、この人材と如何に日本の

企業経営を一緒にやっていくかということがテー

マだと思います。 

 さて、ベトナムの概要に関しては、香川先生か

らもおおよそお話しいただいたと思います。ベト

ナムの戦後教育についてですが、高校の就学率が

約55％、大学の就学率が約20％です。シンガポー

ル、タイに比べたら低いかもしれませんけれども、

もうそろそろうちの子も大学ぐらい入れようかと

いうような時代に変わりつつあると思います。 

(2) 労働法と労働組合 

 さて、ベトナムの労働法に関して、2012年に「労

働組合法」および「労働法」が改定されました。

大体、「労働法」に関しては10年ずつぐらいに改定

されております。ここでおもしろいのは、1990年

版の「労働組合法」では、労働組合というのはど

ういうものかという、定義が書かれております。

「幹部・労働者・被用者その他の労働人民の権利

および利益を監視し、国家の建設および防衛のた

めに十分働くよう、労働者・被用者その他の労働

人民を教育する」組織であるというのが、ベトナ

ムの共産党がつくった労働組合の定義です。 

 2012年に「労働組合法」を改正しまして、「ベト

ナム社会主義共和国の建設および防衛のための啓

発、教育を行う」と、少し温和になっていますけ

れども、基本的には、日本の労働組合の定義、即

ち「労働条件の維持改善その他経済的地位の向上

をはかる経済的な組織」であるのと対照的に、ベ

トナムの労働組合の基本スタンスは労働階級およ

び勤労人民を指導する社会的・政治的組織である

というのをまずご記憶いただきたいと思います。

もう一つは、各地方の労働局というのは、中央政

府の労働・傷病兵・社会福祉省の管轄である。一

方、労働組合はその上部組織に労働組合総連合が

あり、これらどちらもベトナム共産党のもとにあ

るというのが、ベトナムの労働組合および労働局

の立ち位置であるということです。 

 それから、「労働法」はもともと1986年のドイモ

イ政策にもとづいて、社会主義市場経済化および

西側諸国（当時ちょうどソ連邦が崩壊しだしたこ

ろで、ソ連邦から金が回ってこなくなってしまっ
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たということで）との国交の改善を考えた。1986

年はベトナムがカンボジアに侵攻しているときで

したが、89年に撤収して91年にパリ和平協定を結

びました。それからベトナムは、西側諸国の経済

を如何に導入するか、同時にODAなどの金を持って

来るかを画策して、1993年ごろから実質的に日本

からのODAが実施され、同時に日本企業の進出が開

始された。ところが、ベトナム政府はその際、外

資企業の呼び込みと同時に、資本主義の思想とか

経済観念に労働者が同化すると困るということで、

FOSCO（Service Company to Foreign Missions）

という労働者派遣をベトナム外務省の下で行う

ことにしました。1995年ごろから一斉に日系をは

じめ韓国・台湾企業が入ってきましたが、急速な

進出が進められたため結局FOSCOによるベトナム

人管理というのが全然できずに形骸化してしま

った。 

 一方、これが重要ですけれど、ベトナムの「労

働法」で労働組合を設置することと規定されてい

ますが、日本企業はどうしたかというと一斉に労

働組合をつくり出しました。その際、一番経営側

の言うことを聞く、いわゆるベトナム人中堅管理

職を労働組合委員長に据えたんですね。 

 これが今、問題になっていて、いわゆる御用組

合をつくってしまった。 

 1990年代の中ごろから2005年ごろまでは、ベト

ナムの韓国・台湾などの外資系企業ではかなり違

法ストライキが発生していたのですけれども、日

本企業はほとんど発生していなかった。同時に、

この時期は物価も上昇していますけれど、それ以

上にドンの価値が目減りして、日本の企業の経営

者にとっては 良な経営天国であり、かつ労務天

国であるというような時代であったというのがそ

の当時の日本企業の歴史ですね。 

(3) 最低賃金と労使紛争 

 一方、1998年にタイの通貨危機が起きたのです

けど、これによってベトナムの経済成長率が約

８％程度だったのが4.5％まで落ちてしまった。こ

れに対してベトナム政府は2000年から2005年まで、

ベトナムの法定 低賃金を６年間凍結しました。

これも一つの理由となり、ベトナムは日系企業の

外資の呼び込みに成功して、2005年・06年ごろか

ら第２次ベトナム・ブームが起こりました。この

結果、ベトナム政府は外資企業も戻ってきたし、

もうそろそろいいかなということで2006年に一挙

に 低賃金を45％上げたというのが、当時の 低

賃金動向です。 

 その後の法定 低賃金ですが、2006年から引き

続き引き上げて、2013年には、2000年の段階から

いうとドンベースで276％、これはドンの目減りが

ありますので、ドルベースだと149％、従いまして

この13年間を見ますと、結果ドルの値上げで年率

10％というのがベトナムの法定 低賃金の上昇率

となります。 

 因みに 低賃金額の水準ですが、これだけ上が

ったとはいえ近隣諸国と比べますと、タイはベト

ナムの2.3倍、中国は2.6倍、インドネシアは1.8

倍で、まだベトナムの 低賃金は比較的に低いと

いうことがいえると思います。 

 さて、2006年の 低賃金45％引き上げですが、

この背景として、市場経済化もありますけれども、

経済のグローバリゼーション・ベトナムのWTO加

盟・インフレの高騰、および労働者の自己主張の

高まりなどがあり、また、ベトナム政府の発表の

仕方が悪かったりしました。さらに、 低賃金が

上がっても 低賃金層より上位の従業員はそれほ

ど上がらない、何で下と差がなくなったんだと不

満を持つ。日本企業では、労働者よりも中堅管理

職を大事にする傾向があり彼らの給料をどんどん

引き上げたのですが、そのためドンナイ省で約十

数社の労働争議および違法ストライキが発生しま

した。 

 これが2007年にはベトナム南部の全域に広がり

ましたが、この時点からいわゆるアウトサイダー

が労働者の給与が上がったらその成功報酬をもら

うという仕組みで、外部から違法ストライキを仕

掛けることが起きて大分混乱してきた。そのため、

2008年には南部から北部まで蔓延してきたという

ことです。 

 近の傾向でいいますと、この２・３年のとこ

ろ、ベトナム企業はかなり疲弊し雇用の縮小が起

きている。ベトナムの労働者も今は我慢するかと

いうことでそれほどの労働争議が起きていないと

いうのが現状です。しかし、雇用が復活すると、
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また同じように労働争議がいろいろ起きるのでは

ないかと思います。 

【香川】 どうもありがとうございました。ここ

で、各国の個別報告を終わりにさせていただき、

後半部分は日系企業に焦点を当てて、パネルディ

スカッションをお願いしたいと思います。 

 

４．パネルディスカッション 

【香川】 それでは、パネルディスカッションに

移りたいと思います。 

 パネルでは、日系企業に焦点を当てて、日系企

業への労使紛争について、特に原因だとか、ある

いは、解決するためにどういうことがあったのか

など、その特徴点について報告していただきたい

と思います。これは外資系企業の中でも、日本の

企業は何か特色があるのか。日本の企業の労使紛

争にはどういう特徴があるのかという点に焦点を

当てて、お話をいただければと思います。 

  

（１）日本企業の労使紛争の特徴 

①ベトナムの場合 

【香川】 それでは、今回は、まずベトナムから

お願いいたします。 

【会川】 それでは、日系企業の労使問題、労使

紛争の現状に関してお話しさせてもらいます。 

(1) 労使紛争の特徴 

 今、ベトナムの日系企業の労働組合での共産党

の活動状況についてのご質問があったのですが、

日系企業の労働組合では共産党員はほとんど見ら

れません。この理由は、日本企業が進出を開始し

たときの1993・94年ごろ、南北ベトナムで平均し

て95％ぐらいは、労働集約的で輸出加工型の独資

企業であり、率先して中堅管理職を組合の委員長

にしました。中国やタイへの日系企業の進出に見

られるような、自動車や家電などの国内市場志向

の合弁企業はほとんどありませんでしたから共産

党員を擁するベトナムの労働組合を引き継いでい

ません。ですから、そういう点では先ほども言い

ましたが、2006年まではストライキもないし、ベ

トナムは労務天国であるというのを当時の経営者

の方々が皆さん言っておられました。 

 先ほど申しましたように、2006年から日本の企

業のストライキが出てきましたが、ストライキ発

生に関する現状を、2013年９月にベトナム労働総

同盟（VGCL）が発表しているのですが、2008年か

ら12年の５年間で、特に外資企業を含めた企業が

集まっている29地方省の発生違法ストライキは

3,061件である。そのうち外資企業で約70数％の

2,390件起きている。ですから、年間約400件ぐら

い起きている。 

 このうち在越日系製造業のストライキですが、

日系企業は、南北日本商工会工業部会の合計では

611社、商工会の会員というのは1,230社ぐらいで、

製造業はちょうどその半分ですけれども、そこで

は年間平均で約20～30件ぐらいしか違法ストライ

キが起きていないというのが現状です。 

 南部発生のストライキのほとんどがホーチミン

市、ビンズン省、ドンナイ省という３つの市・省

です。ここの製造業にストライキが多いのですけ

れども、 近はドンナイ省人民委員会が半年に一

度、定期的に企業との対話フォーラムを開催して

いるとか、あるいはビンズン省は労働争議解決指

導委員会を設立して５年間で20～30％ストライキ

が減ったという報告も受けています。VGCLの地方

支部および人民委員会は特に違法ストライキ・山

猫ストライキに神経をとがらせていて、昨今一連

のストライキを極力減少させようという努力をし

ています。 

違法ストライキ発生の原因ですけれども、これ

は従業員の給与・賞与・手当水準に対する不満、

給与の未払いに対する抗議、それから長時間労働

などの労働条件の改善要求、職場環境や社員食堂

の食事改善要求などです。ベトナムのいわゆる山

猫ストライキの原因で社員食堂の食事の改善とい

うのが一番多いといわれています。それから、労

使間の不正労働契約に対する抗議、労働者への厳

し過ぎる指導管理と粗暴な対応への抗議、これは

日本ではなく、いくつか特定の国に多いというこ

とがいわれています。 

(2) 日系企業の対応 

 このような労使紛争の現状に対して、商工会お

よびその中の雇用労働委員会が「違法ストライキ

発生時の対応」をまとめました。商工会の中の製

造業、すなわち工業部会などといろいろな対策を
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練って作成したものです。 

 日本の進出企業はいまこれを参考にストライキ

への対応を考えております。ポイントとしては、

まず、違法ストライキ発生時は慌てず、感情的に

ならず、冷静に対応する。続いて、関係機関から

労働局・公安当局・人民委員会、およびVGCLによ

り構成されるタスクフォース、これはでの対応を

求めます。なお、2013年５月１日から施行された

「改正労働法」によると、タスクフォースにかわ

って労働調停委員会を設置することになりました。

調停者の所在を明確にして、労働調停委員会およ

び人民裁判所で調停を行うということなのですが、

細則が出ていなくてまだ具体的には動いておりま

せん。また、これは各地方省によって対応・進捗

が異なっています。タスクフォースで相談するか、

あるいは労働調停委員会に持っていくかが流動的

な状況にありますが、労働者側の意見をここでし

っかり聴取します。 

 それから、団体交渉には優秀な通訳を労働側と

経営側の２人起用し、違法ストライキであること

を行政機関にも調査・確認要請をして確認書を取

りつけます。 

 また、今回の「改正労働法」の中に注目すべき

規定として、違法か合法かのストライキの判断は

各省あるいは直轄都市の人民委員長に委ねるとい

うのが、はじめて示されました。同時に、違法ス

トライキの停止命令および停止処分も人民委員長

が発するということが明確になりました。 

 それから商工会の指針に戻りますが、企業側労

務担当と労働者代表の間で団体交渉を行い、まず

労働側から要求書を書面にて受け取ること。この

ときには経営トップは参加せず、要求書を真摯に

検討した結果として、企業トップが 終通告を労

働者側に書面にて回答することなどを示しており

ます。 

 それから、団体交渉には毅然とした態度で臨み、

５日以上の職場放棄は解雇条件に相当することを

説明する。「労働法」の中に、５日以上の職場放棄

は解雇してもいいと書いてありますので、この影

響もあり労働争議は大体５日前後で終わっていま

す。また、違法ストライキによって生じた損害は

労働側に賠償責任があるとか、違法ストライキ中

の給与・手当は払わなくていいことを明確に説明

する、それからストライキ執行側の暴力的な抗議

に対しては公安警察に連絡して厳罰処分を要求す

る。違法ストライキ終了後は賃金体系・福利厚生・

社内コミュニケーション方法、さらに労働協約・

就業規則などをもう一度見直そう、などを商工会

のマニュアルで示しているわけです。 

 以上のように、労使ともにいろいろな改善案を

持ち込んでやっているというのが今の状況だと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【香川】 コーディネーターとしてお伺いしたい

のですが、「労働法」の中には、違法ストライキが

発生したとき刑罰を科すという仕組みが掲げられ

ております。ベトナムの検事総長が来日されたと

き、現実に刑罰を科したケースはないという話を

伺いました。私が「違法ストライキに実際に刑罰

を科すことになれば、違法ストライキは起きない

のではありませんか」と伺ったのですが、そのと

きの検事総長のお答えは、「ベトナムは社会主義

国なので、労働者が困って違法ストライキをやっ

ているのだから、刑罰を科すようなことはしませ

ん」というお話だったんです。随分労働者に配慮

した対応だなと感じたのですけれども、この問題

についてはどうでしょうか。 

【会川】 「労働法」には、経営者は違法な行為

をした労働者は解雇することができると書いてあ

ります。ですから刑罰もそうですが、書いてある

のと実態が全然違う。例えば労働争議でこういう

悪いことをしたから辞めさせたいと人民裁判所に

持っていっても審理しないです。ほとんどのケー

スで放置されてしまうというのが今の実態だと思

います。ですから、どのようにして労使紛争を起
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こさないかというところからやっていかざるを得

ないのが、現場で活動してきた経験からいえるこ

とだと思います。 

 

②インドの場合 

【香川】 それでは続きまして、インドの話をお

願いいたします。特に日本企業のケースとか、争

議が起きた場合、どういう理由で起きたとか、あ

るいはどう解決したかというお話をお願いします。 

(1) 日系企業と労使関係 

【チャンドラセカール】 インドにおきましては、

日系の事業所では、問題が起きていることは２つ

の理由によります。 

 まず、１つ目の理由は、団体交渉の当事者とし

て登録されている労働組合は、あくまでも企業内

の労働組合であって、いわゆる中央レベルでの労

働組合ではないということです。そのような衝突

や紛争の背景には、労働者が経営者側に信頼され

ていないことがあります。労働者側はルールに従

わないと思われており、それは、そもそも経営者

側と労働者側との見解の違いがあり、ずれが生ま

れるわけです。 

 中央レベルの労働組合におきましては、もちろ

ん協調的な労使関係を進めています。例えば、賃

金等々の労働条件が良くない場合であっても、そ

の会社に要求は行うと同時に、できるだけ労使関

係は良好なかたちで協調性を持ってやっていくと

いうことを進めていますし、支払い能力などを高

めていくためにも、２者間での協議や交渉を進め

ています。 

 しかしながら、例えば、経営者側が、あるとこ

ろでは高賃金を設定し、同じ州の別のところでは

賃金が低いというような場合問題が起きます。同

じような生産性があり、同じ機械や設備で、同じ

仕事をしているにもかかわらず、経営者側の戦略

やアジェンダが異なることで賃金が違うとなって

きますと、山猫ストライキ等々が起きるわけです。 

 また、大半の労働者が従事をしています公共部

門におきましては、基本的に労働者は満足してい

ます。 

 しかしながら、自動車産業やIT業界では高賃金

をもらっていても必ずしも満足しておらず、何か

深刻な問題を抱えている。これは経営者側、組合

側ともに深刻に受けとめる必要があります。この

ような問題が解決されなければ、労働者としては

不満が募ってくる。そして、認識のずれが生じて、

様々な紛争の種になるわけですね。 

 また、インドでは労使関係において、登録され

ていないから等々の理由で、中央レベルの労働組

合の関与を認めないことも問題につながります。

数年間は組織化された職場の管理がうまくいくけ

れども、その数年後、労働者たちは、自分たちの

組合が欲しい、１割や２割の労働者だけではなく

て100％、全員が組織化されているような職場にし

てほしいと。そして、登録され公認されている労

働組合の設置を求めるわけです。 

 非常に闘争的な労働組合もありますが、それは

経営者側が頑として労働者の声に耳を傾けないか

らです。かたくなな姿勢に対して、闘争的な労働

組合が生まれてしまう。 

 そして、企業の経営や会社の状況をわかりはじ

めると、労働者はもっと関与していきたくなりま

す。例えば、賃金がそんなに上がらなくても、も

っと労働時間が延びたとしても、休日を犠牲にし

ても、もっと貢献をしたいと思うわけです。 

 しかしながら、いくら月300ドルとか400ドル、

以前よりも賃金をたくさんもらったとしても、自

分たちのことを真剣に経営者側が受けとめてくれ

ていない、自分たちの声に耳を傾けてくれないと

思っていれば、経営者側に協調しなくなってくる

ということです。そこで紛争や対立が生まれてき

てしまいます。そういった新しい変化というもの

に敏感にならなければいけません。 

(2) 労使の信頼と対立 

 ここ20年もしくは30年間、労働組合は変化をし

てきました。しかしながら、経営者側、企業側は

変化をしていません。労働組合、そして働く人た

ちの信頼をかち取るように、企業側も変化する必

要があります。 

 そして、信頼、信用というものをかち取ること

ができなければ意味がない。労働者、そして組合

が、もちろん組合員のためにも、社会の持続性の

ためにも、そして、産業化を進める上でも、経営

者側に対して協力をし、協調していても、経営者
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側が耳を傾けていないのは問題です。 

 ドイツ、韓国の企業、その他の多国籍企業も、

もちろん紛争やこういった問題を抱えています。

非常に良好な賃金を働く人たちに払っているにも

かかわらず、いろいろなシステムを導入しても、

労働者、働く人たちの信頼をかち得ていないケー

スがあります。それは、会社の進歩のために労働

者が努力をしているにもかかわらず、きちんと労

使関係が築かれていないことが背景にあるからで

す。自分たちの声をちゃんと聞いてくれない、自

分たちのことを気にかけてくれないというふうに

労働者側が感じれば、きちんとした良好な労使関

係というものは築かれません。そういった状況が

インド国内にはあります。 

 良好で協調的な労使関係を進めるためには、ア

ジェンダが必要です。労働組合もアジェンダを進

めてきました。直接的に真っ向から経営者側と対

立するのではなくて、これは国とも連携・接触し

ながら、労使関係を良好なものにするために努力

をしてきました。 

 企業が利益を生むために企業活動をしているの

であれば、そこで生まれてくる富や利益は、きち

んと分配しなければいけません。また、例えば企

業、工場の閉鎖や移転からも衝突は生まれてきま

す。 

 労働運動には、３つの種類があります。闘争的

な労働運動からは様々な衝突や紛争が生まれます。

これには経営者側の姿勢があり、利益をひとり占

めしてしまうことも問題です。次に、途中から反

抗を行う労働組合があります。デリー近郊の自動

車会社の話をしました。その経営者側としては、

中央レベルでの労働組合を認めなかった。企業ベ

ースの労働組合しか認

めないということでは、

２、３年たつと、労働

者側は不満を募らせて

くるわけです。そこで

の衝突のもとになって

しまいます。 

 組合がちゃんと中央

レベルの労働組合、上

部団体との加盟ができ

るのか、できないのかといったことも重要なポイ

ントになります。そして、加盟組織としての活動

ができるのか、そして、その中で教育制度などが

あって、労働組合の指導者としての、例えば教育

や訓練を受けられるのかということも重要になっ

てきます。 

 公共部門の場合は、良好な２者間の労使間の関

係があります。そこではたくさんの利益も生まれ

ています。インドの中での非常に利益が高い産業

の一つは公共部門です。 

 現在の状況は、残念ながら、労使紛争もほかの

部門で増えているということです。労働組合と経

営者側が、過去のような関係ではなくて、前に進

めるような良好な関係を築けるようなかたちに動

いてほしいと思います。 

【香川】 有難うございました。一つ質問をさせ

ていただきます。 

 日系企業で生産に従事している、いわゆるブル

ーカラーの人たちの賃金制度の賃金額を決めると

きに、査定が入っているケースが多いのかどうか、

そして、その査定の結果をめぐって紛争は結構起

きているのかどうかについて教えてください。 

 インドの場合、ブルーカラーの場合だと職種別

賃金制度になっていて、同じ仕事をしていれば同

じ賃金という仕組みが一般的ですが、日本企業の

場合には、働きぶりを評価、査定して賃金額に反

映されるシステムがあると聞いたことがあります

が、どうでしょうか。 

【チャンドラセカール】 賃金については企業に

より違います。例えば賃金が上がるのには、イン

センティブというかたちで上乗せがあるというと

ころもあります。しかし、同じ業種で、労働者が、

同じ日に同じだけの製品をつくった場合、同じ時

間働いた場合、同じ生産性を上げた場合でも企業

により受け取る賃金が違ってきます。特に自動車

産業の場合にそのようなケースが見られます。 

 

③インドネシアの場合 

【香川】 それでは、イクバルさんから、インド

ネシアについて説明をお願いいたします。 

(1) 日系企業の状況 

【イクバル】 インドネシアへの投資でまず問題
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になるのは台湾と韓国の場合です。２番目が、中

国です。その次がシンガポール。日本とヨーロッ

パの企業は、かなり規則に従ってくれますので、

それほど問題は多くないです。 

 ところが韓国、台湾、中国、あるいはインドネ

シア国内の企業は、アウトソーシングですとか、

年金、健康保障などに関して法律の規定に従わな

いことがあります。 低賃金を守らないケースも

見受けられます。日本企業の中にも、つい、それ

をまねするところが出てくるわけです。 

 自動車部門にしてもそうです。韓国企業がアウ

トソーシングの労働者を使っているから日本企業

もいいのではないかとなりがちです。本当はイン

ドネシア政府が毅然とした態度でいれば、日本企

業は本来は従ってくれるのですけれども、ただ、

政府が韓国、台湾からの企業に対して甘い顔をし

ており、サムスンやLGなどの企業が安い賃金で労

働者を使えているのに、何でうちだけ高い賃金を

払わなければいけないのか、日本企業の中でも、

そのような考えが出てきてしまう。様子を見て、

安い賃金でやっているところがあれば、それに従

おうというような感じで動いているようです。 

 ですから、日本企業は自分のところとして、き

ちんとこれだけ払うんだということでやってもら

えば問題はないです。日本企業でもその辺が問題

になって、ストライキが起きたりして問題になっ

ているわけです。 

 これは、本当は規則の問題だと思うのです。法

律をつくって、それを毅然として適用していかな

ければうまくいかないと思います。 

【香川】 低賃金制度には免除をされるシステ

ムがあって、経営が苦しい場合は、その証拠を提

出すれば、役所から 低賃金の適用を除外しても

らえるという仕組みがあります。それで問題にな

ったのは、アメリカの巨大なスポーツ用品会社ナ

イキが、インドネシアに工場があって、そこの従

業員に 低賃金を払わなくていいように除外申請

をするという話を聞いたことがあるのですけれど

も、サムスンやLGも 低賃金の除外申請をして認

められたということがあるでしょうか。 

(2) 韓国、米国企業との比較 

【イクバル】 そうですね。サムスンは、インド

ネシアでも一番ひどい会社でして、安い労働力と

いうところにばかり目が行って、労働者が労働組

合をつくると、チンピラみたいなのをいつも連れ

てきて、警察にも働きかけて、それに対して圧力

をかけてくるわけです。警察も、チンピラのする

ことに目をつぶるというか、むしろそちら側につ

いて攻撃をしてくるわけです。そうなると、労働

者側も少し過激といいますか、大きな騒ぎになり

がちです。 

 ナイキの場合も賃金が本当に安いんです。アデ

ィダス、プーマもそうです。日本やヨーロッパの

企業が、ついそれに乗じて、まねをしてしまうわ

けです。 

 それではいけないと、我々もきちんと全国レベ

ルの戦略を立てて対処していかなければいけませ

ん。 低賃金も、かなり引き上げているわけです

が、ナイキ、サムスンなどの会社は、結局、80何％

をアウトソーシングの労働者に頼っている。それ

は、本来は違法なわけで、きちんと手続をすれば、

１年なりの懲役というような罰の決められた違法

行為なわけです。 

 そもそもなぜ賃金が低いかといいますと、韓国、

繊維関係のアメリカ企業、ナイキやアディダスな

どの企業は、リビングコストという生活に必要な

費用の根拠に60品目しか用いていないわけです。

独立系の組織が調べたところでは、80品目につい

て調べなければ意味をなさないところを、60品目

でやっているわけです。そういった話をすると、

それでは、もう撤退するよということをちらつか

せて、ちょっとおどしに近いようなかたちで開き

直ってくるわけです。それらの企業が政府に対し

て強い態度で出るものですから、結局、今に至る

まで低い賃金のままきているわけです。 
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 私自身、1,200ほどの企業が加盟している金属労

連の会長もしているのですが、そのうち７割、８

割が日系の企業です。１年のうち、ストライキは

せいぜい１件、２件、あるかないかです。ただ、

我々が 低賃金の引き上げを求める運動をしてい

けば、現在１件、２件で済んでいるものにも影響

が出てくると思います。我々も黙っているわけで

はなくて、韓国企業を今までに３つほど法律で罰

してもらうようにしましたし、アメリカ企業に対

してもそうしていきたいと思っています。 

 

（２）日本の企業、労働組合の課題 

【香川】 続きまして、日本の企業、労働組合は

何をすべきかという問題について、３ヵ国からの

お話をお伺いしたいと思います。 

 

①ベトナムの場合 

【会川】 まず、ベトナム人が日本人経営者をど

う見ているかですが、決定までに時間がかかり過

ぎる、細か過ぎる、形式重視、本社ばかり見てい

る、外国語が下手で日本語に頼り過ぎ、創造性が

欠如しているなど、ベトナム人労働者はそれなり

に日本人経営者をよく見ている。日本人を理解す

るのに難しいのは、義理・人情、行間を読め、信

頼社会とか、集団・組織ばっかり考えているとい

うようなことを言っている。 

 また、ベトナムに進出する日本の中小企業では、

品質管理或いは製造管理の人がひとりで派遣され

る。そうすると、立ち上げから経営まで全部入っ

ていくわけですが、労働法・企業法などを全然勉

強せずに経営に入ってしまうケースが多い。 

(1) 改革に向けての５つの提言 

 そこで、 後に次の５つを提言としてお話したい。

まず、企業内組織改革について３つお話したい。 

①労働法の正確な把握 

 第一に、労働法の正確な把握、すなわち学習に

よる遵守と対応策の構築です。まず、労働協約・

就業規則の労使双方による見直し、協議、文書の

整備。労働法をちゃんと勉強していれば、お互い

落としどころは分かるだろうということです。賃

金・ 低賃金・各種手当とか労働条件などを労使

で明確化して、不要な誤解とか不信をなくすこと。 

 ②労働組合の再構築 

 次に、労働組合の再構築です。10年前に進出し

た日本企業はほとんどが労働集約型の軽工業で、

女性の労働者が絶対多数で日系企業の雇用基準は

当時18歳から24歳でしたから、いま彼女らは30代

の働き盛りになっています。ベトナムの30代の女

性労働者は大体、子どもが２、３人いて、亭主の

尻をひっぱたきながら、両親の面倒を見る。その

うえ、仕事もきつい。 近、ようやく日系企業経

営者は、リーダーシップのある中堅労働者、特に

30代の女性を労働組合のリーダーに据えると、下

の女性がついていくということが分かってきた。 

 もう一つは、中堅管理職を唯一の窓口とする上

意下達の労使関係はやめようと。日常・非公式な

情報ネットワークで現場の不信や不満を払拭しよ

う。あるいは、労使間交流とか投書箱を持って意

見をよく聞こうではないかという動きが出ていま

す。 近、大手の部品メーカーの中には、新規採

用者を労働組合に入ることを一つの雇用条件にし

ている企業もあって、経営側としては全部そこで

一つに纏まってもらおうという動きになっている

ということを聞いています。 

 ③職場組織の再構築 

 ３番目ですけれども、労働現場や職場組織の再

構築。労働現場はほとんどが軽工業の労働集約型

の産業であり、職場とか組織のマンネリ化が起き

る。そのため、数年前からはじめているのがグル

ープ単位の競争です。ベトナム人労働者は競争状

態に入ると自然に集中することがあります。それ

からスタッフ階層への成果評価の導入、すなわち

評価手順の明確化とか、評価結果のフィードバッ

クの徹底とか評価者訓練の実施、このようなこと

でもっと意識改革をしようというのが、今のベト

ナムの日系経営者の努力をしているポイントです。

そして、大卒者とか中堅管理職による管理技能や

専門技能の下位従業員へのシフト。ベトナム人は

有能で、高卒者・ワーカークラスでも十分技能を

発揮するというのが分かってきた。ある大手部品

メーカーの社長が、上級者がジョブホッピングを

恐れる必要もないのではないかと言っていました。

若手スタッフやワーカーでもベトナム人はやれる

ので、チャンスをどんどん与えていこう。 
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 この３つが企業内組織改革の指針です。 

 さらに、企業の対外的組織改革について２つの

指針があります。 

 ④本社組織との連携 

 まず、本社組織と現地事業経営者、あるいは技

術指導者・労務管理者の連携です。現地事業所の

日本人社長は、ベトナムにおける従業員の体質と

か労使関係、労使問題を本社の経営者に分かり易

く説明して、現状を理解させる。緊急時の本社支

援体制と現地経営者の信頼獲得を、同じテーブル

の上で本社を巻き込んでやっていこうと。 

 数年前ですが、ある自動車メーカーでストライ

キが起きたときに、本社の社長は徹底的にやれ妥

協するなということで、３ヵ月かかってしまいま

した。これが良いか悪いかはともかく、本社の社

長も巻き込んで同じテーブル上で努力する、そこ

まで現地の経営者が持っていくのが重要なのでは

ないかと思います。 

 ⑤緊急対応策の構築 

 もう一つは、労使紛争とか災害発生、暴動事件

などに備えた緊急対応策の構築。２つの例があり

まして、大手の部品メーカーのベトナム法人のＡ

社ですけれども、在庫を持たないというフィロソ

フィーでやっていました。もう一つの会社、Ｂ社

は中国にも複数の工場もあり、４、５日の在庫を

持ってやっていた。ここで2006年にストライキが

同時に発生しました。 

 そのときに、在庫を持たないＡ社は本社からせ

っつかれ、賃上げも全部妥協して受けてしまった。

もう一つの会社はある程度余裕を持って、５日ぐ

らいで無事解決した。翌年もその翌年もＡ社はス

トライキが起きている。 

 ですから、想定外の工場の停止などの危機管理

対策を構築しなければならない。例えば、平常時

からの一定の在庫確保とか、複数の外注先や供給

元の確保と協力関係をしっかり構築していかなけ

ればならないということを、現地の経営者の方々

には申し上げています。 

(2) 現地でのコミュニケーション 

 ①現地行政との連携 

 なお、以上に加えて申し上げたいこととして、

ベトナムの行政の日系事業に対する理解の獲得が

あります。ベトナム政府自身は日系企業の労使問

題にはあまり興味を示さなかったというのが2006

年から数年ありました。これに対して、地方行政

の外資系企業経営に対する無知とか無関心を是正

しよう。企業や商工会、在外公館レベルの情報交

換とか認識の共有化、こういうもので健全な労使

関係の構築をはかろう。これは先ほど申しました、

ドンナイ省とビンズン省の現地側の行政もいろい

ろ協力して、ストライキがだんだん減ってきたの

も、こういう努力のあらわれだと思います。日本

商工会は、ベトナム南部ではビンズン省・ホーチ

ミン市・ドンナイ省で３つ工業部会が分かれてい

ます。これはその省ごとに行政の対応が全然違う、

給料のレベルも個人所得税額の常識も違うという

ことで、それぞれの組織で独自に対抗しようとい

うこと。もう一つは、各工業部会が、例えば給料

を今度はどのぐらいにしようかとか、横の連絡を

持って対応しております。 

 ②企業の社会的貢献 

 後に、ベトナムの地方行政や社会に対する経

営者とか企業の社会的貢献で、日系企業の何社か

は収益の一部を福祉施設に寄附したり、地方の学

校を支援している。また、地方行政・社会との信頼

関係の構築ですが、日本人経営者がその地域での行

政トップと仲よくしているのがテレビで映ると、

従業員は非常に喜びます。ベトナム人従業員はう

ちの社長はこうやって現地と仲よくしている、あ

るいはそれだけの顔を持っているとして親しみ、

あるいは尊敬の念も持ってくれる。ひいては、こ

れが企業に対するロイヤルティーを醸成できる。

ベトナムの従業員は、我々から見てもサポーティ

ブだなという感じがします。 

 これらが、私がよくベトナムに進出する企業に

提案して、経営と労務をうまくやってくださいと

申し上げているポイントです。 

 

②インドの場合 

(1) 労働者教育の問題 

【チャンドラセカール】 日本の企業における問

題は、新しい制度を入れるときなどにあります。

例えば改善制度ですとか、あるいは品質管理の制

度などを導入するということで、労働者に教育を
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施さないことがあります。実際、そのような場合

に、労働者が従わないといった問題が起きていま

す。ですから、労働者は日本の企業の一部と考え

ていただきたいです。 

 ただ、インドの企業の場合は、日本の企業が母

国日本で行うほどは、労働者に対して教育を施す

ようなこと、教育を受けるよう奨励するというこ

とはありません。 

 そしてまた、利益の共有ですけれども、そちら

にも問題があります。日本の経営者側からします

と、例えば車の部品の組み立てには、日本の企業

の場合は、１分以内にこの部品をあそこにつけて

などを要求するわけです。しかしながら、それに

見合った支払いをしたくないというのが問題です。

政府が設定した 低賃金と実際に支払われている

賃金との間に、差があるわけです。これはインド

では異常なこととして認識されます。 

(2) 賃金の問題 

 そしてまた、例えばグローバルユニオンとの合

意では、インドのルピーで、いい給与の額を支払

う、あるいは賃金の額を支払うことをしていただ

きたいと思います。例えばインドの労働組合の場

合、社会保障制度はありませんし、いい年金制度、

あるいは、いい医療保険などが、労働者自身、そ

してまた、その家族に対して払われておりません。 

 インドの中で操業する日本の企業の場合、生産

性ということに関しては、非常にほかの業界、業

種に比べて高くなっているわけです。ですから、

ほかのものについても同じようなかたちでやって

いただきたい。そして、働くという概念について、

自分は企業の一部だと考えてもらい、それによっ

て働くことをしてもらいたいと思います。 

 また、中堅管理者ともコミュニケーションを持

って解決していただきたいですし、これは労働者

と工場内の長である人たちとの間でも同様です。

評価についても同じような影響があると思います。 

 ですから、このような点についての改善を実際

に行っていただきたいと思います。賃金体系、社

会保障を導入していただきたいと思います。イン

ドの人々は多国籍企業で働くことに対してプライ

ドを持って、働きはじめます。実際にいい社会保

障の備わった、そして賃金も高い額が保障される

ような、そういった企業で働きたいと思うわけで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③インドネシアの場合 

【イクバル】 日本の企業は、インドネシアの現

地の決まりに従ってほしいと思います。 

(1) アウトソーシングへの対応 

まずアウトソーシングの問題です。 

 本来、アウトソーシングは５つの仕事の種類の

みに認められています。ケータリング、清掃サー

ビス、警備、運転手、それから、石油ですとか鉱

業などの補助的業務の５つに限られていますけれ

ども、日本企業も、必ずしもそれを守っていない

現状があります。 

 日本企業が現地で労使紛争、労働争議に発展す

るのは、ほとんどがアウトソーシングの問題です。

ですから、現地の経営陣がきちんと判断をして、

例えば中国や韓国の企業がやっているからではな

く、守るべきことを守って、正しいと思うところ

をやっていただければ、紛争も争議も起きないと

思います。 

 年金の問題もそうです。やはり現地に進出して

いる日系企業の多くが、まだきちんと年金を支払

っていません。ですから今、時期的に、いつまで

にはそれをしなければいけないというのが定めら

れましたから、法律に従っていただきたいと思い

ます。 

(2) 中小企業と労務管理 

 ２つ目は、インドネシアに対する日本からの投

資は、今も増え続けています。例えば自動車産業

でみれば、部品をつくる会社がインドネシアに入

ってくるわけです。 

ただ、部品をつくる会社は、中小あるいは、ミ

クロといわれるような企業が多いわけですが、そ
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うした会社がインドネシアでの労使関係について、

あるいは税金に関して、一からそこで学ぶという

のはなかなか難しい面があると思います。そこで、

経団連や、JILAFを通じて、小さな企業がインドネ

シアに進出する場合の労使関係や税務に関して教

えてあげてほしいです。そうすることで、起きな

くていい問題が起きるのを防げると思いますし、

労使問題というのは、どうしてもローカルマネジ

メント、現地の管理職の問題という部分が大きい

と思います。 

(3) 適正な生計費について 

 ３つ目ですけれども、日本の労働組合が力にな

ってくれるだろうと思うのは、生計費は本当のと

ころ、幾らぐらいかということを調査してほしい

と思います。 

 生計費については、マレーシアやシンガポール

と比べてどうこうという議論になりがちですが、

インドネシアの経営者協会はすごく低く言いたが

ります。客観的には、実際どのぐらいのレベルなの

か、どのぐらいのお金があれば生活できるのかと

いうことを調査してほしいと思います。 

 そのためには、先ほど言った84品目同時に、生

産性を高めるという意味の調査もしてほしいと思

います。インドネシア経営者協会（APINDO）に言

ってもなかなか聞いてくれません。彼らも経営側

として、紛争の当事者ですから、そこで日本の労

働組合の方々の経験、今まで築いてきたものを、

例えば調査であるとか、データをとる部分でも活

用していただければと思いますし、そういったこ

とが結果的には、インドネシアの労働組合が力を

つける、きちんと行動していけるということにも

なると思います。 

 我々も現在では、１週間の間に200万、300万と

いう数の労働者を集めたり、動かしたりすること

ができますが、本当はしたくないわけです。ただ、

経営側とぶつかって紛争となった場合には、やら

ざるを得ないわけです。先ほどの低賃金の問題、

アウトソーシングの問題、いろいろありますけれ

ども、長期的な観点に立って、ASEANのほかの国と

の比較において、具体的にどのぐらいの数字が妥

当であるかといったようなところの調査で、力を

かしていただければと思います。 

④参加者との意見交換 

【香川】 それでは今から、参加者の皆さまから、

ご意見、ご質問などをお受けしたいと思います。 

【会場からの発言①・連合本部・鈴木国際局長】 

（質問内容）①ベトナムで適法なストライキがあ

り得るのか、ある場合にはどのように進んだのか

を教えていただきたい。②インドで企業別労働組

合が上部団体に加盟する場合、団体交渉に上部団

体は参加できないなどの制約はあるか。③インド

ネシアの場合、 低賃金が生活賃金に届いていな

ので、賃金引き上げを進めているが、生産性を上

回る賃上げになると、物価にはね返るという問題

があるがどう考えるか。 

【会川】 ストライキはこれまでの５年間で3,061

件、29省で発生していますが、合法的なストライ

キは１件もありませんでした。 

【香川】 私からのコメントですが、ベトナムは

社会主義国でストライキ権を曲がりなりにも認め

ているという非常に珍しいケースです。これは労

働法典をつくるときに、ILOが国際的労働基準に達

するようなかたちにすべきだというアドバイスを

しました。そうしてスト権を認めましたが、現実

的には、ストライキへ行くまでに、相当な段階を

踏まないとできないので、息切れしてしまう。ま

た、そこへ行くまでの間に問題が雲散霧消したり、

うやむやになったりしてしまうという状態で、ス

トライキまで到達しないという感じを受けていま

す。 

【チャンドラセカール】 インドでは中央の組合

に加盟する場合に抑止されるということはありま

せん。独立した組合は、いつでも加盟ができます。

しかし、企業の経営者側が、政治的な影響を行使

して、それをさせないという場合もあります。 

【香川】 単組レベルで団体交渉をしているとき

に、上部団体が団体交渉の場に出てくるというの

は、ごく普通なんでしょうか。 

【チャンドラセカール】 交渉のテーマによりま

す。通常は、その業種の使用者側と２者間で交渉

して合意に達します。その場合、ナショナルセン

ターはかかわりを持ちません。また、政府を含め

た３者間に関するルールもあります。 

【イクバル】 賃金の引き上げと生産性の関係に
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ついては、それを議論する上での前提として、科

学的で国際水準を満たす生計費の基準を確立する

必要があります。私たちは政府や使用者に共同調

査を申し入れておりますが、応じてくれません。 

 お話の点は私自身も悩んでおります。物価が急

激に上がれば、インフレにもつながり、競争力も

失いかねませんから、今後、５年ぐらいの間に段

階的に上げていくというような話だと思います。 

【会場からの発言②・経営民主ネットワーク・高

木事務局長】 （質問内容）①インドネシアでは

賃やアウトソーシングの法律違反に対して政府

の罰則はあるか。②労働組合として不買運動など

の対抗軸を持つ必要はないか。③2003年の「労使

協議会法」が機能せず労使対等が実現していない

のではないか。 

【イクバル】 法律を守らない企業については、

きちんと取り調べをして、調書をとって、刑法の

面で対処をしないといけない。実際、韓国の企業

などでそういったことが始まっています。 

 ボイコット運動については、まず、悪質な法違

反があることをアピールする必要があります。金

属労連関係でも、サムスン製品を目の前で壊すな

どをしたことがあります。 

 また、2003年の法律があるにもかかわらず、政

府が動かないので法違反が発生している。そのた

め、全国ストライキといった行動を行っています。 

 松下幸之助さんの話を聞いたが、良い製品をつ

くるためにまずは人を育てなさいと言われました。

安い賃金だけを求めていたのでは行き詰まると思

います。 

【会場からの発言③・JILAF髙木理事長】 日系企

業商工会は進出国の労働に関する制度についての

要望を相手国の政府に求められていると思うが、

現地の制度や慣行も尊重すべきと思うが如何か。 

【会川】 2003年から、日越共同イニシアチブと

いう運動を立ち上げ、ベトナム政府と日本政府が

投資環境を如何に良くするかを論議しており、今

第５次まで進んでいます。このイニシアチブでは、

双方がそれぞれ主張し、対話はうまくいっている

と思っています。 

【香川】 それでは、以上でパネルディスカッシ

ョンを終わらせていただきます。パネラーの皆さ

ん、会場の皆さん、どうもありがとうございまし

た。まとめにつきましては、国際労働財団の團野

専務理事にお願いいたします。ありがとうござい

ました。（拍手） 
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１．まとめ 

国際労働財団 専務理事 團野久茂 

【勝尾】 長時間にわたり、

熱心な討議をしていただきま

して、ありがとうございます。 

 後に、当財団の専務理事

の團野から、本日のセミナー

のまとめをさせていただきた

いと思います。 

【團野】 本日は大変ありがとうございました。

セミナー終了にあたりまして一言、まとめをさせ

ていただきたいと思います。 

 こういうかたちでオープンに、またフラットに、

「海外労使紛争を未然に防止をする」というセミ

ナーを開催するのは多分、日本ではじめてのやり

方だと思います。実は、今年５月にインドに参り

ました。そのときに、INTUCサンジェバ・レディ会

長に会いまして、様々な労使紛争について話し合

いをいたしました。その際に、ぜひ日本でこうい

うセミナーをやるので、代表を派遣してほしいと

お願いをいたしました。 

 また、インドネシアで労使関係セミナーも実施

をし、その際には、イクバルさんに直接、来てく

れとお願いしました。彼は今、 低賃金で大変忙

しい状況ですし、台風も心配だったんですが、約

束どおり来ていただきました。実は今日の朝、着

いたばかりで、明日の朝にはまた帰るという強行

日程でありまして、大変感謝申し上げたいと思い

ます。 

 また、会川さんには、ベトナムのホーチミン市

で、長らく商工会議所の会長を務めておられまし

た。実を言うと、労働組合のVGCLに来ていただい

てコメントをしてもらっても、多分、何も出てこ

ないだろう思いまして、商工会議所の会長さんに

来ていただきました。 

 また、香川先生には、２年間、ハノイで、日本

大使館の公使をされておりましたので、ホーチミ

ンとハノイをあわせれば大体ベトナムが分かるだ

ろう、このような思惑で、この４人の方々をセミ

ナーにお呼びをして、はじめて開催をすることに

いたしました。 

 また、日本商工会議所からは、ベトナムをター

ゲットにしてほしいという要請もありました。振

り返って見ると、アジアの中でも一番成長してい

るのはインドネシアでありますし、今後期待され

るのはベトナムであります。また、世界の中で、

インドはこれから人口も中国を超えて、どんどん

成長していくだろうと想定されております。 

 そういう意味で、焦点になっている３つの国か

らそれぞれ代表に来ていただいて、セミナーを開

催する運びとなりました。その４人の方には、長

時間ほんとうにありがとうございました。 

 それでは、簡単に取りまとめをさせていただき

ます。 

 グローバル市場経済の拡大に伴う世界的な構造

変化が今起きています。大げさに言うと、500年に

一度、600年に一度変わる、歴史の軸が変わりはじ

めたというぐらいに世界の構造変化がはじまって

いるという認識を持つ必要があると思います。国

民国家であった時代は、国家と資本が結びついて

いました。今、グローバル市場経済化というのは、

国と資本は完全に分離しています。資本は、言葉を

かえれば企業は、利潤を 優先に、日本ではなく、

ほかの国を選ぶ。 適なところを選んで生産をす

るというふうに変わったわけです。そういう認識

を持つ必要があります。 

 従って、いつ何どき、どこへ出かけていくかわ

からない。資本は自由に世界を飛び回っています。

長らく開発途上国は資金不足でした。ところが、

そうした多国籍企業がどんどん進出をしてくるこ

とによって資本投下され、そのことによって経済

がどんどん成長するようになりました。 

 それと、実体経済を金融経済が大きく上回るよ

うになり、資本が、マネーが実体経済を上回り、

市場原理的な考え方になった。これが格差を呼び

起こし、また一方で、日本でもそうであるように、

４ まとめ 
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中間所得階層が崩壊している。そして結果として、

格差が拡大している。こういう影響は、日本だけ

ではなく、世界各国、開発途上国にも影響が出は

じめている、そうした経済構造の変化が全世界的

に起きはじめているんだという認識を持つ必要が

あると思います。 

 その結果、重層的に二極化をしている世界経済

は、先進国と開発途上国の差も、アメリカは別か

もしれませんが、多分、中長期的にヨーロッパ経

済は沈んだままでしょう。主要先進国と開発途上

国を考えれば、明らかに成長エンジンはもうアジ

アに移っている、アジアの時代に戻ったという認

識を我々も持つ必要があるかもしれません。 

 それから、多層化されたグローバル経済という

ことであります。グローバル市場経済が急激に拡

大し、一気に波をこうむったわけであります。従

って、開発途上国は極めて古い体質を残したまま、

近代性、超近代性、前近代性のそれぞれがまざり

合った構造変化であると認識をしなければいけな

いと思います。 

 そして、ここで一言言いたいのは、グローバリ

ゼーションというのは、サードウエーブ３つの波

の時代だということです。つまり、第三の波、20

世紀末からこれまでのグローバル化とまったく違

うのは、今回のグローバリゼーションは、ICT革命

という技術革命によって後押しをされているとい

うことです。 

 従って、もう企業は場所を選ばない。距離の問

題ももうまったく関係ない。設計図さえあればど

こでも工場をつくれる、そういう時代に来たとい

うことです。従って、一番安くつくれるところに

生産立地を求める状況になっている、そういうグ

ローバリゼーション、グローバル化だということ

であります。 

 その結果、日本は、もしかすると相当な空洞化

が来てしまうかもしれません。もしかすると、日

本の企業がタイに本社を持つ時代が来るかもしれ

ません。ホールディングカンパニーだけ日本にあ

って、本社はタイにある、そして全世界各地に工

場を持つ、そういう時代となるかもしれません。

国と資本がまったく分かれるわけですから、いつ

までも日本の中に企業があるという時代ではない、

そういうことだろうと思います。そういう意味で

言うと、日本企業だとか日系企業だとか言ってい

る場合ではなくて、タイの企業も日本企業かもし

れない。どこが境目だかわからない、こういう時

代になるかもしれません。 

 さて、1986年から2015年、予測も含めた名目GDP

の推移でありますが、日本は1986年から比べると、

規模が2.5倍に増加しています。アメリカは3.2倍

です。ヨーロッパは3.9倍ということです。もしか

すると、日本はこれまでは伸びてきましたが、こ

れから先を見ると多分、規模は下がっていかざる

を得ないでしょう。 

 ヨーロッパも27ヵ国EUに加盟をしています。ユ

ーロは17ヵ国でありますが、今の状況からいうと、

ユーロが維持できるかどうかの境目に来ているは

ずです。中長期的には多分、下がっていくだろう

と言われております。アメリカだけはシェール革

命で、多分、2015年から17年には産油国として、

石油も天然ガスも世界でナンバーワンを誇る国に

なります。これはまったく逆転する可能性があり

ます。ここだけは別でありますが、中国が16.7倍、

ASEANが5.8倍であります。 

 ですから、中国だとかASEANに加えて、プラス３

といわれている日本や韓国や中国を含めると、総

人口は21億です。これは世界で 大の市場規模を

誇るエリアになります。このような方向を見れば、

一目瞭然であります。ある本によれば、シェール

革命によってプラスになるのは、日本とインド。

ロシアは多分、だめになる。今ももうその影響が

出ています。ですから、日本に天然ガスを売りた

くてしようがないわけです。そういう状況変化で

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－139－



 ブラジルも鉄鉱石に頼っています。中国も先行

きはどうかわからない。格差問題がどんどん表に

出ている。超高齢化社会を迎える。ですから、BRICS

がオーケーだと言っていましたが、結局、残るの

はアジアであると思います。ASEANしかない、こう

いう状況かもしれません。インドも含めたアジア

に、世界の経済を牽引する、そういう地域になる

と私は思います。様々な本を読んでみても、その

ようにいわれております。 

 そういう状況のもとで多分、海外現地法人の企

業数、従業員数の推移でありますが、右肩上がり

に増えています。（P143図参照）経済産業省の海外

事業基本調査によれば、2010年で約１万9,000社弱

ということであります。海外で雇用されている人

数は500万人弱で、アジアについては2010年度ベー

スで全体の61.8％、約１万1,500社、という状況で

す。（P143図参照）中国が5,600社弱、台湾が751

社、それぞれ出ております。明らかに全体の中で

アジアの伸びが一番大きいということは、一目瞭

然でいえるわけであります。 

 次に海外現地法人の推移ですが、（P144図参照）

アジアの中でどのような状況なのかということで

あります。やはり中国は一番伸び率が大きいし、

増えているということであります。次がASEANです。

中国、ASEANに集中をしている、このように見てい

ただきたいと思います。 

 そして、いま何が起きているかということをも

う一度考えていただきたいと思います。EUが結成

されましたけど、EUの結成は政治的な枠組みによ

って結成されています。ドイツとフランスが長年

にわたって大戦争をやりました。その結果、反省

に立って、ああいうものをつくろうということで、

政治的枠組みでEUをつくりました。 

 一見、アジアは遅れているようでありますが、

多国籍企業の進出は反対に、グローバルな事業ネ

ット、企業による事業ネットワークの構築によっ

て、市場統合が相当程度、進んでいます。そのよ

うに認識をすべきであります。その動きによって、

アジアの分業体制がもう確立されています。 

 例えば自動車のアセンブリーラインで見ると、

３万点の部品を日本でもつくっているし、あちこ

ちでつくっています。そのやりとりで地域、エリ

アとしては、国というかたちではなく、地域総体

としてアジアの力が上がりはじめているというこ

とです。その中心地はインドシナであり、フィリ

ピンであり、将来的には、インドも含めた全アジ

アになっていくのではないか、このように考える

べきではないかと思います。 

 ましてや、2015年にはアセアン経済共同体（AEC）

が発足します。当初よりも早めて結成しようとい

う動きにあります。既に2010年にはASEANをつくっ

た先進国６ヵ国は関税を撤廃しております。非常

に先行しているわけです。日本はまごまごしてお

りますが、アジアはもっと先に行っています。 

 ある意味では、アメリカの動きに対抗して、

ASEANをハブにしてアジア経済を一体化する動き

だというふうにもいえるわけであります。このよ

うにアジアは動きはじめていると見ておく必要が

あると思います。 

 もう一つは、これまでの経済発展モデルとはま

ったく今は違うということであります。これまで

は、農業段階から産業段階へ順次移行していく。

経済社会全体が順序立ててステップアップしてい

くというのが、戦後いわれてきた、これまでの経

済発展のモデルでありました。しかし今の時代は

まったく違います。90年代以降の経済発展の特徴

は、グローバリズムが各国を一挙にのみ込みました

ので、各国はそれぞれの段階で持っている特質を

残したまま、グローバルマーケットになだれ込ん

でしまったということです。 

 もう一つ申し上げれば、日本は雇用社会であり、

ほとんどの人が雇用されている。もしくは自営業

で働いている状態です。しかし、開発途上国といわ

れるアジアはまったく違います。これはアフリカ

もそうでありますが、中世から続く就労社会とい

うことであります。日本では非正規雇用労働とい

うのが問題になっていますが、もっと前に問題な

のは、雇用されていない人たちがたくさんいると

いうことです。あらゆる制度から対象除外にされ

ている制度外労働者（インフォーマルセクター労

働者）がどれだけいるかということであります。 

 タイは62％、バングラデシュは85％。ネパール

におよんでは95～６％はインフォーマルセクター

労働者です。インドも私の推計では８割から９割は
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インフォーマルセクター労働者です。インドネシア

も多分、６割はそうだと思います。これがアジアの

実態です。こういう状態の中で、企業は進出をし

ていくということです。このように我々はもう一度、

その辺の状況について考える必要があると思いま

す。 

 次の視点として、ILOの中核的な労働基準として

も大きな問題は結社の自由および団体交渉権で

す。正直申し上げて、本日のセミナーでもここが

一番メインになっています。 

 インドで先日大問題になったところも、工場ご

とに組合が違います。第１工場はINTUCが組織をし

ていました。第２工場は違うかたちで会社が動き

ました。その結果、今は共産党の労働組合が支配

をしています。会社の思惑とまったく違う結果に

なったわけです。つまり思惑だけで動くとそうい

うことになってしまうということです。 

 それから、インドの特質については香川先生が

おっしゃいました。同族意識が強い、家族意識が

強い。従って、非正規と正規で分かれていると、

労働条件が違うと、それは差別だということにな

る。もう一つ、カースト制度がある。そういうと

ころも念頭に入れなければいけないのではないか

と思います。 

 そうした結果、アジアでの国別の労使紛争件数

はやはり上がっているということであります。こ

れは統計数字がどこにもありませんのでJILAF独

自で調査した結果によれば、（P145図参照）ここで

もやはりベトナムは、先ほどから、報告があるよ

うに、少し件数が増えています。今回のようなセ

ミナーを積み重ねていくことによって、こうした

紛争も、どういう状態にあるのか、件数がどうな

のかということを、もう少し正確につかめるよう

になっていくことを期待したいと思います。 

 また、JILAFの調査でも中国の労使紛争件数はも

のすごく上がっていますが、（P145図参照）2008

年から「労働契約法」と「仲裁法」が施行されま

した。その結果、件数だけはものすごく上がって

います。いっときは70万件に近い。今は60万件程

度であります。 

 ところが、この件数を人数で割り戻すと、（P145

図参照）例えば中国を見ていただくと2006年に1.1

人、2007年0.8人、2008年0.7人、2009年・2010年

は0.4人、2011年0.3人となっています。というこ

とは、70万件程度、紛争が起きているように数字

上は見えますけれども、動員数を見ると、0.3とい

うのは、１人の人が２回も３回も、その紛争の申

し立てをしているということです。ですから、件

数的には多いわけでありますが、規模としては非

常に少ない、こういうふうにいえると思います。 

 それに対して、これも数字がはっきりいたしま

せんが、インドネシアやインドもそうだと思いま

すが、動員数は１件当たりは多く、労使紛争は下

がっているけれども、反対に、動員規模は拡大を

している、そのようなかたちがいえるのではない

かということであります。 

 労使紛争に至る経過にはいろいろあります。お

互いに、ある意味では、建設的な労使関係をどの

ように結ぶかが大きな課題であると思います。

JILAFとしては、今回はグローバル化における建設

的な労使関係をどう考えるか、どう結ぶかという

ことを一大テーマにして、この１年間、アジア各

国で労使関係セミナーを実施してまいりました。

これは日本と違って、資本不足だった状態が、多

国籍企業の資本投下によって解消されて、経済成

長しはじめたわけであります。 

 ということは反対に、インドネシアのイクバル

さんのところも、セカールさんのインドもそうで

ありますが、そうした各国から進出してくる多国

籍企業と労使関係を結ばなければいけないわけで

す。グローバル化、市場経済化の流れは、一面で

経済成長をいたしますが、労働者に対する配分は

なかなか上がらないということであります。各国

の労働条件は下方硬直性を持っています。日本も

上がりません。しかし、ほかのところも上がりま
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せん。日本は下がっているかもしれません。とい

うのは、グローバル市場経済化がそれだけ影響し

ているということです。 

 我々はまだ、かつて右肩上がりの時代に賃金や

労働条件が上がったから我慢ができるかもしれな

い。しかし、開発途上国はまだまだ低い。生活も

できない。これではたまらないよという状態の中

で、ではどうするか。国民生活を向上するには、

建設的な労使関係をきちっと結んで、そこできち

っとした配分を受けて、徐々にやっていくという

ことしかないわけです。 

 そのときに、建設的な労使関係をどう結ぶかと

いうことを一大テーマにして、JILAFはシンポジウ

ムをこの１年間実施してまいりました。これしか

方法はないということです。短期的に労働条件を

上げたとして、良かったと思って１年過ぎたら、

その企業はいなくなった。安価な労働力をターゲ

ットとして移るわけであります。紛争でバリバリ

やられたら、こんなところではもうやっていけな

いからほかへ移るんだ、こうなってしまっては元

の木阿弥であります。 

 そうならないように、どう考えるか。そのとき

には、労働組合もある意味では、先見性を持った

考え方を持たなければいけないわけであります。

もうかったから全部上げちゃう、企業から全部奪

って、労働条件に配分しろと言って、ストライキ

を背景にして、力強くやったって、元の木阿弥、

何もなくなる可能性があります。 

 そうではなくて、設計は社会の発展とあわせて、

中長期的に労働条件を上げていくという考え方、

そうすると購買力が上がって、みんながもっとい

いものを欲しがる。そうしたら、製品の品質を上

げなければいけない。それと、労働の質もバラン

スよく上げていく。そうして、そのときに労働条

件も上げる。そのようにして、中長期的に徐々に

上げるという考え方も必要なわけです。 

 これは、労働リーダーといっても、ある意味で

は、経営感覚かもしれません。それぐらいの感覚

を持たなければ、これから開発途上国の、特にナ

ショナルセンターの労働リーダーは多分、務まら

ないと思います。そういう時代が来ているという

ことです。反対に言うと、我々もそういうことを

理解した上で進出をしなければいけないし、途上

国の問題を、きちっと我々も同じように受けとめ

なければいけないと思います。 

 今回のセミナーが、そういう意味で、理解が相

互に進むようなセミナーになったかどうか、まだ

わかりませんが、そのスタートを切れることにな

れば非常に良かったなと思うところであります。 

  

２．閉会 

国際労働財団 副事務長 勝尾文三 

【勝尾】 今日は 後まで熱心にご静聴いただき

ましたことを深く感謝を申し上げまして、本日の

労使紛争未然防止セミナーを終了させていただき

たいと思います。大変ありがとうございました（拍

手）。 

 結びに、このセミナーを支えていただいたのは、

やはり通訳の方々ではないかと思います。 後に、

通訳の方々に感謝の拍手をお送りして終わりにし

たいと思います。 

 ありがとうございました（拍手） 
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※この資料は本文 138～142 ページに対応するものです。 

2013年度・海外労使紛争「未然防止セミナー」
－ベルサール飯田橋駅前（2013年９月26日）－

セミナーまとめ

（17:00～17：30）

（公益財団）国際労働財団
専務理事 團野久茂

グローバル市場経済の拡大に伴う
世界的な構造変化

３つの大きな構造的変化

１）国家を超えた資本の利潤追求

・経済的な国境が限りなく低くな

り、資本は国民国家と離別

２）実物経済を大きく上回る金融

経済の登場（金融化）

・金融が実物経済（生産）を振り

回す時代 ⇒ 中産階級の崩壊

３）均質性の消滅と拡大する格差

・格差拡大時代の到来

重層的に２極化の世界経済

１）先進国と開発途上国の成長

・先進国は80年代から著しい鈍化

・成長エンジンの途上国への移行

２）多層化のグローバル経済

・それぞれの国は、一足飛びの近

代化部分と古い構造を残置

・近代性、超近代性、前近代性の

それぞれが混融(世界経済全体)

・産業主義的な「近代化モデル」

の終焉（90年代以降）

2

グローバライゼーションの３つの波

グローバライゼーション

モノ、資本、情報が世界的規模
で移動し、地球が一体化すること

１）第一の「波」（15～17世紀）
・コロンブスの新大陸発見、バス

コダガマの新航路（ｱｼﾞｱ）発見
・新大陸の金銀による香辛料、絹、

陶磁器などの物産の買い付け
・欧州資本主義経済の飛躍的進展

※１ ポルトガルから始まり、スペイン、オランダ、そ
してフランス、イギリスの争いの中で、イギリスが
勝利するというふうに覇権国が変化していった。

※２ オランダやイギリスの東インド会社に見られるが
如く、国家が強力に商業活動の後押しをした。

２）第二の「波」（18～20世紀）

・産業革命によって経済的覇権を
掌握したイギリスの台頭

・圧倒的な製造業の力を背景に、
資本を海外の植民地に投下
（貿易利益の追求）

・20世紀になると、後発各国を含
め、激しい帝国主義的な市場獲
得競争が勃発（植民地争奪）

３）第三の「波」（20世紀末～）
・冷戦の終結に伴うソ連の解

体、中国の開放政策の進行
・世界的な市場経済化の拡大

3 4

5

＜海外現地法人の企業数・従業員数推移＞

6

＜海外現地法人の各地域での企業数比較＞
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7 8

9

＜海外現地法人の地域別・規模別推移＞

☞アジアにおける市場統合の動き

１）こうした動きと比べると、アジア市場統合の動きは一見遅いように思える
が、企業や市場が統合・主導する形で、かなりのところまで進行している。

２）この市場統合は、多国籍企業による
①直接投資と、
②国境を越えた「ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ・ﾈｯﾄﾜｰｸ」
の成立という「２つのエンジン」によって
推進されている。

３）そして、このプロダクション・ネットワークは、
①機械を構成する諸部品の調達（輸出入）：

パーツ＆コンポーネント
②部品のアッセンブル（組立て）作業によって

拡大しており、この２つが組み合わさる形で、
アジア域内の国際分業が進行し、市場や経済
の統合が進行している。

４）ＡＥＣ（アジア経済共同体）結成の動き

グローバルな市場経済化の拡大と
強まる市場統合の動き

10

グローバル市場経済の進行による
経済発展モデル（近代化）の変化

従来の経済発展の考え方

農業段階から産業段階への移行
・政府による産業政策の推進、資本
導入、私有財産権の保護、教育の
充実等の制度的な条件整備

①先進国から産業技術を導入し、技
術革新、大量生産方式によって製
造業の発展を促進
①大量生産・大量消費システムの確立、②中間層の育成
③政治的・経済的な安定性を確立

②先進国からの技術移転によって、
順次、後進国は先進国化していき、
産業構造上の分業体制を確立

90年代以降の経済発展の特徴
・グローバリズムの波が各国を一挙に飲
み込んだ結果、
各国は、それぞれの段階でもってい

る特質を残したまま、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹｯﾄに
なだれ込んでしまった。

・それぞれの国が、部分的に一足飛びに
近代化した一方で、古い体質もそのま
ま保有している状態となっている。

多層化されたグローバル経済
（近代性と超近代性、前近代性の混融）

・中国がこの典型だが、今や、世界経済全体に
あてはまる状態。

・安定した中間層が形成されることも疑わしい
状態であり、格差・貧困は放置されている。

11

分野 条約

結社の自由及び
団体交渉権

87号（結社の自由及び団結権の保護に関する条約）

98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）

強制労働の禁止

29号（強制労働に関する条約）

105号（強制労働の廃止に関する条約）

児童労働の実効的な
廃止

138号（就業の最低年齢に関する条約）

182号（最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）

雇用及び職業における
差別の排除

100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）

111号（雇用及び職業についての差別待遇に関する条約）

12

[注1] 「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言（新宣言）」
最優先条約として以下の４分野8条約を提示している。

日本は「105号（強制労働の廃止に関する条約）」「111号（雇用及び職業についての差別待遇に関する条約）」を批准していない。 “国家公務員法・地方公務員
法においてストライキへの共謀者に懲役刑を定めていることが105号に抵触する”“ 111号条約が禁止する差別を明確に禁止する国内法が不在である”が未批
准の主な理由。
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インド

スリランカ/10

アジアの国別労使紛争件数の推移
Ⅰ

＜考察＞
＊労使紛争件数
の推移をみると、
韓国・フィリピン
を除き近年増加傾
向にある。

＊注目すべきはベト
ナムの紛争件数で
ここにきて急激に
増加傾向となって
いる。

13

2008年より労働契
約法・仲裁法を施

行

693,000
件

350,000
件

589,000
件

アジアの国別労使紛争件数の推移
Ⅱ

14

＜労働争議1件当たりの関与労働者数＞
単位： 1件あたり
人

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

韓国 949.3 808.7 1,055.6 0.0 0.0

中国 1.1 0.8 0.7 0.4 0.4 0.3

インドネシア 583.3 2,081.6 900.0

カンボジア

タイ 426.4 302.7 424.9 673.7 499.2

フィリピン 198.8 189.8 184.2 185.2 183.8

ベトナム

インド 3,019.1 2,885.7 6,217.2 2,207.4 871.6 3,481.6

スリランカ 75.5 5.1 23.2 2.4 2.1 2.2

アジアの国別労使紛争件数の推移
Ⅲ

＜考察＞
＊中国は年間約60

万件の紛争件数だ
が、1件当たりの関
与人員は1人以下
であり、1人で1件以
上の仲裁申請をし
ている事になる。

＊注目すべきはイン
ド、インドネシアは
1件に関わる人員
が非常に多く、規模
の大きな争議を抱
えている事がわか
る。

ｄａｔａ出所
韓国 ILO：LABORSTA

中国
中国人力資源和社会保障部ＨＰ。ただし労働紛争仲裁受理件数のうち2006、2007年は
中国国家統計年鑑 （参加労働者数除く）

インドネシア ILO：LABORSTA
カンボジア カンボジア労働職業訓練省年次報告よりカンボジアITUC労組連絡会作成
タイ タイ労働保護福祉省により JILAFタイ事務所作成

フィリピン
フィリピン全国斡旋調停局統計によりフィリピン労組会議（TUCP)
作成

ベトナム ベトナム労働総同盟（VGCL） 作成
インド インド政府労働局統計 インド労組会議（INTUC）提供 2010年以降は前半のみの暫定値
スリランカ セイロン労働者会議（CWC）

インド2010年～は、半年のみのｄａｔａを2倍にして表示

15 16

２０１３年９月２６日（木）
「労使紛争未然防止セミナー」
～ベルサール飯田橋駅前ホール～
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●本書のデータについて 

・統計データについては、JILAF の活動を通じて得られた信頼できる公的情報に基き、できるだけ 2013 年以

降の値を掲載するよう努めた。 

・金額は基本的に日本円または米ドルで統一し、表記は円またはドルとしているが、一部では現地通貨の場合

がある。 

◎第Ⅱ部・アジア各国の社会労働事情概要 

〇基礎情報 

・面積：CIA The World Fact Book による 2012 年の値。本書対象国は 2013 年には同値と判断。 

・人口：CIA The World Fact Book による 2013 年の値。  

     https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

・首都、主要都市人口：日本共同通信社「世界年鑑 2013」による 

・GDP、一人当たり GDP：国連の National Accounts Main Aggregates Database による 2012 年の値（名目値）。

IMF の 2013 年の推計値は参考値。 

http://unstats.un.org/unsd/snaama/introduction.asp   

・労働力人口、産業別分布：各国政府統計など 

・ILO 中核 8条約批准数：JILAF ナショナルセンター情報 

http://www.jilaf.or.jp/nc_data/nc.php 

・為替レート 三菱東京 UFJ 銀行による 2014 年 1 月平均。一部は Exchange Rate による同年 1 月末の値。 

http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/past_3month.php 

 http://ja.exchange-rates.org/ 

・対日輸出額、対日輸入額：日本財務省「貿易統計」による 2013 年の値 

http://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/time.htm 

・日本の投資額：日本財務省「国際収支統計」による 2013 年の値。一部 2012 年の値。 

http://www.mof.go.jp/international_policy/reference/balance_of_payments/release_period.htm 

・日系企業数：ジェトロ・海外ビジネス情報・国別地域情報（2013年等の値）ならびに東洋経済新報社「海外

進出企業総覧国別編」（2012年の値）による。（ネパールは、外務省「海外在留邦人統計調査」による。）

なお、現地日系企業数は、調査により対象や方法が異なっており、数値には差異がある。 

・在留邦人数：外務省「海外在留邦人統計」による 2012 年の値 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000043.html 

〇主要統計 

・各国政府統計ならびに IMF 等による 

〇本文 

・日本のODA方針：日本外務省「ODA国別データブック2012」の「基本方針」、「重点分野」から編集部要約。 

・上記以外のものについては出典と統計年を本文中に示す。 

◎第Ⅲ部、第Ⅳ部 

・基本的に第Ⅱ部の「本文」に準ずる 
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本書に掲載された「アジア各国情報」は、今後 JILAF ホームページで公開予定です。

JILAF の詳しい情報はホームページでご覧いただけます。 

http://www.jilaf.or.jp/ 
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