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1:はじめに：タイ国労働立法の歴史と性質 
 
タイ国（The Kingdom of Thai Land）における労使

関係は、1897年の友愛会（市街電車会社の労働者が結成

した組合組織）が 初（日本労働協会：1976：102；堀

田：1993：319）1とされており、初期の労働者組織は一

般的に継続的な組織でなく、紛争が終結すれば解散する、

いわゆる争議団の形態が主流であった2。タイ王国は

1782年のラッタナコーシン王朝（チャオプラヤー・チャ

ックリー＝ラーマ I）の成立から程なくしてモンクット

王（ラーマ IV）以降に生じたイギリス及ぶフランスから

の領土的圧力により 1932 年の立憲革命まで、それまで

拡張した大タイ（メコン川東岸からマレー半島の中部ま

で）の領土の多くを失った一方、1855年のチュラーロン

コーン王（ラーマV）によるイギリスとのバウリング条

約（友好通商条約）の締結は、王室の独占貿易を終焉さ

せ、民間経済（主として華僑による）の発展の礎を築く

ことになった。従って、バウリング条約締結から立憲革

命までの時期にタイ国の近代経済の発展が見られ、この

ための萌芽的な労使関係が徐々に形成されることになっ

たと思われる。 
1932年から第二次世界大戦までの時期は、継続的な労

働組合組織の形成が見られることになった。Phalaphon
（2011：６）によれば、「1932 年の統治体制の変更後、

路面電車、鉄道、セメント、精米所、木工場、人力車、

タクシー、三輪車、船舶、理髪師、印刷所、及び失業者

のデモ、ストライキが発生し、勅令に基づいた国王への

苦情申立などが頻繁に行われた。･･･1922-23 年の間、

1912年に公認組合となった市街電車会社の労働者の「シ

ャム市街電車の労働協会」は、この協会の目的である労

働代表として使用者と交渉し、雇用条件を向上させ、賃

金交渉を行った。また印刷所、船舶、理髪師、タクシー、

精米所の労働者及び失業者に団結を促し、それ以降スト

                                                      
1 1912年、政府の求めに応じて会社はこの労働者組織を

承認し、労働者組織は登録を行い、度々要求書を提出し

た。吉田（2007：15） 
2 当時の雇用労働者の大半が華僑で占められていたため、

華僑の秘密結社により労働争議が実行されたことが争議

団の形態を採ることになった。吉田（2007：14-15）を

見よ。 

ライキが頻繁に発生」した。 
このような労働運動の急激な勃興には、立憲革命前後

の社会主義運動を含むヨーロッパ諸国における様々な労

働運動の影響が大きく貢献していると思われるが、イギ

リス及びフランスとの厳しい領土紛争、並びに中国人の

タイ国におけるオーバープレゼンスから生じたナショナ

リズムの影響3も見過ごされるべきでなく、とりわけ立憲

革命後のタイ国政権を担った人民党政治家たちのポピュ

リズムが労働者の不満解消策として大衆の要求をある程

度受入れた結果でもあった4。 
タイ国労働立法の歴史は、1908年の刑法典、及び1925

年の民事商事法典に始まる、これらはバウリング条約以

降継続した治外法権終了の後を引継ぐ、タイ国自身の法

秩序の形成でもあった。刑法典は労働争議に関係し、268
条の暴行及び脅迫を伴う集団的活動に対する刑事罰、

104 条の反乱罪が、ストライキを法的に承認した 1956
年の「労働法」（いわゆる統合労働法典）制定まで適用さ

れ得る立法であった。しかしながら 1956 年法は軍事ク

ーデターにより1958年10月の「革命団布告19号」に

より廃止され、労働組合の禁止が明示されたが、集団的

活動に対する規制には触れられず、現実に発生し得る労

働争議に対処するための強制仲裁類似のメカニズムを定

めると云った、一種の融和的な政策が用いられた5。他方

                                                      
3 市街電車労働者組合のストライキの原因として、労働

条件に対する改善要求と共に、不公平な処遇をした中国

人の駅長に抵抗したタイ労働者のナショナリズムが発端

であったこと、及びデンマーク人のマネジャーに対する

抵抗感などが指摘されている（Phalaphon：2011：5-6）。
タイ経済の民営化以降、事実上それらを牛耳ってきた中

国人に対するラーマ６世の反発に起因するナショナリズ

ムについては柿崎（2007：136-138）を見よ。 
4 この方針は同時に、華僑排斥政策と連動し、1938年の

ビブーン政権は経済のタイ化を進め、経済民族主義路線

をとり、精米、タバコなどの主要産業を国有化し、その

他職業の多くでタイ人雇用を義務づけるなどの失業対策

を行った。吉田（2007：14）を見よ。 
5 このメカニズムは吉田（2007：26）によれば、内務省

の任命した主務官が当該労働争議を審査・判定すること、

異議申立として15日以内に内務省公共福祉局に再審査

を申立て得ること、この判定は 終的なものであるとさ

れ、二審段階からなる。 



において、労働者保護立法は 1956 年法において定めら

れた部分は継続された。1998年に制定された現在の労働

保護法は 1956 年法の基本的枠組を維持しつつ、保護内

容の拡充を図ったものである。 
しかしながら、労使関係立法及び政策と同じく、労働

者保護法も労働関係におけるタイ人化政策を明確に反映

してきた。すなわち、華僑に対する経済部門からの閉出

し策であるタバコ及び精米産業の国有化をはじめ、立憲

革命後の大恐慌の失業問題にも対処するべく、一定の職

業に対してタイ人を優遇させる政策が始まったが、1939
年のタイ人労働者法は労働者の 75％をタイ人とするこ

と、1941年の職業援助及び職業訓練法は27の職業をタ

イ人専用とした6。これらの政策は、変化しつつも、基本

的な枠組は第二次世界大戦後も継続し、10人未満を雇用

する事業所の労働者、工芸品の製造に従事する労働者、

仕立業に従事する労働者、バイクタクシー運転手及び露

店販売業者及びその従業員等に対する適用はない。タイ

国ではこれら労働者保護法非適用労働者を Informal 
Sector Workersと分類し、2011年当時、全労働者に占

めるこれら労働者の割合は 62.6%、製造業で 8.9％、サ

ービス業で29.7%及び農業部門では61.4％に達する7。 
1975年に制定された現行労働関係法も、労働関係にお

けるタイ人化政策を引継いでおり、加えて、国家が積極

的に労使関係に父権的に介入する形態は一貫している。

本ペーパーはこうした労働関係が具体的にどのように展

開されているのか、さらにまたタイ国に進出した日本を

含む製造工場、とりわけ自動車、電機及び精密工業にお

ける労使関係の具体的な展開を紹介するものである。本

論文は、先行研究である吉田（2007）及び青森中央学院

大学大学院地域マネジメント研究科 2011 年度のタイ労

使関係法に関する修士論文を提出した Phalaphon
（2011）と執筆者との共同研究、並びに執筆者が 2012
年及び 2014 年に行った現地労働組合及び人事担当者に

対するヒアリングを中心とする調査研究（TOWARO傘

下 の Textile Garment and Leather Workers’ 
Federation：TWFT8並びに外資系 IMF傘下の複数の企

                                                      
6 1944年には4の職業に縮小されている。吉田（2007：
14） 
7 Arporn（2012）による。彼女の説明によれば、Infomal
かどうかは労働法の適用があるかどうかによる。但し、

2010年以降、雇用労働者はすべて社会保障スキームの適

用対象とされている。しかしながら雇用形態の多様化、

すなわち、1日8時間に満たないパートタイマー（企業

によっては慣例的に、1時間あたり 低賃金の1/8の額

を支払っているケースもある）、請負労働者とされた労働

者、その他業務請負に雇用をされる、主として外国人労

働者などに対して適用されないケースは継続している。 
8 TWFTに対するヒアリング調査については、UAゼン

セン同盟の郷野晶子氏に仲介の労をとって頂いた。繊維

産業については別に予定されている研究でその成果を報

業ベース組合）に基づいている。 
 
２：労働組合の結成とその組織構造の特徴 
 
1975年労働関係法によれば、労働組合の結成は、成人

（満年齢20歳）の出生によるタイ市民10人以上による

発起人組織の結成（88 条）、登録申請（規約の写し、発

起人の氏名、年齢、職業及び住所を明示した書面を添え

て）を登録官に対して行い（89 条）、登録官は組合規約

が90条の条件及び86条の目的要件並びに発起人の要件

を審査し、90条及び86条の要件を満たすと登録官が判

断した場合に登録証明書が発給され、登録官は政府公報

に当該労働組合の登記を公表（92条）しなければならな

い。登録証明書を受けた発起人組織は登録後120日以内

に労働組合の通常総会を招集し、執行委員9の選挙、執行

委員の担当職務及び規約草案の承認を得て、その規約の

写し、執行役員の氏名、住所及び職業を記した書面を総

会議決後 14 日以内に登録する手続をとらなければなら

ない（93条）10。こうした登録官による実質審査に対応

して、91 条はその手続を定め、登録官が 90 条及び 86
条の要件を満たさない或いは公の秩序に反すると見なす

場合、承認を拒否し、その理由も合わせて発起人組織に

通知し、発起人組織は 30 日以内に書面による異議申立

を労働大臣に行うことが出来、大臣が異議申立を受取っ

た日から 30 日以内に判断を通知するが、発起人組織が

異議ある場合には労働裁判所に於いて手続が進められる

ことになっている。 
労働組合は、同じ使用者の下で雇用されている労働者

（被用者）の組織である、企業ベースで設立される或い

は職業別に設立される（95条及び88条の類推解釈）。企

業ベース組合が主流であり、結果的に発起人を含めて、

発起人と同じ使用者の下で働く15歳以上の者10人を超

                                                                                    
告する予定である。 
9 執行委員もまた発起人と同じく、成人で、出生による

タイ市民であること、さらに加えて当該労働組合のメン

バーであるとの要件が課されている（101条）。 
10 なお、その後の規約改正も総会決議後14日以内に登

録官に提出され、審査を受けた後効力を生じる。（94条）。

この改正に対しても実質的審査が行われる。この判断に

対しても91条の手続が適用される。さらにまた、組合

員名簿についても、事務局に保管することを命じられ、

名簿を登録官が検査する業務に供さなければならない

（104－105条）。これは①斡旋担当者、労働紛争仲裁人

若しくは労働関係委員会の職務履行を妨げる違法な行為

を犯した者、②労働組合の目的に従わず、それにより法

に違反し、或いは公の秩序に反し、若しくはタイの経済

或いは安全を危険に曝す活動を行なった者、③労働組合

の活動を遂行することを執行役員でない者に認め或いは

可能にする行為の場合に、等が行為者或いは執行役員全

員の解職を命じる権限も持つ。（異議申立は107条） 



える労働者を雇用する事業場がその対象職場になる（89
条の類推解釈）。2012年現在、上記単位労働組合の数は

1,366組織が存在し、組織率は3％である11。 
企業ベース労働組合の設立は容易ではない。例えば、

発起人の一人が手続途中で解雇されるような場合、登録

前の組織に対しては不当労働行為システムの保護がない

ので、発起人組織は全体として変更された状態であるこ

とになるので、 初から手続をやり直さなければならな

い。すなわちこのことは、使用者側の組合潰し（団結権

行使に対する意図的妨害）に対抗する有効な手だてがな

いことを意味している。一般的に労働組合の結成は秘密

裏に行われる場合が多い。その例として、筆者が調査し

た次の労働組合が上げられる。以下は2011 年9 月8 日

に行われたインタビューにおける内容をまとめたもので

ある12。 
 
「Redenstock Ltdはドイツ系企業で、レンズ等を生産

している。この工場は 1990 年に設立、操業を開始し

た。その時から労働者代表の要求書提出を通じて、労

働条件の改善に努めてきた13。労働組合の組織化運動

も同じく行なわれたが、途中で使用者の知るところと

なり、いつも完成できなかった。しかし 2006 年の要

求書提出時に、一計を案じて、労働者代表の要求書の

内容に従業員の署名が必要であるが、それを同時に組

合承認の署名に流用する方法を発見し、使用者に秘密

裏に組合登録に成功した（発起人は 13 人、組合大会

議案書に顔写真が掲載されている）。使用者は登録まで

組合の存在を知らなかった。しかし使用者は冷静に交

渉の応じていると考えている。その理由の一つとして、

組織化に当り、ホンダ工場（モーターバイクの生産）

の労働組合の指導（経営とのコンタクトの取り方、ア

プローティその他交渉、付合い方を学習した）を得て

                                                      
11 日本労働研究機構「2013年海外労働情勢報告：タイ」

68－9頁による。ちなみに労働連合は20，労働組合評議

会は13である。 
12 2008年の組合大会について労働組合が作成した議事

録（英語版）は本ペーパーの付録 Iに掲載している。こ

の議事録は筆者が2011年9月8日に、工場内の労働組

合事務所内で、委員長及び書記長に対して行ったインタ

ビューの際に提供を受けた。 
13 雇用条件に関する要求は、被用者自身が集団で行うこ

とが出来る。13条は次のように定めている。「被用者が

要求を提出する場合、15%以上の要求に関係する被用者

の氏名、及び署名を添付しなければならない。被用者が

交渉代表を選出した場合、交渉代表の7人未満の氏名が

提出された要求に明示されていなければならない。交渉

代表が選出されない場合には、要求書提出後速やかに選

出して明示されなければならない」と定めている。

Rodenstock Ltdの労働者は当初この規定に従って要求

書を提出していた。 

いたからである。組合結成は 2007 年であり、その翌

年 2008 年にはALCT（タイ自動車労連、精密機械工

業を含む）14に加盟しているのも、ホンダ労組の指導

が関係している。 
従業員数は約900人、組合員は724人(女性が約400，

男性が300)、生産部門の労働者（殆どが女性）はほぼ

全員加入している。良好な労使関係を表わす例として、

2 年（2 回の組合大会終了後）後、使用者が自発的に

組合事務所を貸与したことが上げられる。 
国際連携活動について、IGメタルとのコンタクトは

ない。但し、ALCTのメンバーとして、IMF-JCに加

入しており、今年の8月にはパタヤで会議が行なわれ、

参加した」 
 
このことは、ドイツ系企業においても労働組合の結成

が困難であることを意味している。しかしながら同時に、

労働組合の連合組織である、ALCT 加盟労組15とのコン

タクト及び指導が結成を可能にした大きな要因であり、

産業部門の労働者の連帯活動の一つの例を示すものであ

る。 
タイ国の労働組合数は 2002 年の単位組合が 1,160 か

ら 2011 年には 1,366 組合、連合体が 19 から 20，評議

会は9から13へと増加傾向を見せているが、2011年現

在の民間労働者数が約1,300万人に対する組織労働者数

が約 379,000、組織率約 3％の現状を見ると、①小規模

事業所及び Informal Sectorの労働者の組織結成を排除

するこれら労働組合登録規制、②対使用者との関係で発

起人組織を形成することの困難性、並びに③多様な国籍

者が労働者としてタイで活動している現状にもかかわら

                                                      
14TEAM（Thai Electric Automobile and Metal Workers 
Union Confederation）に所属する連合体で、IMF傘下

組織でもある。インタビューに応じた各組合の指導者は、

この組織の下に電子・電機機械機器グループ、自動車グ

ループ及び金属グループが存在し、そのグループのいず

れかの傘下であると回答している。Rodenstock労働組

合の云うALCTは自動車グループの意味として使用さ

れている。なお、ALCTについてはFederation of 
Thailand Automobile Workers’ Union（タイ自動車労

連）と表記する資料もある（中部産業・労働政策研究会：

2003：80）。 
15 113条は、1項で同じ使用者の下に設立されている労

働組合の連合組織、2項で同じ職業分類に属する労働組

合の連合組織の設立に関する定めである。英語表記で

Labour Federationで、上部組織としてのLabour 
Congressがある。産業別総連合組織としてTEAM（タ

イ電機機器、自動車及び金属総連合）があり、IMF-SASK
と IMF-JCとの連携組織で、ALCTは IMF-SEAO及び

その上部組織である IMFの傘下組織であるが、同じ傘

下労組連合の自動車グループ傘下労働組合には多くの日

系自動車及び関連会社労組が加盟している。 



ず、国民国家のイデオロギーの下で展開された伝統的な

経済タイ化政策をこの部分でも結成時の要件に残存させ

ていることは、ILO87 号及び98 号条約批准を妨げてい

る大きな障害であり、未組織労働者と組織労働者の格差

の拡大が一層大きくなると考えられる。 
他方、日系企業における組織率について、バンコク地

域だけ見れば、製造業約30％、非製造業約5％との報告
16がある。この数値については日系製造工場では高い組

織率を持つと云うことは一般的に可能であろうが、日系

製造工場はタイ全土の工業団地に存在し、同じ日本企業

に関係する複数の工場に於いても、法人格の相違に起因

して、労働組合が存在する工場とそうでない工場が存在

している事実もある。その原因として考えられるのは、

人事担当スタッフの工場を横断する情報交換ネットワー

クが存在する一方、労働者自身のネットワーク化が発達

していないという問題が指摘されよう。但し、 近、こ

うした状態にも変化が生じつつあるように思われ、幾つ

かの労働連合の場合、未組織工場の労働者と何等かのコ

ンタクトを持つオルガナイザーによる、非公式な組織化

キャンペーンが行われている可能性がある。Rodenstock 
Ltd 労働組合の場合も詳細は聞けなかったが、こうした

状況が存在したのではなかったと推測される。 
後者については、しかしながら、他の工場の労働組合

組織が未組織工場の組織化を画策するために何等かの組

織を形成する場合、労働組合の目的に違反する可能性が

ある。すなわち労働組合は「雇用条件に関連する利益を

獲得し、保護すること、並びに被用者と使用者及び被用

者間のより良い関係を促進する」（86 条）目的を持たな

ければならず、90条に定められる絶対的必要的記載事項

（それらは 86 条の目的に加えて、組織内部の事項）以

外の事項を定める場合、公の秩序に違反しないことを限

度とすることが要求（91条）されており、これらを審査

し判断するのは登録官であり、この権限は労働組合登録

後に於いても常に行使され得る（105条）ものであって、

執行役員に対しても「労働組合の目的に従わず、それに

より法に違反し、或いは公の秩序に反し、若しくはタイ

の経済或いは安全を危険に曝す活動を行うこと、労働組

合の活動を遂行することを執行役員でないものに認め或

いは可能にする」場合には、登録官は執行役員全員の解

職を命じる権限を持つ（106 条）からである。従って、

上記のような非公式の組織化キャンペーンは、政府の対

応次第では危険な活動に転じ得ることにも注目すべきで

ある。 
 
3：労使交渉の構造とその特徴 
 
先に述べたように、タイ国における初期の労使紛争の

                                                      
16 日本労働研究機構「前掲書」19頁（盤谷日本人商工

会議所の調査報告に基づいている） 

特徴として、1940年まで、未組織労働者が使用者に対す

る不満を爆発させてストライキに入り、当然ながら「団

体交渉」或いは「団体交渉権」という概念が労使間に存

在しなかったので、労働者は不満を役人に訴えて調停し

てもらっていた。この労働者の不満が自然発生的に特定

の組織や指導者なしに爆発して、話合いの糸口の掴みに

くいサボタージュ等の争議となり、役人や有力者の仲介

で折り合いがつくというパターンを形成し、それが今日

でも基本的に変っていないと考えられている。サンヤー

内閣は1975年2月26日に新しい労働関係法を制定した

が、こうしたやり方が法規定の中に取込まれ、基本的な

紛争解決の方法として、現在の対労使関係を特徴づけて

いる（日本労働協会：1976：102；Phalaphon：2011：
14）。さらにまた、こうした労使関係を確立させた大き

な要因が、経済のタイ化政策及び繰返される軍事クーデ

ターによる非共産化政策による強度の政府管理システム

の構築が労働関係法策定の過程において行われたことも

既に述べた。 
1975年法に基づいた労使交渉のシステムを見る前に、

タイ国における特徴的な労使交渉の考え方を述べておか

なければならない。 
1975年法によれば、「労働条件協約」の締結及び「就

業規則」の変更は労使がそれぞれ要求する側に主導的手

続が課され、同じ法定手続のプロセスに従って解決され

得る。使用者は 20 人以上の被用者を雇用する場合、雇

用条件に関する協定、いわゆる「労働条件協定」を持つ

ことが義務（10 条）づけられ、20 人未満の被用者を抱

える使用者は「労働規則」、いわゆる就業規則を作成する

義務（労働保護法 108 条）があり、10 人以上の被用者

を抱える事業場に労働組合が存在する場合、いわゆる「労

働条件協約」が締結され得る。また労働組合が存在しな

い 20 人以上の被用者を擁する事業場に於いて「労働条

件協定」が存在しない或いは存否が確認されない場合に

は「就業規則」が「労働条件協定」と見なされるシステ

ムになっている。従って、タイにおける事業場には未組

織労働者の集団と使用者間の、及び労働組合と使用者間

の「協定」による労働条件が存在し、「就業規則」はこの

「協定」の機能を代替することになっている。また日本

において原則として使用者が一方的に作成・変更すると

見なされている「就業規則」も、労働者が変更を要求す

る場合だけでなく、使用者が変更を望む場合17であって

も、以下に説明する要求書の提出から始まる一連の手続

                                                      
17 使用者は労働組合がない場合、①要求書を掲示し、②

そのコピーを職場に責任者に送付し、③要求書を受取っ

た側は相手方に自己又は代理人の名前を知らせる（受領

を確認する効果を持つ）ことで提出要件を満たすが、そ

れは希望を表明したに過ぎないと見なされ、その後の所

定の手続に従わなければならない（Phalaphon：2011：
14）。 



を経なければ変更の効力は生じないメカニズムになって

いる18。こうしたタイ国における規制された労働条件に

関する一種の統合された浸透メカニズムは、労働条件の

労使対等決定の大原則に接近する19と共に、それらのプ

ロセスを政府によるタイトな規制の下に置くことで、労

働関係及び労働市場政策の政府監督という機能を維持す

る効果をもたらしていると評価することが出来る。 
以下において、タイ国の労使の間で慣例となっている、

1 月20からの労働条件変更を予定した交渉のプロセスを

労働組合の活動をベースに説明することにする。チャー

ト図は本ペーパー付録 II に掲載しているものを参照さ

れたい。 
一般的に、労働組合は9月に組合員に対してアンケー

トを実施する（意見集約）。アンケートは10月中に回収

される。以降、執行役員会で検討され、要求の決定、関

係データの収集が行われる。この間に提携関係にある労

働組合間で情報交換等が行われる。11月上旬に要求書が

工場の管理者に対して提出されるのが一般的である。こ

の 後の段階から法定の手続（15条）が開始される。要

求書を受取った使用者側が法定期間内（3日以内：16条）
21に交渉応じる場合、及び応じない場合に分けて説明す

る（付録のチャート図ではそれぞれA及びB）。 
Aのケースについて説明する。このケースではさらに

二つのケースに分けられ、①交渉の結果合意が成立する

場合、合意された雇用の条件を署名で作成し、労使が署

名しなければならない。使用者は合意成立後3日以内に

合意内容を工場内の見やすいところに 30 日以上掲示し

なければならない。さらにまた県労働局の事務局長に対

して 15 日以内に登録することが「労働条件協約」の成

立要件である（18条）。 
②合意が成立しない場合、労働紛争（21条）が発生し

たと見なされる。戒厳令下における一定の条件を満たす

場合を除く平常時に於いては、要求書を提出した労働組

合は 24 時間以内に県労働局の斡旋担当者に紛争の解決

                                                      
18 吉田（2007：）は「労働条件協約」が労働協約と就業

規則の二重の意味を持つ制度と理解している。 
19 労働組合は労働組合として要求書を提出できるとい

う意味ではないことに注意すべきである。個別労働者の

要求書提出が基本のパターンであり、事業場の被用者の

20％未満しか組織していない労働組合は要求書に関係

するすべての被用者の氏名及び署名を明らかにし、交渉

プロセスの途中で変更がある場合、要求を 初からやり

直さなければならない。20％以上を組織する労働組合は

労働組合として要求書を提出することができる。但し

20％の組織率に疑義が生じる場合には、使用者は斡旋担

当者に調査を要求することが出来ることになっている。 
20 タイ国における年度は1月から始まる。 
21 要求書を受取った使用者は交渉代表1名を指名し、そ

れを書面に作成し、受領後3日以内に交渉を開始しなけ

ればならない（16条）。 

を求めることが出来る（21 条）。当然のことであるが、

労働組合が以下の手続を利用しない限り、労働争議は生

じないことになる。この交渉不成立の段階から労使交渉

の本体プロセスへの政府の直接介入が本格的に始まる。

すなわち労働大臣は労働紛争が国家の経済或いは公の秩

序に影響を及ぼし得ると見なす場合、当該紛争を労働関

係調整委員会に付託し、この判断は 終的なものである

と見なされる（24 条）。それに加えて、戒厳令下に於い

て、「緊急事態による統治問題の強制に関する法に基づい

て緊急事態が存在する場合、若しくは国家が深刻な経済

危機に直面している場合」若しくは「23条3項に従い労

働争議が解決されなかった」すべての労働紛争について、

労働大臣が指名する複数の者による判断に付託され、そ

の判断は 終的である（25条）。このやり方は23条の規

定を含め、争議の禁止について、形式的には力で押さえ

込む方式をあからさまにとらず、労働大臣直属の委員会

或いは労働関係委員会の審査に解決を委ねる、一見した

ところ緩やかな規制のように見えるけれども、同時にこ

うした紛争解決に委ねるための基準が不明確で、政府の

裁量に委ねられている点も指摘されなければならない。

現在タイ国は戒厳令下におかれているけれども、これら

規定が適用された事例の報告はない。それらは一方で労

使の自粛をもたらし、他方で政府の寛容の態度を示すと

云った微妙なバランスの上で展開されているように思え

る22。 
21 条に従った県労働局への交渉不成立の通知後 5 日

以内に斡旋手続が開始される（22条）23。この5日以内

に斡旋が成立しない場合、労働紛争が解決されなかった

と見なされ（3項）、当事者の申立により26条の仲裁に

移行することになる。 
Bの要求書提出から3日以内に交渉が行われないケー

スについて説明することにする。当然ながらこのケース

においても労働組合が要求書を撤回すれば労働紛争は終

結することになる。Bのケースでは労働紛争は直ちに21
条の規定に従い県労働局に申立後5日以内に斡旋手続が

開始される（22 条）。斡旋が成立する場合、A のケース

                                                      
22 これらの問題については、本年に行う予定の現地調査

でさらに詳しく観察したい。日本国際労働財団（2014：
2）によれば、日系食品製造会社における2013年の賃金

引上げ交渉における紛争は非常事態が宣言されていた時

点での大規模デモを含む争議に対して、35条による労働

大臣権限に基づいて、原職復帰、従来の賃金の支払を命

じた例があると云う（2014年10月15日の講演記録）。 
23 但し、以下の事業公益事業を行う企業において合意で

きない場合には、斡旋担当者は紛争を労働関係委員会に

送致し、この労働関係委員会の判断は 終的なものであ

る（23条）。①国有鉄道、②国有港湾、③電話通信、④

公共エネルギー或いは武器の製造、⑤水道、⑥石油燃料

の製造及び精製、⑦病院或いは診療所、並びに⑧省令で

定めるその他の事業である。 



と同じく 18 条の手続に入ることになる。斡旋不成立の

場合、労働争議に入るか、或いは 26 の仲裁手続に入る

かいずれかが選択される。 
労使が争議を選択する場合、労使は対等な争議のため

の武器を持ち、使用者はロックアウト、労働組合側はス

トライキであり、それらは斡旋不成立以後、相手方の武

器使用の有無にかかわらず何時にても行使できる。この

場合、24条及び25条の適用が 終的に政府の直接の介

入として使用される可能性はあるが、この場合でも、政

府関係者或いは政治家を含む有力者の労使間への非公式

介入により解決されていると報告されている。 
例えば、Fujitsu General Ltd（Thailand）のケースに

ついて、2010年12月、ショーンブリー県労働保護及び

福祉局の前で労働組合員が集団的に陳情のためのデモン

ストレーションを行ったが、それは要求書提出後の5回

にわたる交渉において合意できず、労働組合が斡旋を申

立てたがこれにも合意できなかった。その一方で使用者

側が12月22日及び23日にロックアウトを行い、その

対抗手段としてこうしたデモンストレーションに至った

ものである。12月25日以降のロックアウトは1月に入

っても継続されたので、2 月 1 日、バンコクに向って大

規模デモ行進24を行い、14日かかって労働省に到達した。

その結果途中で15人の参加者が逮捕された25。しかしこ

の間に於いても、使用者側と法制度に則らない交渉が継

続されており、要求項目の取下げ等様々な交渉戦術が用

いられていた。 後まで残った要求6項目について、労

働側は 後のキャンペーンにかけ、2月22日、支援労働

組合の組合員と共に民主党26本部前に集合して、残りの

項目を要求した結果、6 項目中 5 項目について合意が成

立し、労働争議は終了した。 
もう一つの事例はGeneral Motors (Thailand) Co.Ltd

のケースである。労働組合が2010年12月21日に提出

した要求書について 4 回の交渉は 1 月 11 日不成立に終

わった。その間使用者側は2項目の要求書（労働条件協

約の2年間の継続、生産の変動に伴って使用者による労

働時間、休日及び交替勤務義務を一方的に変更する権限）

を提出した。労働組合は 1 月 12 日県労働局に労働紛争

を届け出た。斡旋作業は不調に終わり、2011年7月当時

未解決のままである。使用者側が 12 月時点でストライ

                                                      
24 支援労働組合Maxxis International (Thailand) Co. 
Ltdの労働組合員、PCB Center Co. Ltdの労働組合員も

この抗議（陳情）行進に参加した。このケースについて

はPhalaphon：2011：18－19を見よ。なお、タイ国に

おける労働関係のニュースについては、

www.thailabordatabase.org/th/file. を参照されたい。 
25 2月9日に逮捕され、女性は抗議の結果2日後に釈放、

残り13人は2月16日に釈放された。 
26 当時の政権党で、アシピット内閣を支えていた政党で

ある。 

キに対抗する絶えに多くの下請労働者及び外国人労働者

を雇用していたとの事実が報告されている。 
これら二つの事例から、断定できないが、幾つかの貴

重な示唆を引出し得ると思われる。 
すなわち、16条の要求書提出後3日以内の交渉という

要件について、必ずしも3日に限られず（GMのケース）、

又その後の労働争議の段階においても、事実上の交渉の

継続がなされている（Fujitsuのケース）。そのプロセス

に於いて、労使双方それぞれの立場からの妥協を引出す

作業が根気強く行われていることに注目したい。 
次ぎに、先制ロックアウト（日本で云う）或いは争議

を見越したスキャップの導入が行われ、労働組合側に対

する大きな圧力となっている点である。しかしながら、

両企業の大きな相違点は GM の対決的姿勢がより顕著

であることである。Fujitsu のケースではタイ国労使紛

争解決の典型的なパターンが踏襲され、それを支えてい

るのは、労働争議中における交渉の継続であると思われ、

それを可能にしているのは基本的に労使協調路線を維持

しつつ、両側それぞれに於いて妥協できる可能なライン

を探る重要な戦術であろうと推測され得る。 後の担保

は有力者による非公式介入であることは云うまでもない。

他方、GMのケースは労使対決姿勢が相当強固で、経営

陣は妥協点を探る努力に比べてビジネスの必要性を前面

に出して押しきる戦術を採用している。この場合、スキ

ャップが禁じられていないタイ国労使関係に於いて、あ

る程度有効な戦術であるように思われる。しかしながら、

後の落しどころとして有力者の仲介を労使双方が期待

した上での行動なのか不明である。 
 
４：結びに代えて 
 
上で述べたこうした相違はどこから生じるのであろう

か？それを解く鍵として、Auto Alliance (Thailand) Co. 
Ltd（AAT）の労使関係形成に関するヒアリング調査の

結果から検討しよう。 
AAT社はラヨーン県のEastern Seaboard Industrial 

Estatesで事業活動27を行っている。ヒアリングは、今年

から委員長及び書記長に選出された、Dingsamsng氏と

Udomsil 氏で、インタビューの時点でいずれも 39 歳で

ある。前の委員長の体制は、かなり強硬路線（ストライ

キも2008年、2009年と2回あった）をとっていたとの

評価があり、新執行役員はどちらかと云えば、協調型と

の印象を受けた。正規従業員は 2，900 人で、組合員は

1,500 人で、現場ワーカーのほぼ全員を組織している。

但し非正規労働者（業務請負の労働者で、外国人が多い）

を含めると従業員数は6,000人を数え、労働力の外部調

                                                      
27 Fujitsu及び支援労働組合の組織会社及びGMはいず

れもイースタンシーボード工業団地に所在している。バ

ンコク市内から車で2時間程度である。 



達の姿がタイでも明確になっている。同社には労働者委

員会（45条以下）があり、法の規定により、組合員数が

従業員数の過半数を占めるので、執行役員（21人）は全

員組合員で、委員長は組合の委員長でもある。労働組合

と労働者委員会はその職務を分担し、労働者委員会は福

利・厚生を専権事項としている。 
組合組織は、委員長、書記長及び会計の3役がフルタ

イムのメンバーである。給料は会社が負担している。上

部組織のTAW（ALCT）には2名がメンバーとなってお

り、月に一度の会合に出席する。AATはFordとMazda
の合弁会社であり、従来 Ford 出身者が社長であり、対

決姿勢を強固に示したが、Ford の撤退後、Mazda から

の社長になり、労使協調路線に転換した。 
要求書の内容は、賃金、ボーナスが主要なものである。

法に従ったプロセスの途中で解決するのが普通であるが、

2008年、2009年にストライキに突入した。この解決に

は、コンサルタント、政府、使用者及び組合の各代表の

協議が複数回行なわれ、解決に達した。TAW（タイ自動

車労働者連合：TEAM傘下の自動車労組連合グループの

意味で使用している）による要求の統一の可能性につい

て、規約にはそれが可能とする条項はあるけれども、ま

だ実施されたことはないと云う。2010年に新たに選出さ

れた新執行役員は労使の対話を積極的に行っている。日

常のコンタクトは労働者の公式及び非公式の苦情処理に

関してなされ、使用者側では人事労務担当者がこれに当

たる。公式の苦情については 終的に経営委員会におけ

る協議が予定されている。このプロセスを通じて労使共

に、それぞれの立場でどこに問題があるかを考え、改善

の方向について対話を行うと共に、労使がある程度の共

通の認識を持った改善策が要求書に盛込まれる。これら

のプロセスは、職場代表と工場管理者との公式或いは非

公式の日常の協議或いは話合いを通じて問題を事実上解

決していく IMF-JC傘下の労使関係を彷彿とさせる。 
組合の国際連帯は、例えば、マツダ労組との交流があ

り、先月も訪問を受入れた。また、TAWは IMFのタイ

産業別労働組合連合の一つであり、タイ国におけるその

他 IMF 傘下産別労働組合連合との交流、及び日本の

IMF-JC との関係を維持している。それらの交流活動は

とりわけ IMF 傘下の日系工場に於いて、協調型労使関

係を維持する上で大きな役割を果たしていると思われる。 
しかしながら、ここで特に述べられるべきは、経営と

労働組合を仲介する位置にある人事労務担当スタッフの

能力である。筆者は 20 年ほど前に日本における外資系

企業における労使紛争の大きな原因の一つとして、人事

労務担当者の能力を指摘したことがあった28。タイ国に

おける対外直接投資の波は 1970 年代に始まり、時の経

過と共に大きなうねりとなってきた。その中で人事マネ

ジャーの果たすべき役割はその重要性が高まってきた。

                                                      
28 尾崎：1992：45－50を参照されたい。 

彼らに必要な能力は、とりわけ言語能力（企業の本国に

おける言語或いは英語とタイ語）及び企業の本国の文化

とタイ文化を尊重しつつ、異文化衝突のケースにおいて

それらを解決する能力である。この中には労使慣行の衝

突解決が重要な能力として指摘されなければならない。

注目すべきは現在、タイ国内に日本留学を経験した人事

労務専門家スタッフが多数存在し、彼らが情報交換のネ

ットワークを形成していることである。彼らは日系企業

に関して、文化的、制度的及び異なった労使慣行の仲介

に必要な、貴重なノウハウを持っていることは明らかで

あると思われる。経営が彼らの能力をどのように活かす

のかも、タイ国における労使関係の発展にとって大いに

重要である。 
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付録 I：団体交渉の例 

Rodenstockタイ労働組合資料 

BE2552年（西暦2009年）3月29日（日曜日）に開催された第3回定期大会に提出された資料 

 

内容 

Rodenstockタイ労働組合の歴史 

第3回大会のスケジュール 

第2回大会の議事録 

Rodenstockタイ労働組合員の福利厚生 

2010年の要求 

会社と労働組合のコンタクト 

決算（監査報告） 

収入（支出報告） 

財産報告 

BE2551年度の組合活動の年次報告 

BE2551年度の組合活動報告 

 

Rodenstockタイ労働組合の歴史 

 

〔過去のRodenstockタイ労働組合〕 

BE2551年（西暦2008年）12月23日の第2回、2周年を記念して：我々はこの労働組合を設立し、2年間継続したことを誇りに

思う。我々は法の知識及びこの労働組合を運営していくといった多くの事柄を学んでいる。さらに委員会の義務は、創立年のBE2549

年、すなわち我々が異なった考え方を持つ4-5人の同僚で始めたが、我々が労働組合を設立しなければならない同じターゲットを持つ

時まで遡る。 

この話は、BE2549年11月、Somchai Seepraewong氏により始まった。彼は、我々の会社が福利厚生委員会だけでは充分でない

と考えている故に、我々の会社の考え方は労働組合を持つべきであるとすることから始めた。我々は常に、会社に考え方を与えるが、

何も変わらなかった。福利厚生委員会は我々が云うことに配慮せず、我々は7人を選んだあと、各部署の長との多くの問題に直面した。

彼らの一人はリーダーを捜し始め、完璧なリーダーはBunyat Sirisatein氏である。彼はリーダーであり、コミュニケーターでもあり、

従って彼はHONDAタイ労働者組合において顧問及び訓練を求めるために、同組合とコンタクトをとった。そして我々は、労働者組

合を設立する方法について、訓練するために8人を指名した。 

会合の後、我々は訓練で得た知識を労働者組合を設置するこの考え方に関心を持つ人々に広めた。そして2のチームが結成された。

① ミラー部門チーム（Somchai Seepraewong氏） 

② プラスティック部門チーム（Tawatchai氏及びSuwan氏） 

そして我々はさらにまた以下の我々のチームを持っている。 

① Bunyat Sirisatein氏 

② Krengsak Khumban氏 

③ Piyakiet Mechana氏 

④ Buppa Tipwongsa氏（女性） 

⑤ Preda Kaewma氏 

⑥ Kannapat Kariean氏 

⑦ Prapas Mongbow氏 

⑧ Umnuay Kongnonkok氏 

⑨ Suwan Yarangwong氏 

⑩ Kowit Traiyawong氏 

⑪ Sathaporn Warissakol氏 

⑫ Somchai Seeprangwon氏 

⑬ Suriyan Yuajit氏 

⑭ Tawatchai Kidsopa氏 



である。 

我々がBE2549年12月2-3日に始める予定の日に、 終的に475人を獲得した。 

さらに我々は、われわれがSomchai Seepraewong氏の自宅で加入申込書（上に記載した14人）を確認した後、BE2549年12月4

日午前8 時において、申請を行う用意のあったPetch Somabuth 氏を承認した。従って、Petch 氏は我々が行ったすべての加入申請

を審査した 後の人物である。 

BE2549年12月6日、我々は彼らを二つのグループに分けた。 

〔グループ1：会社に対して労働組合について提案する〕 

〔グループ2：労働組合登録のために労働及び社会福祉省の所に行く〕 

その後このプロセスは非常に巧くいき、会社の経営陣は提案を受取り、従ってグループ2は文書を用意し、労働福祉省に登録をした。

すべてが整った後、我々は部署に戻った。 

 

〔グループ1について詳細に語る〕 

第1回検討：我々は自己紹介をし、次回の検討のために会社の経営陣に文書を提出した。18時00分、Banyat氏及びWorasit氏は

会合を指定し、細部について話合った。 

Worasit氏は次回の検討を計画したリーダーであり、さらにまた我々のターゲットが遙かに大きなものであるために、会社からの提

案を取上げないよう告げられた。終了は午前1時であった。 

第2回検討：我々は会社に対する提案について、各労働者の利益に関して詳細に話した。 

第3 回検討：BE2549 年12 月21 日は我々が待ち望んでいた日であった。今回で 後の検討であり、さらにまたタイ労働及び福祉

省は我々が登録認証を獲得する予定日でもあり、そのために我々は会社に対する提案を中断した。我々はVorasit氏に対して文書を検

討し、それに備える時間を与えてくれたことに感謝しなければならない。 

それはRodenstockタイ労働組合を完璧にする前の、本当に困難で、厳しい時間であった。我々が約束したのは、我々はこの組合を

未来永劫維持することであり、皆様方すべての支援の形態について再度感謝を申上げる。 

 

〔Rodenstockタイ労働組合の創設チーム：13＋1〕 

我々の労働組合の目的は 

① 労働者及び被用者の権利及び利益を保護すること 

② 会社と労働者及び被用者の良好な関係を維持すること 

③ 労働者をあらゆる問題から保護すること 

④ 使用者と被用者の活動を促し、支援すること 

 

BE2552年代3回年次大会のスケジュール 

BE2552年3月29日（日曜日） 

時間 8;00から12:00 

場所 At Hall of Wat-Pluk-Sat-Tha School On-Nuch Road, Bankok 

 

8:00-8:30 登録 

8;30-12:00 大会 

アジェンダは以下のものである。 

① 開会スピーチ 

② 委員会スピーチ 

③ ゲストの紹介 

④ Rodenstockタイ労働組合監査人選挙投票の通告 

⑤ 前年度の活動報告 

⑥ 貸借対照表報告 

⑦ BE2552年度要求の提出 

⑧ その他事項 打合せ及び意見交換 

 

〔Rodenstockタイ労働組合第2回年次大会議事録〕 

出席者 



① Rodenstockタイ労働組合員 

② 経営陣代表、Vimolsuda Sriwalosakul氏（女性） 

③ Rodenstockタイ労働組合顧問、Peth Somabuth氏 

 

大会は9時に始まった。 

Bunyat Sirisatien氏が大会議長であり、本組合のメンバーについて通告し、（全組合員935人）の内475人の組合員が参加し、従

って大会が始まった。 

① 議長がBE2551年度年次大会の開会スピーチを行い、議長は労働組合の1周年記念について語り、さらにまた労働組合の目的

について指摘した。 

② ゲストの紹介及びゲストのスピーチ：議長は組合員にゲストを紹介した。Vimolsuda 氏は次のようにスピーチした。「私は今

日、年次大会に招待された一人であることを大変喜んでいる。私は Rodenstock 労働組合と会社が、同じ職場で働いているの

であるから、良好な関係をこれからも持つことになることを望んでいる」と話した。Peth Somabuth氏（ホンダタイ）がスピ

ーチを行った。「異なった家族的背景をもち、異なった意見を持つ人々がいるところでの主要な問題は、問題を指摘し、闘うこ

とも出来るが、我々は現在、自らの労働組合を持つ。そして私はこの労働組合が問題解決する我々を助け、我々の良好な関係

を維持し続ける。各人はそれぞれこの組織において二つの義務を持つ。それらは同時に組合員であると共に労働者であること

だ。我々は我々の権利を保護し、同時にちゃんとした労働も同じく維持しなければならない」 

③ 監査人選出の通告：議長がBE2551年度の組合の会計チームを指名した。議長は監査人のメンバーを通告した。監査人はKiet 

Korkiet氏（登録番号1959200/13）。大会決議は同氏に賛成する投票475で、全会一致であった。 

④ 前年度の組合活動報告：Piyakiet Mechana氏がBE2550年度の組合の活動を報告した。我々は委員会チームに対して労働組

合管理に関する訓練を受け、さらにまた労働組合のシステムについても訓練を受けた。それら訓練の目的は組合員に対して労

働組合についてもっと理解させるためである。福利について11を超える点について要求書を提出し、労働組合の初年度であっ

たために、会社はそのいくつかを承認した。そしてこのことが被用者に対して会社からより多くの福利を得させた。我々は経

営陣の優しさに感謝するためにこの機会を取上げなければならない。それらは11を超える福利のための要求の提出、すなわち

忌引き、育児及び疾病である。昨年我々の組合は会社と極めて良好な関係を持ち、我々は常に会社経営陣と話合った。そのた

めに、このことは被用者が現在から将来まで会社のためによい仕事をする、よい兆候であった。我々は再度組合員及び会社に

感謝申上げなければならない。 

⑤ 貸借対照表報告及び予算の決議：Bonkotrat Srakaew 氏（財務担当）が組合の収入と支出をはっきりと説明し、（組合費に由

来する収入、月毎の維持費、組合員の複利及び活動、並びに過去の訓練に由来する支出）支出に比べて収入が多かったことで

帳簿が閉じられた。大会決議は全会一致の、賛成475票であった。 

⑥ BE2551年度の要求書の提出：議長が我々の組合の執行委員会を設立することを大会に提案した。議長はBE2551年10月に、

翌年5月に向けて会社経営陣に提出した一人であった。大会決議は475票で、全会一致でなされた。 

⑦ 労働組合は労使関係法（BE2518）103 条２項を履行し、従わなければならない：議長は労働組合が労使関係法103 条2 項を

履行し、従わなければならないことを大会に提案した。議長は組合員に投票を求め、投票の結果は全会一致の475票であった。

労働組合は労使関係法103条2項を履行し、従わなければならない。 

⑧ その他の事項（労働組合員間の意見の交換） 

 ⑧-1Labour Federation Electric (Thailand(に加盟するための大会メンバーに対する提案 

議長は被用者組織の意義を説明し、明確にするために、Petch Somabuth氏を招聘した。その内容は次のものである。 

① 労働組合 

② 労働組合連合は2以上の労働組合の連合であり、同種のビジネスでなければならない。 

③ 被用者団体会議は15以上の労働組合の連合（同種のビジネスである必要はない）であり、さらにまたメンバーが獲得する利益

についても明確に説明した。 

③-1：メンバーのためにより多くの訓練 

③-2：低廉な訓練費用 

③-3：被用者団体委員会はいつでも訓練を用意できること：被用者が被用者団体会議に加入する場合に費用について、加入費が1,000

バーツ、毎月の費用（メンバー一人について1バーツ）である。現在、我々の被用者団体は18の労働組合を擁し、その中にはホンダ

労働組合タイ、トヨタ労働組合タイ、いすゞ労働組合タイ、日野労働組合タイ等々がある。 

大会決議は全会一致で、475票を得た。 

⑧-2：語りあいの場及び各人の意見の交換：組合員は各月の支出を明確にするために貸借対照表のコピーを要求した。組合員の中に、

労働組合執行委員会を作る何らかの理由はあるが、プロセスがないと申立てた者もあった（労働組合執行委員会はそのために特に言及



され、今なおこの申立に基づいて検討中である）。 

⑧-3：組合規約の改正：現在、我々はさらに多くの組合員を擁し、このことはそれぞれの活動についてより多額の費用を必要とする。

このことは我々の組合が何故に緊急事態に支払う充分な金を持っていないのかの理由の一つである。議長は組合員に対して大会決議に

進む前に、この問題について意見を求めた。誰も異論を提出しなかった。労働組合の規約が改正された。決議は全会一致であった。 

 

組合福利厚生規則 

1：両親、配偶者及び子供の死亡手当（組合員それぞれについて5,000バーツの手当） 

2：組合員死亡手当（労働組合員それぞれについて10,000バーツの手当） 

3：500バーツを超えない予算で、入院患者を訪問する際の贈物（2日以上入院している患者） 

4：500バーツを超えない予算で、新生児手当（出生証明書が示されなければならない） 

注：90日以上の労働組合員でなければならない。 

この規則はBE2552年1月1日日発効する。 

 

（署名）Preda Kaewma氏及びTawatchai Kidsoda氏

労働組合委員会（財務部）

 

労働組合委員のための福利厚生規則 

1：出席費用：出席それぞれについて各100バーツ（旅費手当） 

2：規律正しい組織活動の手筈を整える労働組合員に対する旅費手当 

3：退任委員のための手当（一人合計20,000バーツの委員手当） 

この規則はBE2552年1月1日に発効する。 

 

（署名）Krangsak Kumbanchat氏 

労働組合書記長 

 

〔組合からの脱退方法〕 

登録の辞職方式を完成させる必要（この方式は組合役員から求められ得る）のある組合員は、すべての書類がHRに提出

された後、承認のために議長が署名した時に効果を生じることになる。 

注：組合員が上記の段階に従わない場合には、依然として組合員である。 

 

〔労働組合員の権利及び義務〕 

1：組合員は加入後90日以降福利厚生を受ける権利を持つことになる。 

2：委員は組合員がそれらの活動に参加する場合、以下の儀式に従事することになる。 

＊ 各組合員は少なくとも毎年50％の訓練に従事しなければならない。 

＊ 労働組合のすべての選挙について、各組合員はすべての選挙に参加しなければならない（組合員が参加するこ

とが出来ない場合、組合員は委員に対して選挙の30日前に欠席について知らせなければならない）。 

＊ 組合員は年次大会に参加しなければならない（組合員が大会に出席できない場合、大会の 30 日前に欠席につ

いて委員に対して知らせなければならない）。 

〔労働組合委員の利益及び義務〕 

1：委員は会合に出席するすべての場合について、それぞれ100バーツを受けることになる。 

2：委員は死亡の場合を除いて、委員としての手当を受けることになり、委員それぞれは2回手当を得ることになる。 

3：委員はすべての会合に参加しなければならない。委員が 3 回以上会合に出席しない場合には、委員は解職されること

になる。 

4：委員は正直でなければならず、重要なことは組合員のすべての利益を維持することである。 

5：委員は会合の結果に一致しないすべてのことをなし得ない。 

6：委員は組合員に対して会合のすべての議事録を報告しなければならない。 

7：委員は労働組合の機密を維持しなければならない。 

 

〔Rodenstock社会長宛要求書：BE2551年11月10日〕 



経済の現在の状況がますます悪化しており、この状況が Rodenstock（タイ）の被用者に影響を及ぼしていること、この

状況が我々の生活をより困難にしていること、これらすべてについて、Rodenstock タイ労働組合は我々の会社が現在の状

況に適合するべく手当及び福利厚生を変更すべきであると見なしたことに起因して、ここに我々は以下に記載するように、

我々全員のために、新たな手当及び福利厚生を提案しているのである。すなわち、 

1：会社は以下の主要な3項目に基づいて、KPIにより（算出された）毎年のボーナスを支給しなければならない。 

1.1：生産性：生産と待機時間を含めた各被用者の労働時間により計算される 

1.2：品質とスクラップ：3の製品（鉱物、プラスティック及びレンズコーティング）から計算される 

1.3：引渡時間 

 

計算は次のようになされる。 

KPI（ターゲット） Weight 2009年計画 2009年ターゲット YTD2008 

生産性 25％ 適用条件はさらに再考されることになる 

品質 50％ 適用条件はさらに再考されることになる 

引渡実績 25％ 適用条件はさらに再考されることになる 

BE2551-2552のボーナスは45日分から計算が始まり、KPIが3の主要な項目が200％になれば、各人の報酬に60日の

ボーナスを得ることになる。 

 

2：会社は被用者の報酬をBE2551年のインフレに等しくなるよう改定しなければならない。 

3：会社はすべての被用者の報酬について、BE2551年について、インフレを含めず、5％以上を引上げなければならない。 

4：会社は被用者の家族（父親、母親、子供、妻、夫）の医学的治療の費用について、以下の割合で負担しなければならな

い。 

入院の場合 

＊ 父親及び母親については、全請求額の50％、子供は80％、被用者本人は100％ 

通院の場合 

＊ 父親及び母親の場合年間全請求額の10,000バーツを超えない額 

＊ 夫。妻及び子供は20,000バーツを超えない額 

＊ 被用者本人は全額 

5：会社は被用者の子供の学費について、隔年各家族毎に2名まで支給しなければならない。 

6：贈物につき15バーツを支給すること 

7：会社は生活費を1,000バーツから1,200バーツに引上げること 

8：会社は報酬及び賃金について、 低賃金×労働日数に応じて引上げること 

9：手当受給資格を失った者及び変更要求を行なった者は現状に据え置かれること 

 

交渉は以下の者により行われることになる。 

① Bunyat Sirisatien氏 

② Piyakiet Meechana氏 

③ Tawatchai Kidsoda氏 

④ Kriengsak Koombanchat氏 

⑤ Prasit Sapim氏 

⑥ Suwan Yarangwaong氏 

⑦ Sonchai Suwan氏 である。 

 

我々労働組合は、Rodenstockタイ会社が速やかに交渉会合を立ちあげるよう望んでいる。 

 

敬具

宛名及び提出者 

 

 

Hire of service recorded 



 

Rodenstock Company (Thailand)とRodenstock Labour Union (Thailand)間で記録された。 

記録された場所はRodenstock Company (Thailand)である。 

BE2551年11月27日 

 

現在時刻は10 時30 分である。会社と労働組合の代表はBE2551 年11 月10 日に作成された被用者の条件改定要求につ

いて交渉を行っている。その結果は次ぎに通りである。 

 

1：会社は労働組合が要求したボーナス支払を受入れた。詳細は以下の通りである。 

(a) 生産性：生産と各被用者の待機時間を含めた労働時間により計算される。 

(b) 品質及びスクラップ：3の製品（鉱物、プラスティック及びレンズコーティング）について計算される。 

(c) 引渡時間：顧客により評価される。 

(d) KPIの3の主要な項目すべては現在以降、毎月、Cockpit Chartにおいて告げられることになる。 

 

ボーナスを引上げる新たな方法を考慮するための評価ターゲットは以下のものである。 

項目 Internal 

Weight 

Measure Annual 

Target 

0 ％

Level 

200 ％

Level 

生産性 25％ FE 0.72 YE 0.76 

Scrap&Rework 

(Incl.PCM Hi) 

50% % 6.07 YE 5.74 

Delivery 

Performance 

25% % 97.50% YE 98.50% 

Weight av 100% 

（ 内部

ウ エー

ト合計） 

    

注：FEとは、標準時間である。YEとは平均或いは値BE2551年の値である。 

 

45日で始まったBE2552年のボーナスの支払は、KPIが目標の200％を達成すれば、報酬計算方式の、 高60日のボーナ

スを獲得することになる、との計算に基づいている（このことは会社が承認のために署名をした時に発効することになる）。 

2：BE2552年の報酬がBE2551年に比べてどれだけ引上げられるかは、インフレ率による。 

(i) 報酬の平均引上げ率はBE2551年の評価報告による3％を超えないこと、 

(j) BE25523月25日、会社はすべての被用者に対してBE2551年の12ヶ月×2.0％の年間合計額を支払うことになる。報

酬の引上げはBE2552年に限り、上の条件で引上げられる。 

3：Rodenstock会社（タイランド）は被用者の家族をカバーする医学的治療の費用に関する方針を持たなかったことに起因

して、会社は支払を認めることが出来なかった。どのようになるかは不明であるが、BE2552 年以降、会社はこの点を将来

に再検討することになる。 

4：Rodenstock会社（タイランド）が上で指摘したように被用者の子供の教育費のための方針を持たないが、会社が経済状

況及びインフレに起因した被用者の状況を理解したので、会社は将来この点について検討することになる。 

5：交替勤務の支払について、会社が被用者の旅費以外の（7時以降15時まで）被用者を支援する支払を要求したが、会社

はこの点を承認しなかった。 

6：会社が食料手当として、BE2552年（5月から）において、これまでの月50バーツを100バーツに引上げるとの要求に

対して、会社は承認しなかったが、その後再度検討することになった。 

7：毎日の生活に充分な金を得られない被用者を助けるために政府が定める 低賃金について、会社はこの額を超える定めを

する要求は、この点について承認されなかった。この 低賃金のすべての変更が新規に雇用された被用者の賃金ギャップに

関して影響を及ぼし得ると会社は繰返した。それはさらにまた政府に対しても目標を誤らせると述べた。ところで、会社は

賃金を引上げる新たなプロジェクトについて提案し、それはBE2552年から始められることになる。 

8：上で述べた諸点以外のその他の手当については、変更なく同じ条件で行われる。 

 



合意時から1年間、BE2552年11月26日まで効力を有する。 

 

会社代表：Vimolsuda Sreewalosakul、Tanawitch Polsangtong、Saiyan Armornpan、Saree Sajateerakul 

被用者代表：Bunyat Sirisatien、Piyakiet Mechana、Somchai Suwan、Krengsak KumBanchart、及びその他 

 

〔予算書、決算書及び監査報告：略〕 

 

 

〔BE2551年活動報告〕 

 

Rodenstock（タイランド）労働組合は労働者の団体であり、我々は会社内及び会社外の我々の被用者のために、BE2551年

において活動を行った。 

 

訓練及びセミナー 

① BE2551年3月30日、組合は第1回（BE2551年度）組合大会を行った。 

② 組合は「福利厚生及び労働組合運営」との見出しの下、講習会を行った。（写真） 

③ Somchai Suwan氏は年次大会でスピーチを行い、組合員は労働組合の義務を理解しなければならないと話した。 

④ Piyakiet Mechana氏はBE2550年における労働組合設立のプロセスについてスピーチをした。 

⑤ Prasit Sapim氏は組合員がどのようにして会合を行い、閉じなければならないかについてスピーチをした。（写真） 

⑥ 写真：BE2551年大会における組合員の写真（BE2551訓練年における組合員） 

 

葬儀に関する福利厚生活動（16件）：略 

 

入院患者お見舞いに関する福利厚生活動（22件）：略 

 

〔特別知識〕 

〔仏教徒の慣行〕 略 

 

注：出典はRodenstock Thaiand労働組合作成の英文資料による。ちなみに 低賃金は2011年1月からバンコク及び近隣5県が

215バ－ツ（日給）、2012年4月から300バーツ（日給）で、2013年1月からすべての地域における 低賃金が同額の300バーツ

（日給）に改正された。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
付録 II：要求書提出から 終解決までのプロセス 
出典：Phralaphon：2011 

注：21条の説明文に欠落があり、「局に斡旋を申立てる」を補充してください 

 



 


