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第１節 インドネシア 

１．概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表が示すように、インドネシアは、赤道上に東西5,000km以上にまたがり、世界 多の大小１万

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

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

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

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

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

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

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

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

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

水準にあることも、同国経済の問題点を示している。 
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図表１ 経済成長率等統計 

 

 

 

 

 

 

図表２ 主要産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．インドネシアの歴史の中での労働組合 

(1) インドネシアの歴史概観 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ア地域はオランダ植民地としての位置を持つこととなった。 

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

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

って激しく弾圧され、指導部は長期にわたって逮捕･投獄された。 

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

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

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

平で文化的な人道主義、３．インドネシアの統一、４．協議と代議制において英知によって導かれ
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る民主主義、５．インドネシア全人民に対する社会正義)だった。オランダはこれを認めず、再植

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

ルノは初代大統領に選出された。 

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

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

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

議を主催した。 

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

したが、スハ

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

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

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

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

利したジョコ・ウィドドが、第７代大統領をつとめている。 

 

(2) インドネシアにおける初期の労働運動 

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

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

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

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

合、鉄道労働組合など、多くの労働組合が結成された。 

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

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

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

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

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

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

された穏健な独立運動である「ブディ・ウトモ」の影響とされる。 

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

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

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

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

る。 

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

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

日の有給休暇、労働者の社会保障と政治的権利を要求している。 

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

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

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

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

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

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

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

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

をたどり、ついには華僑労働者の組織のみが存続するようになってしまった。 

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

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

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

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

ルタや東ジャワで地下に潜ることとなった。 

 

(3) 独立運動期からスカルノ体制期の労働運動 

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

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

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

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

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

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

党の影響下にあった。 

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

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

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

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

を求める未登録の労働組合によるストライキもこの時期多発した。 

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

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

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

させた。 

 

(4) スハルト時代の労働運動 

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

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

ＳＯＢＳＩに対する強硬な弾圧が行われた。 

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

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

し、1969年には21の労働組合が連携と協議の場としてインドネシア労働組合協議会（ＭＰＢＩ）を
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結成した。1970年代に入り、政府は乱立する政党の整理統合を行った。その結果1955年総選挙で議

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

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

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

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

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

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

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

を誘致する政府の管理下にある官製労働組合」として批判されることとなった。 

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

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

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

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

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

支援を強化していくことになった。 

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

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

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

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

働組合の性格は残った。 

 

(5) 改革期（レフォルマシ）の労働運動 

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

約すべての批准など、民主化改革（レフォルマシ）を進めた。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ルセンターが形成された。 

 

[三大ナショナルセンターの共闘とその後の分裂] 

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

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

 

 

 

 
17



 

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

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

ある。 

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

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

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

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

されるなど、このＭＰＢＩによる運動は、大きな成果をあげた。 

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

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

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

となっている。 

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

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

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

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

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

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

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

とされている。 

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

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

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

 

３．現段階の労働組合の概況 

(1) ナショナルセンター 

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

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

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

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

 

1) インドネシア労働組合総連合（ＫＳＰＩ） 

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

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

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

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

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

れるようになり、民主主義をどうするかの問題もある。社会保障について退職金制度が導入され

第１章 アジア各国の労働事情概況 

 

 

 

18



 

たが、十分なものではないとして要求を継続している。ＩＴＵＣ加盟。 

 

2) インドネシア福祉労働組合総連合（ＫＳＢＳＩ） 

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

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

行う欧米から多くの資金援助があった。ＩＴＵＣ加盟。 

 

3) 全インドネシア労働組合総連合（ＫＳＰＳＩ） 

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

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

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

いる。 

 

(2) 産業別組織（ＦＥＤＥＲＡＳＩ） 

1) インドネシア金属産業労働組合連合（ＦＳＰＭＩ） 

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

る。 

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

女性比率は35％。 

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

金への抗議行動、マガン（実習生）制度への問題提起活動など。 

国際的にはインダストリオールに加盟、国内ではＫＳＰＩに加盟。 

 

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

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

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

働者を組織する労働組合連合 

会長１名のほか副会長４名と、10の地域本部の本部長が選出される。 

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

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

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

しては特に労使関係に関する重要事項について政策提言を行っている。 

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

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

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

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

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

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

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

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

公社、国営企業であるインドネシア郵政など。 

 

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

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

上部団体とする金属系の産業別組織）などがある。 

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

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

ぞれが別の産別／ナショナルセンターに加盟していることも多い。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

４．労使関係の制度と現状 

(1) 社会対話と労使協議制度 

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

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

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

からの意見を聞くフォーラムを経てから作成したものであった。 

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

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

ど、労働者と経営者が同じ観点を持つことが基本とされている。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

した。この件数は減少傾向にあるとされる。 

 

(2) 低賃金 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ていないのではないかと推定される。 

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

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

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

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

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

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

者には適用が難しい、資金繰りが厳しいなど問題がある。 

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

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

いる。 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

(3) 労使関係についての訓練 

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

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

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

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

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

政府、労働組合と話し合いの場をもって、政策を浸透させる努力をしている。 

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

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

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

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

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

うなサポートをＪＩＬＡＦにも求めている。 

 

５．現状での問題点 

＜社会保障＞ 

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

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

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

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

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

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

である。 

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

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

保障の分だけコストアップとなっている。 

 

＜人材育成＞ 

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

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

る。 

 

＜中核的労働基準＞ 

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

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

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

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

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

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

う。 

 

＜労使紛争＞ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

る。その後激しい抗議行動や暴力行為は鳴りを潜めた。 

 

＜団体交渉＞ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ら支援を得られていないのではないか。 

 

＜労働組合自体の問題点＞ 

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

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

ることで、全く違う内容ということもある。 

 

＜マガン（実習生）について＞ 

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

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

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

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

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

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

 

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

＜当初は敵対的な労使関係＞ 

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

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

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

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

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

われたことが事態に大きな影響を与えた。 

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

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

していた。 

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

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

 

＜団体協約交渉について＞ 

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

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

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

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

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

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

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

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

が、現在の労働組合の立場である。 

 

＜賃金交渉について＞ 

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

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

するということを前提と

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

賃金が引き上げられているので、その 低賃金の５％から10％の水準である。 

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

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

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

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

め、労使の話し合いとしている。 

 

＜地方組織について＞ 

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

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

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

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

 

＜従業員の採用や昇進について＞ 

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

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

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

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

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

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

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

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

外部採用である。 

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

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

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

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

ある。 
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＜転勤への対応について＞ 

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

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

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

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

支給される。 

 

＜労働時間と休日について＞ 

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

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

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

休暇を取得している。 

 

＜現在労働組合が直面する大きな問題について＞ 

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

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

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

従業員の雇用をどうするかなど、労使で話し合いを行っている。 

 

＜マガン（研修生）制度について＞ 

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

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

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

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

 

＜労働組合活動について＞ 

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

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

く設けて、意欲のある人には何らかの活動に参加してもらうようにしている。 

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

ある。 

第１章 アジア各国の労働事情概況 

 

 

 

26




