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第 I 章 

  

雇用と労働: 

インドにおける現状の概観 

 

1. はじめに 
 

1.1. インド憲法（「憲法」）は、インドにおける雇用と労働を規制する法律

（総称して「産業法」または「労働法」という）の法的基礎を規定してい

る。憲法に掲げられた基本的権利は、とりわけ、法の下の平等および宗

教・カースト・性別等による差別の禁止を規定している。同様に、憲法の

第 IV 部に示された「国家政策の指導的原則(Directive Principle of State 

Policy)は、国および州に対し、とりわけ、すべての市民が適切な生活手段、

教育を受ける権利、および公正で人道的な労働条件を有することを確保し、

また、労働者の企業運営への参加を確保することを求めている。 

 

1.2. このため、憲法は社会正義を国家政策の基本的目的の 1 つとして重視して

おり、こうした保護規定がインドの労働法の精神を構築している。 

 

1.3. インド憲法の共同管轄事項リスト (Concurrent List) には、労働福祉1、「労

働組合；労使紛争」2
 、工場3等の事項が見出される。これは、一定の条件

に従い、インド議会と各州議会の両方がこれらの事項について法律を制定

する権限を有することを意味している。 

 

2. インドにおける労働法の歴史 
 

2.1. インドの独立後に制定された労働法は、労働条件、労働安全、衛生、福利、

賃金、労働組合運動、社会保障等に関する諸問題に取り組むことを目的と

していた。また、鉱業、プランテーション、工場、店舗および施設等の特

定の産業および商業施設の特別の必要を満たすための法律も制定された。

1975 年に国家非常事態が宣言された際には、1975 年賞与支払（改正）法 

(Payment of Bonus (Amendment) Act, 1975)、1975 年均等報酬令 (Equal 

                                                 
1
 インド憲法別表 VII、リスト III、24 項 

2
 インド憲法別表 VII、リスト III、22 項 

3
 インド憲法別表 VII、リスト III、36 項 
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Remuneration Ordinance, 1975) 等のインフレ対策法が制定され、インドにお

ける労働者の更なる状況改善につながった。 

 

2.2. 1991 年、インド政府は経済自由化政策を採用した。その結果として、急速

に変化する市場における競争が激化し、新たな問題が生み出された。これ

は、インドの労働法（社会保障法を含む）が伝統的に労働者保護的な傾向

があり、労働市場における競争に親和的でなかったためである。 

 

2.3. 今日では、労働市場における大きな流動性と柔軟性が必要とされるように

なっており、雇用者は、過去 10 年ほどの間、組織部門におけるインド労働

法の過度に労働者寄りの性格が不安要因となっていると主張し続けている。 

 

2.4. これにより、政府はインド労働法の改革を検討するようになった。インド

の労働市場に、国際市場で競争する立場に立つために適切な柔軟性を付与

するよう考案された諸提案が検討されつつある。この結果、インドの雇用/

労働市場は「保護主義」的で閉鎖的なモデルから離れ、より競争的で開放

的なモデルに向かい始めたと言うことができる。 

 

3. インドにおける労働市場の構造 
 

3.1. インド労働市場はおおまかに (i) 組織部門、(ii) 都市インフォーマル（すな

わち、非組織）部門、(iii) 地方労働力（すなわち、主に農業に従事する労

働力）の 3 つのカテゴリーに分類できる。都市インフォーマル（非組織）

部門における賃金は、地方地域の賃金に比べてわずかに高いが、組織部門

の賃金に比べるとずっと低く、また、技術、職種、経験および場所によっ

て著しい差異が存在する。インドにおける労働法に関する本報告書では、

インドの労働市場のうち、組織部門の雇用に関連する事項を規律および規

制する法制度を詳細に検討する。 
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第 II 章 

  

インドにおける労働および雇用に関する法律 

 

4. 概説 
 

4.1. 労働法は憲法の共同管轄事項リストの一部を構成するため（1.3 参照）、中

央政府および各州政府が労働問題について広範囲にわたる立法を行ってき

た。中央政府が 45 を超える労働関連の法律を制定してきた一方で、州政府

によって制定された一連の労働関連の法律も存在する。インドにおいて現

在有効な労働法は膨大であり、それらがある特定の組織に適用されるかど

うかは、様々な要因によって影響および決定される。 

 

4.2. 最も重要な要因は、インド労働・産業法が、労働法によって定義される

「労働者(workmen)」である被雇用者と労働者でない被雇用者を区別してい

ることである。一般に、主として経営職または管理職として働く被雇用者

は、労働者である被雇用者の定義に該当しない。こうした被雇用者は、通

常、その雇用契約の条件によって規律される。 

 

4.3. 労働者である被雇用者は通常、インド労働・産業法のもとで、より大きな

法的保護と恩恵を受けることができる。1947 年インド労使紛争法(Industrial 

Disputes Act, 1947）（「労使紛争法」 ) 第 2 条 (s)では、「労働者

(workman)」の語の定義には、肉体的、非熟練的、熟練的、技術的、運営管

理的もしくは事務的作業を行うためいずれかの産業において雇用されてい

る者（見習工を含む）、または監督的作業を行うために雇用されているが、

1 か月当たり 1,600 ルピーを超えない賃金しか得ていない者だけを含むとし

ている。主として経営職もしくは管理職として雇用されている者、または

監督職にある者で 1 か月当たり 1,600 ルピーを超える賃金を得ている者は労

働者の定義から除かれる。 

 

4.4. また、労働法の適用可能性は、被雇用者が従事する業務の性質にもよる。

これによって、ある組織が「工場（factory）」、「産業（industry）」、

「店舗（shop）」または「施設（establishment）」のいずれであるかも決定

されることになる。組織に雇用される被雇用者の人数もまた、特定の労働

法の適用可能性を決定する要因である。さらに、インドのほとんどすべて
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の州は、州独自の労働法、規則および規制を設けているため、組織の立地

場所（すなわち、組織が所在する州）も雇用者が従わなければならない遵

守事項を確定するのに重要な役割を果たす。（本章第 5 節から第 9 節まで

の各節の最初の 1～2 段落では、各節で検討される労働法の適用可能性につ

いて述べている）。 

 

4.5. インドの労働法は労使関係（すなわち、雇用者と被雇用者との間の関係）

を扱うだけではなく、賃金の支払、労働条件、社会保障等にも関係してい

る。加えて、建築および建設、医薬品、造船所、鉱山等の特定の産業にお

ける雇用条件を規制する労働法もある。さらに、これらの労働法は、そこ

に規定された諸手続に従った遵守事項も規定している。本章では、労働お

よび産業の諸事項に適用されるインドの法律および規制について考察する。 

 

4.6. グローバル化経済、貿易の自由化、競争力の強化、進行中の技術進歩によ

って特徴づけられる現在のインドの経済環境においては、人的資源の合理

化は組織の効率化にとって最も効果的な要因の 1 つである。人的資源の合

理化とは、単に被雇用者の削減/縮小を意味するものではない。合理化が真

に意味しているのは、既存の人的資源を、その利用および生産性が最適化

されるように再編することである。このため、我々は、過去数カ月間に企

業から、被雇用者の削減や事務所の閉鎖だけではなく、継続企業（ゴーイ

ングコンサーン）としての事業の譲渡による被雇用者の移転、特定の場所

における業務ユニットの閉鎖または業務ラインの停止による被雇用者への

転勤オプションの提示、新規の事業機会に応じた責任の再定義、新たな技

術革新に対応し、これを実行するための技術研修を実施するグループの選

定等についても助言を求められてきた。こうした合理化オプションのいず

れを実行する際にも、組織は商業上の要請を法律上の枠組みと両立させる

必要がある。 

 

5. 労使関係 
 

5.1. 労使紛争法および同法に基づく規則  

 

5.1.1. 労使紛争法は、労使関係、すなわち、雇用者と被雇用者の間の関係を扱う

最も重要な法律である。同法は、いずれかの産業において雇用されている

労働者のみに適用される。「労働者(workman)」の定義（上記 4.3 において



 

CopyrightⒸ 2009 JETRO.  All rights reserved.   

禁無断転載   

5 

 

定義される）との関連では、裁判所が「監督的 (supervisory）」職務とは、

物の監督（店の監督等）ではなく、人員の監督（休暇の付与等）を意味す

ると解釈していることに注意すべきである。また、裁判所は、単なる職務

の名称（「マネージャー」や「スーパーバイザー」といった肩書）だけで

は、被雇用者が労使紛争法上の労働者であるかどうかを決定するのに十分

ではなく、重要なのは行われる作業の実際の性質であると考えている。あ

る者が管理的な作業と他の事務的な作業の両方を行っている場合、主要な

または支配的な職務が、その被雇用者が労働者か非労働者かを確定する場

合の決定要因となる。 

 

5.1.2. 労使紛争法およびその下で制定された諸規則は、とりわけ解雇、レイオフ、

閉鎖、事業体の移転、雇用条件の変更に関する事項を規制している。加え

て、雇用者が 100 人以上の労働者を雇用する場合、解雇、レイオフおよび

閉鎖には、関係する州政府の事前の許可が必要である。 

 

解雇 (Retrenchment) 

 

5.1.3. 「解雇(retrenchment)」とは、懲戒によるものを除き、理由のいかんを問わ

ず、雇用者が労働者の雇用を終了させることと定義されている。もっとも、

解雇には以下のものは含まれない。 

 

(i) 労働者の自主的退職 

 

(ii) 雇用契約にその定めのある場合における、定年による退職 

 

(iii) 雇用契約の満了の際に更新しなかったことによる終了、または契約

中の規定に従って契約が終了したことによる終了 

 

(iv) 継続的な健康不良を理由とする労働者の役務の終了 

 

5.1.4. 最高裁判所は、上記(iii)項の「解雇」の例外について、継続的労働者に関

連して、限定的な解釈を行っている。最高裁判所は、「そうした契約（such 

contract）」という語が用いられていることは、期間の定めのある雇用契約

が存在し、その定められた契約期間が満了する前に役務を終了できること
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を規定していなければならないことを意味するとしている4。最高裁判所は、

期間の定めがない場合、適用除外による利益は適用されないとしている。 

 

5.1.5. 労働者は、労使紛争法の規定に従う場合を除き、解雇されない。労使紛争

法によると、解雇の日に先立つ 1 年間に「継続的雇用」（下記 5.1.6 参照）

にあった労働者は、以下の条件が満たされない限り、解雇されない。 

 

(i) 労働者に対して最低 1 か月前までに解雇の理由を示した書面による

通知が行われ、または通知に代えて通知期間についての賃金が労働

者に支払われること。 

 

(ii) 継続的雇用にあった期間の 1 年ごと、または 6 か月を超える 1 年の部

分につき、「平均給与」（月払いの労働者の場合、過去 3 か月の賃

金の平均）15 日分の割合で計算した解雇補償金が解雇時に労働者に

支払われること（「解雇補償金」）。 

 

(iii) 所定の様式 P による通知が、規則に従って関係する政府およびその

他所定の機関に書留郵便で送付されること。この通知は、上記(ii)の

通知が労働者に行われた日から 3 日以内に送付されなければならな

い。 

 

5.1.6. 労働者は、解雇の日に先立つ 12 か月間に 240 日以上労働を行っている場合、

「継続的雇用」にあったものとみなされる。労働者が 6 か月間労働を行っ

ている場合、その 6 ヶ月間に 120 日以上労働を行っていれば、「継続的雇

用」にあったとものとみなされる。実際に労働を行った日数を計算する上

では、日曜日、有給の休日/有給休暇、産休等も計算に含められる。 

 

5.1.7. 上記 5.1.5 (ii)にいう「解雇時に」とは、解雇補償金の支払いの要件が有効

な解雇の命令の前提条件であることを意味している。解雇時に解雇補償金

が支払われない場合、解雇命令は法的に無効で効力を有さず、その後解雇

補償金が支払われても、それによって違法で無効な解雇が有効となるもの

ではない。 

 

                                                 
4
 S.M.ニラジカル(S.M. Nilajkar) 対カルナータカ州電気通信管理者 (Telecom, District 

Manager, Karnataka), (2003) 4 SCC 27. 
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5.1.8. 解雇補償金に加え、労働者は、未使用休暇（存在する場合）の現金受取、

積立基金、退職金を含む、雇用契約またはその他の適用ある法律に基づい

て権利を有する雇用終了時のすべての給付金を受け取る権利を有する。 

 

5.1.9. 労使紛争法はまた、解雇される労働者が関係している産業施設（industrial 

establishment）の特定のカテゴリーに属している場合、雇用者は原則として

当該カテゴリーの労働者のうち最後に雇用された者を最初に解雇しなけれ

ばならないことを規定している。もっとも、(a) 雇用者と労働者との間にこ

の点に関する合意が存在する場合、または (b) 他の労働者を解雇する理由

が雇用者によって記録されている場合には、この限りではない。 

 

レイオフ(Lay-off) 

 

5.1.10. 労使紛争法は「レイオフ」を、雇用者が以下のいずれかの理由により、産

業施設の従業員名簿に名前が登録されている労働者について、雇用しない

こと、雇用を拒否すること、または雇用できないことをいうと定義してい

る。 

 

(i) 石炭、電力または原材料の不足 

 

(ii) 在庫の蓄積または機械の故障 

 

(iii) 天災 

 

(iv) その他の関連する理由 

 

5.1.11. 前暦月に 1 就業日当たり平均 50 人以上の労働者を雇用していた産業施設は、

雇用者が労働者に対し、レイオフとなるすべての日について基礎賃金およ

び物価補償手当の合計額の 50％に相当する割合で計算されたレイオフ補償

金（「レイオフ補償金」）を支払わない限り、レイオフの日までの 1 年間

に継続的雇用にあった労働者をレイオフとすることはできない。前暦月に 1

就業日当たり平均 50 人未満の労働者しか雇用されていない場合には、レイ

オフ補償金を支払う必要はない。 
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5.1.12. 労働者が 12 か月間に 45 日を超えてレイオフとなった場合、雇用者は、レ

イオフの期間のうち 45 日を超える分については、労働者にレイオフ補償金

を支払う義務を負わない。ただし、雇用者と労働者との間でその旨の合意

がなければならない。 

 

5.1.13. 工場、鉱山またはプランテーションの場合、労働者をレイオフとした雇用

者は、関係する地域労働コミッショナー（中央） (Regional Labour 

Commissioner（Central）)およびその他の当局に対し、レイオフの開始およ

び終了の通知を、それぞれ所定の様式 O-1 および O-2 により、前記の開始

または終了の日から７日以内に行わなければならない。 

   

閉鎖 (Closure) 

 

5.1.14. 労使紛争法では、「閉鎖」の語は「雇用の場所またはその一部の恒久的閉

鎖」を意味するとされている。50 人以上の労働者を雇用する「事業体

(undertaking)」5
 を閉鎖しようとする場合、雇用者は、閉鎖の日の尐なくと

も 60 日前までに、書留郵便により中央政府およびその他の所定の機関に対

して通知（様式 Q）を行わなければならない。 

 

この要件は、50 人未満の労働者しか雇用されていない場合、または閉鎖の

日に先立つ 12 か月間に 1 就業日当たり平均 50 人未満の労働者しか雇用され

ていなかった場合、適用されない。 

 

5.1.15. 閉鎖の場合、かかる閉鎖の前に 1 年以上の継続的雇用にあったすべての労

働者には、1 か月前までに書面による通知がなされるか、通知に代わる賃金

が支払われなければならない。さらに、そうした労働者は、解雇の場合に

支払われるのと同じ補償金（すなわち、5.1.5 において定義される解雇補償

金）を受け取る権利を有する。 

 

                                                 
5
 労使紛争法では「事業体(undertaking)」の語は定義されていないが、最高裁判所は

「事業体」を、「通常の意味で用いられており、あらゆる作業、活動、プロジェクト、事業を

意味する。それは、雇用者の産業または事業の全体を含むことを意図していない。・・・雇用

者の事業または活動の一部の閉鎖または停止であっても、法律上、本サブ･セクションに該当

すると考えられる。この問題は、個別の事案の事実に基づいて決定されなければならない」と

している（ヒンドゥスタン・スティール社経営者(Management of Hindustan Steel Ltd.)対同社労

働者その他（The Workmen and Ors.）, AIR 1973 SC 878）。 
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第 VB 章による特別規定 

 

5.1.16. 労使紛争法の第 VB 章は、過去 12 か月間に 1 就業日当たり平均 100 人以上

の労働者が雇用されていた産業施設6
 に適用される。同章は、そのような産

業施設における解雇、レイオフ、閉鎖に関する特別規定を定めている。 

 

5.1.17. 解雇：このような産業施設における解雇の場合、雇用者は、所定の様式 PA

により、関係する州政府の事前の許可を申請しなければならない。州政府

により許可が与えられた場合（明示的であるか、みなされたかを問わな

い）、雇用者は、解雇補償金を支払うほか、（上記 5.1.5 に示される 1 か月

前までの通知またはそれに代わる賃金ではなく）3 か月前までの書面による

通知またはそれに代わる賃金の支払を行わなければならない。許可の申請

書には企図される解雇の理由が明確に述べられていなければならず、また、

申請書の写しが関係する労働者に同時に提供されなければならない。関係

する州政府は、適切な調査を行い、雇用者、当該労働者および解雇に関係

するその他の者に事情を聴く適切な機会を与えた後で、命令により、許可

を与え、または拒否することができる。 

 

 申請がなされた日から 60 日以内に州政府が命令を行わない場合、許可は与

えられたものとみなされる。 

 

5.1.18. レイオフ：このような産業施設の雇用者は、労働者をレイオフするには、

所定の様式 O-3 により、関係する州政府の事前の許可を申請しなければな

らない。もっとも、レイオフが電力不足または天災を理由とするものであ

る場合、および鉱山の場合にはさらに火災、洪水、可燃性ガスの超過噴出、

または爆発を理由とする場合、事前の許可は必要とされない。許可の申請

書には企図されるレイオフの理由が明確に述べられていなければならず、

また、申請書の写しが関係する労働者に同時に提供されなければならない。

関係する州政府は、適切な調査を行い、雇用者、当該労働者およびレイオ

フに関係するその他の者に事情を聴く適切な機会を与えた後で、命令によ

                                                 
6
 労使紛争法第 VB 章では、「産業施設」を以下のものを指すと定義している。 

(i) 1948 年工場法第 2 条(m)に規定された工場 

(ii) 1952 年鉱山法第 2 条第(1)項(j)に規定された鉱山 

(iii) 1951 年プランテーション労働法第 2 条(f)に規定されたプランテーション 
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り、許可を与え、または拒否することができる。また、申請がなされた日

から 60 日以内に州政府が命令を行わない場合、許可は与えられたものとみ

なされる。 

 

州政府によりいったん許可が与えられると（または与えられたとみなされ

ると）、雇用者は、影響を受ける労働者にレイオフ補償金（上記 5.1.11 に

おいて定義される）を支払う必要がある。 

 

5.1.19. 閉鎖：雇用者は、このような産業施設を閉鎖するには、所定の様式 QA に

より、関係する州政府の事前の許可を申請しなければならない。許可の申

請は、企図される閉鎖の日の尐なくとも 90 日前までになされなければなら

ず、また、企図される閉鎖の理由が明確に述べられていなければならない。

同時に、申請書の写しが関係する労働者に提供されなければならない。関

係する州政府は、適切な調査を行い、雇用者、当該労働者および閉鎖に関

係するその他の者に事情を聴く適切な機会を与えた後で、命令により、許

可を与え、または拒否することができる。また、申請がなされた日から 60

日以内に州政府が命令を行わない場合、許可は与えられたものとみなされ

る。 

 

州政府により閉鎖の許可が与えられた（または与えられたとみなされた）

場合、州政府への申請の日の直前に雇用されていたすべての労働者は、継

続的雇用にあった各年または 6 か月を超える 1 年の部分につき、平均賃金

の 15 日分の割合で計算された補償金を受け取る権利を有する。 

 

事業体の移転 

 

5.1.20. 労使紛争法では、ある雇用者から新たな雇用者に事業体の所有権および経

営権が移転される場合、合意または法の適用のいずれによるかを問わず、

事業体において当該移転直前に 1 年以上の継続的雇用にあったすべての労

働者は、労働者が解雇される場合と同様に通知および補償金（上記 5.1.15

において定義された解雇補償金）を受け取る権利を有する。 

 

5.1.21. もっとも、以下の 3 つの条件が満たされている場合には、労働者は、当該

移転に基づく前記の通知または補償金を受け取る権利を有しない。 
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(i) 移転が労働者の雇用期間を中断しないこと。 

 

(ii) 移転後に労働者に適用される雇用条件が、移転前に当該労働者に適

用されていた雇用条件に比べ、いかなる点においても不利なもので

はないこと。 

 

(iii) 移転の条件その他により、新たな雇用者が、労働者が解雇される場

合に、当該労働者の雇用が継続しており、移転により中断されてい

ないことを前提として、当該労働者に解雇補償金を支払うことを法

的に義務付けられていること。 

 

5.1.22. この点に関し、インドの裁判所は、「事業体(undertaking)」の語は通常の

意味で理解され、あらゆる作業、活動、プロジェクトまたは事業を意味す

るとしていることに注意すべきである7
 。また、裁判所は、1 つの事業体が

異なる別個の産業または事業を行っている場合、上記の規定は、当該事業

体の「異なる別個の 1 つの事業の移転」に適用されるとしている8。もっと

も、裁判所は、そうした場合、被雇用者は異なる／別個の事業に専業的に

従事していなければならないことを明確にしている。この点、雇用者は、

異なる事業ごとに別個の従業員名簿を保持することができ、また、雇用組

織は、異なる事業の相異なる別個の性格を明確に示さなければならない。

問題となっている被雇用者の雇用条件は、事業の性格により、異なってい

てよい。 

 

労働者の雇用条件の変更 

 

5.1.23. 労使紛争法では、雇用者は、所定の様式 E によって影響を受ける労働者に

対する通知を行わない限り、労働者に適用される、賃金、積立基金および

年金基金への拠出、補償その他の手当、労働時間、休憩時間、有給休暇、

交代勤務の変更等に関わる雇用条件の変更を行うことができない。また、

                                                 
7
 S.G. ケミカル・アンド・ダイ・トレーディング社労働者組合(S.G. Chemicals and Dyes 

Trading Employees’ Union)対 S.G. ケミカル・アンド・ダイ・トレーディング社(S.G. Chemicals 

and Dyes Trading Limited)(1986) 2 SCC 126. 
8
 R.S.マドラム・アンド・サンズ・エージェンシー社経営者 (Management of R.S. 

Madhoram and Sons Agencies (P) Ltd.)対同社労働者, AIR 1964 SC 645; メットゥール・バードセ

ル社経営者(Management, Mettur Beardsell Ltd.)対 メットゥール・バードセル社労働者(Workmen 

of Mettur Beardsell Ltd.),  AIR 2006 SC 2056. 
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通知は、雇用者によって、施設の入場口の掲示板に目立つように掲示され

なければならない。 

 

5.2. 1946 年産業雇用（就業規則）法（Industrial Employment (Standing Orders) 

Act, 1946）（「産業雇用法」）および同法に基づく規則 

 

5.2.1. 産業雇用法は、100 人以上の労働者が雇用されている、または 100 人以上の

労働者が過去 12 か月のいずれかの日に雇用されていた産業施設(industrial 

establishment)に適用される。産業雇用法上、「産業施設」は、とりわけ工

場、鉱山、採石場および油田、路面軌道または原動機付乗合サービス、造

船所、埠頭および桟橋、沿岸蒸気船、プランテーションおよび作業所、な

らびに産業施設の所有者との契約を履行する目的で労働者を雇用する者の

施設を含むと定義されている。 

 

5.2.2. 産業雇用法では、産業施設の雇用者は、労働者の分類、賃金率の通告方法、

労働時間、休暇、人員補充、交代勤務、出勤および遅刻、休暇および休日

の手続、労働者の移転、労働者の職務終了、解職、非違行為による停職お

よび解雇といった雇用条件（これらの条件を「就業規則(Standing Orders)」

と呼ぶ）を正式に定めなければならない。就業規則は労働者のみに適用さ

れる。 

 

5.2.3. 産業雇用法が産業施設に適用されることとなった日から 6 か月以内に、雇

用者は、その産業施設における採用を提案する就業規則の案を作成し、そ

の写し 5 部を関係する「認証官(Certifying Officer)」に提出しなければなら

ない9。就業規則案は、産業雇用法の別表に定められたすべての事項および

政府が規則（下記 5.2.6 参照）により規定するその他の事項を定めていなけ

ればならない。 

 

5.2.4. 認証官は、就業規則案を受領した後、雇用者、労働組合（もしあれば）お

よび労働者の代表に事情を聴く適切な機会を与えた後で、それらが産業雇

用法において認証できるものにするために必要な修正/追加を行うことがで

                                                 
9
 産業雇用法では、「認証官(Certifying Officer)」は労働コミッショナー（Labour 

Commissioner）または地域コミッショナー（Regional Commissioner）を意味すると定義されて

おり、産業雇用法における認証官の役割のすべてまたは一部を行うために関係する政府が官報

における公示によって任命するその他の官吏を含む。 
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きる。その後、認証官は就業規則の案を認証し、所定の方法で認証された

認証済就業規則の写しを 7 日以内に雇用者に送付しなければならない。認

証済就業規則は、上記の認証された写しが雇用者に送付された日から 30 日

が経過した後に施行される（認証済就業規則に対する異議申立が提起され

ていない場合）。雇用者は、認証済就業規則を英語および労働者の過半数

が理解する言語により、労働者の過半数が施設に入る場合に通過する入口

またはその付近で、就業規則の掲示のために管理される特別の掲示板に、

目立つよう掲示しなければならない。 

 

5.2.5. 認証済就業規則は、就業規則または最終の修正が施行された日から 6 か月

が経過するまで施行され、その間修正することはできない。もっとも、雇

用者と、労働者、労働組合またはその他の労働者の代表者との間で、反対

の合意がなされた場合には、それに従う。上記の 6 か月の経過後は、雇用

者または労働者、労働組合もしくはその他の労働者の代表者は、認証官に

就業規則の修正を申請することができる。 

 

5.2.6. 規則の別表 I および I-B にはモデル就業規則の案またはリストが含まれてい

る。産業雇用法では、同法が産業施設に適用されることとなった日から正

式に認証された就業規則が施行される日までの期間、規則に規定されたモ

デル就業規則が当該産業施設で採用されたものとみなすと規定されている。

さらに、雇用者によって採用される就業規則は必ずしもモデル就業規則と

同一でなくてもよいが、実施可能である限り、それに従ったものであるべ

きである。 

 

5.3. 1926 年労働組合法 (Trade Unions Act, 1926) 

 

5.3.1. 労働組合法は、とりわけ、労働組合の登録ならびに登録労働組合の権利お

よび義務を規定している。労働組合法では「労働組合(trade union)」は、

「一時的であるか恒久的であるかを問わず、主として労働者・雇用者間、

労働者間もしくは雇用者間の関係を調整する目的、または取引もしくは事

業に制限的な条件を課す目的で結成された結合体で、2 つ以上の労働組合の

連合を含む」と定義されている。 

 

5.3.2. 7 人以上の組合員（労働者または被雇用者）を有する労働組合は、労働組合

法に基づき登録することができる。もっとも、労働組合は、登録申請を行
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う日の時点で、関係する施設または産業に従事しまたは雇用される労働者

の尐なくとも 10%または 100 人のいずれか尐ない方（ただし、最低でも 7

人の労働者がいることを条件とする）が当該労働組合の組合員でない限り、

登録することができない。 

 

5.3.3. さらに労働組合法は、とりわけ以下のものを含む、登録労働組合の権利と

義務を規定している。 

 

(i) 登録労働組合は、組合員の市民的および政治的利益の促進のための

支払を行うことができる別個の基金を設けることができる。 

 

(ii) 登録労働組合の職員または組合員は、一般基金を用いることができ

る労働組合の目的の促進のために組合員間でなされた合意に関し、

共謀の罪で罰せられない。 

 

(iii) 組合員が当事者である労使紛争を企図して、またはその促進のため

に行われたいかなる行為に関しても、登録労働組合またはその組合

員に対し、民事裁判所におけるいかなる訴訟または法的手続は行い

得ない。 

 

この保護は、当該行為が他の者をして雇用契約に違反させたという

理由、または他の者の取引、事業、雇用もしくは他の者が自己の労

働資本をその意思のとおりに処分する権利への干渉であるという理

由で行われる訴訟または法的手続の場合にのみ認められる。 

 

(iv) 登録労働組合は、労使紛争を企図して、またはその促進のため当該

労働組合の代理人によって行われたいかなる強要的行為についても、

そうした者が当該労働組合の役員による明確な指示を知らずに、ま

たは指示に反して行動したことが証明された場合には、民事裁判所

におけるいかなる訴訟またはその他の法的手続においても責任を負

わない。もっとも、労働組合、その役職保有者および組合員は暴力

もしくは破壊行為または故意による不法侵入行為については責任を

負う。 
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(v) その他の適用ある法律に従うことを条件として、登録労働組合の組

合員間の合意は、単に合意の対象が取引の制限となるという事実だ

けでは、無効または違反にならない。 

 

(vi) 労使紛争法別表 5（不当労働行為を扱う）は、雇用者がいかなる労働

組合に対しても支配、干渉、金銭的またはその他の支援を行うこと、

雇用者が賃金援助する労働組合を設立すること、労働者を差別する

ことにより組合の組合員の地位を奨励しまたは抑制すること禁じて

いる。 

 

(vii) 労働組合は、ストライキを行う権利を有する。ただし、そのストラ

イキは、労使紛争法の規定の下で適法（すなわち、法定の通知を行

った後）でなければならない。 

 

(viii) 労使紛争の当事者である労働者は、労使紛争法に基づくいかなる手

続においても、その者が組合員である登録労働組合の役員またはそ

の他の役職保有者によって代理される権利を有する。 

 

(ix) （被雇用者のために行為する権限を書面により授権されている）登

録労働組合の職員は、最低賃金法に基づき任命された関係する政府

に対し、被雇用者への最低賃金率を下回る賃金支払に起因する、ま

たは休日もしくは休日に行われた作業に対する報酬の支払もしくは

超過勤務賃金率での賃金支払に関するすべての申立について、聴聞

を行い、決定を下すよう申請することができる。 

 

(x) 登録労働組合は、労働者補償法に基づき任命されたコミッショナー

の前に出頭し、労働者補償金の申請を行う権限を有する。 

 

(xi) 雇用者は労働組合を承認する、または団体交渉を奨励する法的義務

を負わないが、登録労働組合は、賃金および雇用条件の改善のため

の労働協約を雇用者と締結することができる。 

 

6. 雇用条件 
 

6.1. 1948 年工場法(Factories Act, 1948）（「工場法」)および同法に基づく規則 
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6.1.1. 工場法は、労働者の健康、安全および福利のための適切な措置を確保し、

工場施設内において搾取されることから労働者を保護する目的で制定され

た。 

 

6.1.2. 工場法は「工場 (factory)」に該当するすべての製造工程および施設に適用

される。工場法は「工場」を以下の施設（区域を含む）と定義している。 

 

(i) 10 人以上の労働者が労働している、または過去 12 か月間のいずれか

の日に労働していた、製造工程がそのいずれかの部分において動力

の利用により実行されている施設。 

 

(ii) 20 人以上の労働者が労働している、または過去 12 か月間のいずれか

の日に労働していた、その製造工程のいずれの部分も動力の利用に

よらずに実行されている施設。 

 

さらに、工場法は、施設において製造工程が実行されていない限り、施設

またはその一部に電子的データ処理装置またはコンピューター装置が設置

されているという事実だけでは、工場にあたらないと規定している。 

 

6.1.3. 工場法は「労働者(worker)」を、直接または仲介者（請負業者を含む）を

通じて、主たる雇用者（principal employer）を知っているかどうかや報酬の

有無に関わらず、製造工程、工場の一部の清掃または製造工程に付随もし

くは関連するその他の種類の作業について雇用されている者をいうと定義

している。「製造工程(manufacturing process)」は、とりわけ、いずれかの

物品または物質を、その使用、販売、輸送、引渡、処分を目的として、製

造、改変、修理、装飾、仕上げ、梱包、塗油、洗浄、清浄、分解、解体そ

の他の処理または加工を行う一切の工程をいうと定義されている。 

 

6.1.4. すべての工場は、工場法に基づく様々な遵守事項について責任を負う「工

場責任者(occupier)」10
 を任命しなければならない。会社の場合、工場法は、

会社の取締役のうちのいずれか 1 人が工場責任者とみなされると規定して

いる。この点について、最高裁判所は、取締役が工場責任者に指定されて

                                                 
10

 工場法では、工場の「工場責任者 (occupier)」は工場に関する事項について最終的な

監督権を有する者をいうと定義されている。 
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いない場合、工場法の規定に違反した場合には会社の取締役全員が訴追の

対象になるとしている11。  

 

6.1.5. 工場責任者は、施設を工場として占有または使用し始める尐なくとも 15 日

前までに、州政府によって任命された主任検査官 (Chief Inspector)に書面に

よる通知を行わなければならない。通知は、とりわけ、工場および工場責

任者の氏名および住所、以後 12 か月間に工場で実行される製造工程の性質、

工場に設置されているまたは設置される予定の総見積馬力数、工場法上の

工場の管理者の氏名、工場で雇用される予定の労働者の数に関する詳細の

記載がなければならない。工場責任者は、定期的に、また新たな管理者が

任命された場合に、書面で主任検査官に通知を行わなければならない。 

 

6.1.6. 工場法は、工場責任者の義務および責任を列挙している。すなわち、工場

責任者は、工場法に規定された最低限の法定の条件に従い、合理的に実施

することができる限り、すべての労働者の工場で作業をする際の健康、安

全および福利を確保する責任を負う。 

 

登録および検査 

 

6.1.7. 工場法は、とりわけ、所定の様式で工場の登録を申請し、工場免許を取得

することを工場責任者に要求する、登録義務を規定している。工場免許は

その年の 12 月 31 日まで有効であり、以後、更新しなければならない。 

 

6.1.8. また、工場法は、検査官 (Inspector) に工場、工場設備、機械、および工場

責任者によって保存されている記録を検査する権限を与えている。 

 

健康 

 

6.1.9. 工場法は、労働者の健康のため、すべての工場が清潔で、排水から生じる

悪臭またはその他の有害物がないように保たれることを義務付けている。

また、工場責任者は、汚れおよび廃物の効果的除去、排水および廃液の処

理、床の清掃、工場の壁、扉および窓の塗装、作業室の十分かつ適切な照

明、ならびに飲料水、便所、手洗所および痰壷の設置を実施しなければな

                                                 
11

 J.K.インダストリーズ社(J.K. Industries Ltd.)対工場・ボイラー主任調査官(Chief 

Inspector of Factories and Boilers), (1996) 6 SCC 665. 
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らない。さらに、工場法は、適切な換気および温度調節、塵芥および煙の

吸引および蓄積の防止、人工的湿度の調整ならびに人員過密の防止を工場

責任者に義務付けている。 

 

6.1.10. 関係する州政府は、労働者の疾病または傷害の可能性が生じた場合に医学

的監督を行う、適格の医師（「認定医」(Certifying Surgeons)）を任命する

ことができる。 

 

安全 

 

6.1.11. 工場法は、一定の安全に関する義務も定めている。これらの義務は、機械

周辺への柵の設置や作動中の機械およびその付近で作業している際に遵守

されるべき安全対策に関する事項に関連するものである。すべての工場は、

適切なストライキングギアまたは装置、動力ベルトおよびその他の安全装

置/機能を備えていなければならない。また、工場法は、労働者の安全を確

保するための、床、階段、通路等の設置、維持および障害のない配置を義

務付けている。地面または床にある固定容器、排水溜め、貯水槽、穴、隙

間は安全に覆われ、または柵が設置されていなければならない。 

 

6.1.12. 工場法は、傷害を引き起こす可能性がある重量物を持ち上げ、運び、また

は移動させる者の雇用を禁止している。工場は、製造工程で飛散する粒子

または破片に晒されることにより、または過度の光に晒されることにより、

目の傷害の危険がある製造工程またはその周辺において雇用される者の保

護のため、効果的な遮蔽または保護眼鏡を備えていなければならない。 

 

6.1.13.  工場法は、火災、危険な煙およびガス、携帯電灯の使用、爆発物ならびに

可燃性ガスに対する予防措置を実施することを義務付けている。検査官は、

工場の建物もしくはその一部、通路、機械または工場設備が、人間の生命

および安全にとって危険な状況または労働者の健康および福利にとって有

害な状況にあると思われる場合には、実施されるべき措置を定めた命令を

書面により発する権限を有する。 

 

6.1.14. 1,000 人以上の労働者を雇用している工場、または、州政府の意見で、工場

内に雇用されている者の身体的傷害、中毒、疾病、もしくは健康に対する

その他の危険を有すると考えられている製造工程が実施されている工場に
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おいては、工場責任者は工場内の安全な労働条件の確保のため、安全管理

者 (safety officer) を雇用しなければならない。 

 

危険な工程 

 

6.1.15. 「危険な工程 (hazardous processes)」12
 に関わる工場について、州政府は、

最初の立地場所や拡張の許可申請を査定するため、立地査定委員会(Site 

Appraisal Committee)を任命することができる。かかる工場の工場責任者は、

労働者への危険（健康への危険を含む）に加え、製造、貯蔵、輸送および

その他の工程において原材料/物質に晒されることまたはそれらを扱うこと

から生ずる危険を克服するための措置に関するすべての情報を開示しなけ

ればならない。 

 

6.1.16. 危険な工程に関わる工場の登録の際には、工場責任者は、そこに雇用され

る労働者の健康および安全に関する詳細な方針を明らかにし、当該工場の

ための現場での緊急事態対策および詳細な災害防止措置を策定しなければ

ならない。 

 

福利 

 

6.1.17. 工場法は、一定の福利に関連する義務を定めており、それらには、とりわ

け、アクセスしやすく、清潔に保たれた、工場の労働者が使用するのに十

分な施設の設置および維持が含まれる。工場には、労働時間中に着用しな

い服の保管および湿った服の乾燥に適した場所を設置しなければならない。

また、立った姿勢で作業しなければならない労働者が座るための適切な設

備がなければならない。工場責任者は、所定の内容物を含んだ応急処置用

具を備えておかなければならず、そうした応急処置用具は、全作業時間を

通じ、労働者が容易に利用できなければならない。 

 

                                                 
12

 工場法では「危険な工程 (hazardous process)」は、「別表 1 に規定された産業の工程ま

たは活動で、特別の注意がなされなければ、そこで使用される原材料、中間品もしくは完成品、

副産物、廃棄物または廃液が以下に該当するもの」をいうと定義されている。 

(i) それに従事するまたは関わる者の健康に重大な損傷を引き起こすもの。 

(ii) 環境全般の汚染をもたらすもの。 
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6.1.18. 通常 250 人を超える労働者を雇用している工場では、工場責任者は、労働

者が使用する食堂を設置しなければならない。150 人を超える労働者がいる

工場の場合、適切な退避場所または休憩室、飲料水のある昼食部屋を設置

しなければならない。通常 30 人以上の女性労働者を雇用する工場の場合、

かかる女性労働者の 6 歳未満の児童が使用するための託児施設を設置およ

び維持しなければならない。通常 500 人を超える労働者を雇用する工場の

場合、工場責任者は、関係する州政府が定める人数の福利担当者 (Welfare 

Officer) を雇用しなければならない。 

 

労働時間および休暇 

 

6.1.19. 工場法は、成人労働者または成人として働くための証明を受けた年尐者の

労働時間が 1 週 48 時間、1 日 9 時間を超えてはならないことを定めている。

すべての労働者は、最大連続 5 時間の労働の後、尐なくとも 30 分の休憩が

認められる。 

 

6.1.20. 1 週間の合計労働時間（休憩時間を含む）は、成人の場合は 1 日 10.5 時間、

児童の場合 4.5 時間を超えないように分散していなければならない。また、

工場法は、夜勤や超過労働についても規制している（これらについては、

労働者は通常の賃金の 2 倍の率の賃金を受け取る権利を有する）。 

 

6.1.21. 1 暦年に 240 日以上勤務した労働者は、前暦年の間に勤務した 20 日につき

1 日の割合で計算された日数の年次有給休暇を取得する権利を有する。 

 

6.1.22. 工場法は、工場責任者に、成人労働者への労働期間の通知、成人労働者の

氏名、作業の性質、成人労働者が属するグループを示した成人労働者の登

録簿を保持することを求めている。 

 

若年者の雇用 

 

6.1.23. 工場法は、いかなる工場においても 14 歳未満の児童の雇用を禁止している。

上記年齢を超える児童については、その児童に関して認定医によって与え

られた適格証明書を工場の管理者が保管しており、その児童が作業中にか

かる証明書を示す記章を携帯する場合にのみ、工場で働くことが認められ

る。 
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6.1.24. 工場法は、機械に関して生ずる危険および遵守すべき予防措置について十

分な指導が行われた後でなければ、若年者を危険な機械での作業に雇用す

ることを禁止している。そうした年尐者は、その機械での作業について適

切な訓練を受けるとともに、その機械について十分な知識と経験を有する

者の監督下に置かれなければならない。 

 

6.2. 各地域における店舗および施設法 (Local Shop and Establishments Act)および

同法に基づく規則（「S&E 法」） 

 

6.2.1. S&E 法は州法であり、州によって異なる。通常、S&E 法はすべての被雇用

者（労働者であるか否かを問わない）の、労働時間、賃金支払、超過勤務、

休暇、休日その他の雇用条件を規制している。S&E 法は、工場法に基づく

保護が適用される工場の労働者および工場付属の施設の労働者には適用さ

れない（かかる保護については下記 6.2.2 参照）。 

 

6.2.2. S&E 法に基づく一般的な義務には以下のものがある13。 

 

(i) 雇用者は、施設が作業を開始した日から 90 日以内に、所定の様式で

（所定の手数料とともに）施設の登録の申請をしなければならない。 

 

(ii) 3 か月以上の継続的雇用にあった被雇用者の雇用を終了しようとする

雇用者は、当該被雇用者に対し、尐なくとも 1 か月前までの通知

（または通知に代わる賃金の支払）を行わなければならない。この

法定の通知義務は、契約上それより短い通知期間が規定されている

場合にも適用される。 

 

通知義務（または通知に代わる賃金の支払）は、雇用の終了が「記

録上確証された非違行為」によるものである場合には適用されない。 

 

(iii) いかなる被雇用者も、所定の時間数（通常、1 日 9 時間および 1 週間

48 時間）を超えて勤務することを要求されない。被雇用者が 1 日に 9

                                                 
13

 S&E 法は州による立法であるため、州・地域によって内容が異なる場合があることに

注意することが重要である。便宜上、本節で示される日数、時間等は 1954 年デリー店舗およ

び施設法(Delhi Shops and Establishments Act, 1954)によっている。 
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時間を超えてまたは 1 週に 48 時間を超えて勤務した場合には、その

超過分の勤務は超過勤務とみなされ、そうした勤務に対する賃金は、

当該被雇用者の 1 時間当たりで計算された通常の報酬の 2 倍の率で計

算される。 

 

上記に関わらず、雇用者は、被雇用者に対し、1 週間に 54 時間を超

えて勤務することを要求することはできない。もっとも、デリー等

いくつかの地域では、すべての商業施設が労働時間に関する制限を

免除されている（超過勤務に対する賃金の支払義務は免除されな

い）。 

 

(iv) 雇用者は、休業日および一定の最小限の休日、すなわち、独立記念

日（8 月 15 日）、共和国記念日（1 月 26 日）、マハトマ・ガンディ

ー誕生日（10 月 2 日）およびその他の所定の年間の休日（有給）を

遵守しなければならない。被雇用者がこれらの休日のいずれかに勤

務しなければならない場合、その者は 1 時間当たりで計算されたそ

の者の通常の賃金の 2 倍の率で計算された報酬を受け取る権利を有

する。 

 

(v) 被雇用者は、継続的雇用にある 1 年が経過するごとに、合計 15 日以

上の特別休暇、および毎年 12 日以上の有給の臨時休暇または病気休

暇を取得できる。 

   

加えて、被雇用者は、権利を得たが消化しなかった特別休暇を、い

かなる時点においても未消化の特別休暇が 45 日を超えない限り、繰

り越すことができる。ほとんどの州の S&E 法は、被雇用者が権利を

得た特別休暇を消化する前に雇用者により解雇された場合、その被

雇用者が権利を得た休暇の全期間分にあたる「賃金 (wages)」14
 を

受け取る権利を有すると規定している。 

                                                 
14

 デリー店舗および施設法で用いられる「賃金 (wages)」の語は、「雇用契約の条件が

明示的にせよ黙示的にせよ満たされた場合に、雇用または雇用において行われた作業に関して、

雇用されている者に支払われる、金銭によって表すことができるすべての報酬で、家賃手当を

含むが、以下のものを含まない」と定義されている。 

(i) 以下の対価 

 (a) 住宅、電気、水、治療の供給 
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(vi) 女性労働者および若年者は、夏季は午後 9 時から午前 7 時まで、冬季

は午後 8 時から午前 8 時まで、施設において勤務することができない。 

 

(vii) その他の義務には、健康、安全およびその他の福利に関する措置の

遵守が含まれる。また、雇用者は、記録の保存、休業日および労働

時間を記した通知の掲示、被雇用者の名簿の保持、賃金簿の保持を

含む、その他の手続に従わなければならない。 

 

6.3. 1970 年請負労働（規制および廃止）法（Contract Labour (Regulation & 

Abolition) Act, 1970）（「請負労働法」） 

 

6.3.1. 請負労働法は、一定の施設における請負労働者の雇用を規制するとともに、

一定の条件のもとにおけるその廃止を規定するために制定された。請負労

働法は、20 人以上の労働者（請負労働法に定義される労働者。下記 6.3.3 参

照）を請負労働者として雇用している、または過去 12 か月間のいずれかの

日に雇用していたすべての施設、および 20 人以上の労働者を請負労働者と

して雇用している、または過去 12 か月間のいずれかの日に雇用していたす

べての請負業者に適用される。もっとも、請負労働法は、断続的または一

時的な性質の作業しか行われない施設には適用されない15。  

 

6.3.2. 「施設 (establishment)」は、とりわけ、産業、取引、事業、製造または職業

が実行される場所をいうと定義されている。 

 

                                                                                                                                                     
 (b) 関係する州政府の一般命令または特別命令により賃金から除外されたその他の
生活の便益またはサービス 

(ii) 雇用者が年金基金もしくは積立基金に対し、またはいずれかの社会保障制度の下で支
払う拠出金 

(iii) 出張手当または出張旅費の補助 

(iv) 雇用されている者に対し、その雇用の性質上必要となる特別な支出に充てるために支
払われる金額 

(v) 解雇時に支払われる退職金 
15

 請負労働法では、施設で行われる作業が過去 12 か月に 120 日を超えて行われた場合、

または季節的な性質の作業が 1 年に 60 日を超えて行われた場合、その作業は断続的とはみな

されない。 
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労働者は、主たる雇用者を知っているかどうかに関わらず、請負業者によ

り、または請負業者を通して、施設の作業に関して雇用されている場合に

は「請負労働者」とみなされる。 

 

「請負業者」は下請負業者を含み、請負労働者を通じて、単に製品や物品

を施設に供給する以外に、施設のために一定の結果をもたらすことを引き

受ける者、または施設内のいずれかの作業のために請負労働者を供給する

者を意味すると定義されている。 

 

工場の管理者もしくは工場責任者、または政府もしくは地方機関の部局の

長は「主たる雇用者 (principal employer)」とされる。 

 

6.3.3. 「労働者」は、雇用の条件が明示的であるか黙示的であるかに関わらず、

施設においてまたは施設の作業に関し、賃金または報酬のために、熟練、

半熟練または非熟練の肉体的、監督的、技術的または事務的作業を行うた

めに雇用される者をいうと定義されている。もっとも、経営職または管理

職として雇用されている者、監督職として雇用されている者で 1 か月当た

り 500 ルピーを超える賃金を得ている者、および内職者（すなわち、主た

る雇用者によりまたは主たる雇用者のために、部品または原材料を与えら

れ、主たる雇用者の取引または事業の目的で販売するために、それらの組

立、清浄、洗浄、改変、装飾、仕上げ、修理、加工またはその他の処理を

行う者で、当該工程が、主たる雇用者の管理および支配の下にある施設で

はない、その者の家屋またはその他の施設で実行される場合）は労働者に

は含まれない。 

 

6.3.4. 請負労働法では、請負労働法が適用される施設のすべての主たる雇用者は、

所定の期間内に所定の様式により、登録官 (Registering Officer) に施設の登

録を申請しなければならない。請負労働法が適用されるすべての請負業者

は、免許を取得しなければならず、その免許に従って、請負労働者による

作業を引き受け、実行しなければならない。 

 

6.3.5. 主たる雇用者（および請負業者）は、雇用する請負労働者、請負労働者に

よって行われる作業の性質、請負労働者に支払われる賃金率等の登録簿お

よび記録を所定の様式で保持しなければならない。 

 



 

CopyrightⒸ 2009 JETRO.  All rights reserved.   

禁無断転載   

25 

 

6.3.6. 請負業者は、請負労働法が適用されるすべての施設において、とりわけ休

憩室、食堂、衛生的な飲料水、便所、手洗所、応急処置設備を含む、雇用

する請負労働者の福利および健康のための設備を提供しなければならない。

これらの義務は、施設内に雇用されている請負労働者の数によって異なる。 

 

6.3.7. 請負業者が所定の時までに上記のいずれかの設備を用意しなかった場合に

は、主たる雇用者がそれらを提供しなければならない。主たる雇用者は、

かかる設備を提供するにあたり負担した支出を、契約により請負業者に支

払われる金額から控除する方法、または請負業者の負債とする方法のいず

れかにより、請負業者から回収することができる。 

 

6.3.8. 請負業者は、請負労働者として雇用する各労働者への賃金の支払について

責任を負う。請負労働法は、主たる雇用者に対し、主たる雇用者により適

切な権限を与えられた代表者を任命し、請負業者による賃金の分配の場に

同席させることを義務付けている。請負業者が所定の時までに賃金を支払

わなかった場合、または不十分な金額しか支払わなかった場合、請負労働

者に対して賃金全額または請負業者による支払の不足分（場合による）の

支払をすることは主たる雇用者の義務となっている。主たる雇用者は、そ

のように支払われた金額を契約により、または請負業者の負債として回収

することができる。 

 

6.4. 1996 年建築その他の建設労働者（雇用および雇用条件規制）法（Building 

and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions Of 

Service) Act)(「BCW 法」) 

 

6.4.1. BCW 法は、建築その他の建設労働者の雇用および労働条件の規制を定める

とともに、その安全、健康および福利に関する措置を定めている。 

 

6.4.2. BCW 法は、建築その他の建設作業に 10 人以上の労働者を雇用している、

または前年のいずれかの日に雇用していたすべての施設に適用される。

「施設 (establishment)」とは、とりわけ、建築その他の建設作業に建築労働

者を雇用する法人をいい、請負業者に属する施設を含む。「請負業者 

(contractor)」は、建築労働者の雇用により、単に製品や物品を施設に供給

する以外に、施設のために一定の結果をもたらすことを引き受ける者、ま
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たは施設の作業のために建築労働者を供給する者をいい、下請負業者を含

む。 

 

6.4.3. 「建築労働者 (building worker)」は、建築またはその他の建設作業に関し、

対価を得るため、熟練、半熟練または非熟練の肉体的、監督的、技術的ま

たは事務的作業を行うために雇用されている者をいうが、以下の者は含ま

ない。 

 

(i) 主として経営職または管理職として雇用されている者。 

 

(ii) 監督職として雇用され、1 か月当たり 1,600 ルピーを超える賃金を得

ている者、または主として経営的職務を行っている者。 

 

6.4.4. 「建築またはその他の建設作業 (building or other construction work) 」とは、

とりわけ建物、街路、排水設備、水道設備（水の配給のための水路を含

む）、送電線の建設、改変等をいうが、工場法の規定が適用される建築ま

たは建設作業は含まない。 

 

6.4.5. 施設に関しては、雇用者とは、その所有者を意味し、建築または建設作業

が(i) 請負業者により、もしくは請負業者を通じて、または(ii) 請負業者に

よって供給される建築労働者を雇用することによって行われる場合には、

請負業者を含む。 

 

6.4.6. BCW 法が適用される施設の雇用者は、BCW 法が施設に適用されることと

なった日から 60 日以内に、登録の申請をしなければならない。 

 

7. 賃金の支払 
 

7.1. 1936 年賃金支払法 (Payment of Wages Act, 1936）（「賃金支払法」)および

同法に基づく規則 

 

7.1.1. 賃金支払法は、賃金期間に支払われる賃金が 1 か月当たり 6,500 ルピー以下

（not exceed Rps. 6,500）である、工場および産業その他の施設に雇用される
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被雇用者に対する「賃金 (wages)」16
 の支払の形態および方法を規制してい

る。賃金支払法は、被雇用者に支払われる賃金が 1 か月当たり 6,500 ルピー

を超える(is Rps.6,500 per month or more)場合には適用されない。また、賃金

支払法は賃金の支払日を規制するとともに、賃金から適法に行うことがで

きる控除を定めている。 

 

7.1.2. 賃金支払法によれば、賃金の支払について責任を負う者は、その期間につ

いて賃金が支払われる期間（「賃金期間 (wage period)」）を定めなければ

ならない。賃金期間は 1 か月を超えてはならない。工場または産業施設に

おいて雇用されている者（日払い労働者を含む）の数が 1,000 人に満たない

場合、賃金は、賃金期間の最終日から 7 日が経過するまでに支払われなけ

ればならない。その他の場合には、賃金は、賃金期間の最終日から 10 日が

経過するまでに支払われなければならない。 

 

                                                 
16

 「賃金 (wages)」の語は、「明示的であるか黙示的であるかに関わらず、契約の条件
が満たされた場合に、雇用されている者に、その雇用について、またはその雇用でなされた作
業について支払われる、金銭で表され、または表すことができるすべての報酬（給与、手当そ
の他いずれによるものも含む）で、以下のものを含む」と定義されている。 

(a) 当事者間の裁定、和解、または裁判所の命令に基づいて支払われる報酬 

(b) 超過勤務、休日または休暇期間に関し、雇用されている者が権利を有する報酬 

(c)  （賞与その他いずれの名称で呼ばれるかに関わらず）雇用条件に基づいて支払われる
追加報酬 

(d) 法律、契約、または、控除の有無に関わらず、一定金額の支払を規定しているが、支
払がなされる期限を規定していない証書に基づいて、雇用されている者の雇用の終了
を理由として、雇用されている者に支払われる金額 

(e) 有効である法律に基づく制度に基づいて雇用される者が受け取ることのできる金額 

 ただし、以下のものは含まない。 

(1) （利益分配計画に基づくものであるかその他であるかを問わず）雇用条件に基づいて
支払われる報酬の一部を構成しない、または当事者間の裁定、和解、もしくは裁判所
の命令に基づいて支払われるものではない賞与 

(2)  住宅、電気、水、治療その他の生活上の便益の供給、または州政府の一般命令または
特別命令により賃金の計算から除外されたサービスの対価 

(3)  雇用者が年金基金もしくは積立基金に支払った拠出金およびそれについて生じた利子 

(4) 出張手当または出張旅費の補助 

(5)  雇用されている者に対し、その雇用の性質上必要となる特別な支出に充てるために支
払われる金額 

(6) (d)に規定される場合以外に、雇用の終了時に支払われる退職金 
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7.1.3. 賃金は、現金で支払われなければならない。もっとも、雇用者は、被雇用

者から書面による承認を得れば、賃金を小切手または被雇用者の銀行口座

への入金のいずれかによって支払うことができる。 

 

7.1.4. 賃金支払法は、賃金支払法によって認められ、または賃金支払法に基づい

て行われる控除を除き、被雇用者の賃金がいかなる種類の控除も行われる

ことなく支払われなければならないことを規定している。賃金支払法で認

められている控除には以下のものがある。 

 

(i) 罰金 

 

(ii) 欠勤に対する控除 

 

(iii) 座り込みストライキの場合の控除 

 

(iv) 保管のために被雇用者に委託されていた物品の損害もしくは損失、

または被雇用者が責任を負う必要のある金銭の損失で、当該損害ま

たは損失の原因が被雇用者の不注意または怠慢に直接帰せられる場

合の控除                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

(v) 雇用者によって提供/供給される住宅、設備およびサービスに対する

控除 

 

(vi) 前払金の返還または賃金の過払いの調整のための控除 

 

(vii) 住宅ローンの返済のための控除 

 

(viii) 被雇用者が支払うべき所得税の控除 

 

(ix) 積立基金への支払および積立基金からの前払金の支払のための控除 

 

(x) 中央政府が被雇用者のために行う保険制度への拠出のための控除 

  

7.1.5. 被雇用者の雇用が終了した場合、その者が得る賃金は、雇用が終了する日

から 2 就業日が経過するまでに支払われなければならない。 
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7.1.6. 賃金支払法が適用されるすべての雇用者は、所定の様式で、とりわけ、そ

の雇用者によって雇用された者、その者が行う作業、その者に支払われる

賃金、賃金からの控除、その者からの受領証その他所定の詳細を記載した

登録簿および記録を保持しなければならない。登録簿および記録は検査を

受けられるようになっていなければならず、最後の記入の日から 3 年間保

存されなければならない。 

 

7.2. 1948 年最低賃金法 (Minimum Wages Act, 1948)（「最低賃金法」）および同

法に基づく規則 

 

7.2.1. 最低賃金法は、特定の被雇用者への最低賃金率の支払を規定している。同

法は「被雇用者 (employee)」を、とりわけ、「賃金または報酬のために、

熟練または非熟練や肉体的または事務的に関わらず、賃金最低率が定めら

れている指定雇用 (Scheduled Employment, 7.2.2 参照)の作業を行うために雇

用されている者」で、「関係する政府により被雇用者に指定された被雇用

者」を含むと定義している。 

 

7.2.2. 最低賃金法は、関係する政府（中央政府または州政府）に対し、所定の時

までに、同法別表の第 I 部および第 II 部に列挙された雇用（および随時各

州政府によって公表されるもの）（「指定雇用」）について、被雇用者に

支払われる最低賃金率の画定および改定を行うことを義務付けている。指

定雇用には、とりわけ、道路の建設および維持管理または建築作業での雇

用、搾油工場での雇用、皮革工場での雇用等が含まれる。指定雇用のリス

トは包括的なものではなく、州政府が別表に新たに雇用を追加することも

できることに注意が必要である。 

 

7.2.3. 別表に定められたいずれかの指定雇用における被雇用者数の合計が州全体

で 1,000 人に満たない場合、関係する州政府は当該雇用に最低賃金を定めな

くともよい。政府が特定雇用に最低賃金を定めなければならない場合、以

下について定める。 

 

(i) 時間作業に対する最低時間賃金率 

 

(ii) 出来高作業に対する最低出来高賃金率 
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(iii) 出来高作業に雇用される被雇用者の最低賃金率の支払いを作業時間

を基準として確保するための、保証時間賃金率 

 

(iv) 被雇用者が行う超過勤務についての超過勤務賃金率 

 

7.2.4. 最低賃金が定められた場合、雇用者は、自己の下で指定雇用に従事する被

雇用者全員に対し、関係する州政府がかかる類型の被雇用者について定め

た最低賃金率以上の率で賃金を支払わなければならない。 

 

7.2.5. 雇用者は、所定の様式で、当該雇用者によって指定雇用について雇用され

ている被雇用者、それらの被雇用者によって行われた作業、支払われた賃

金、それらの被雇用者が提出した受領証等の詳細を記載した登録簿および

記録を保持しなければならない。 

 

8. 社会保障 
 

8.1. 1952 年被雇用者積立基金および雑則法（Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952）（「積立基金法 」）および同法に基づく

規則  

 

8.1.1. 積立基金法および同法に基づく規則は、(1) 積立基金法の別表 I に定められ

た産業に従事する工場で、20 人以上が雇用されているもの、(2) 20 人以上

が雇用されており、この点について中央政府によって告示がなされたその

他の施設、(3) 雇用者と施設の被雇用者の過半数との間で積立基金法の規定

の施設への適用について合意がなされており、この点について中央政府に

よって告示がなされた施設（総称して「対象施設 (covered establishment)」

という）に適用される。 

 

8.1.2. 中央政府は、積立基金法に基づき、 1952 年被雇用者積立基金制度 

(Employees’ Provident Fund Scheme, 1952）（「積立基金制度」)、1995 年被

雇用者年金制度 (Employees’ Pension Scheme, 1995）（「年金制度」)、1976

年被雇用者預金付帯保険制度 (Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme）

（「EDLI 制度」)の 3 つの制度を設けている（総称して「制度」という）。 
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8.1.3. 積立基金法では、「雇用者 (employer)」は、工場に関しては、工場の所有

者または工場責任者、工場以外の施設に関しては、施設の諸事項について

最終的な管理権限を有する者（または機関）をいうと定義されている。 

 

「被雇用者 (employee)」は、施設の作業において、または施設の作業に関

連して、賃金のために肉体的その他の作業に雇用されており、雇用者から

直接的または間接的に賃金を得ている者をいうと定義されている。「被雇

用者」には、請負業者により、または請負業者を通じて雇用されている者

も含まれる。 

 

8.1.4. インドの裁判所は、労使関係には、直接の雇い主と雇われた者の関係だけ

でなく、主たる雇用者との関係も含まれると解釈してきた。労使関係を判

断する単一の基準はなく、「施設のために働く」との文言の解釈は、各事

案における事実関係によって異なる。 

 

積立基金制度 

 

8.1.5. 積立基金法の対象となるすべての被雇用者は、積立基金制度に基づいて設

立される積立基金の加入者となる権利を有し、また、加入者とならなけれ

ばならない。雇用に加わってからの月給が 6,500 ルピーを超える被雇用者は

積立基金法の対象とはならないため、積立基金の加入者となることを要し

ない。もっとも、被雇用者が雇用に加わった時点で 6,500 ルピー以下の月給

を受領していた場合には、その者の 1 か月当たりの給与が 6,500 ルピーを超

えた後も積立基金法は引き続き適用される。その場合、すべての拠出金は、

その被雇用者の月給が 6,500 ルピーであるものとして計算される。 

 

8.1.6. すべての対象施設の雇用者は、各被雇用者につき、被雇用者の賃金から、

基礎賃金17、物価補償手当（食物補助の金銭価値を含む）および（存在する

                                                 
17

 積立基金法では「基礎賃金 (basic wages)」を、「被雇用者が、雇用契約の条件に従っ

て、職務中に、または有給の休暇もしくは休日中に得るすべての報酬で、その者に現金で支払

われたまたは支払われるものであるが、以下のものは含まない」と定義している。 

(i) 食物補助の金銭価値 

(ii) 物価補償手当（すなわち、いかなる名称によるかを問わず、生活費の上昇を理由とす
る被雇用者への現金支払）、家賃手当、超過勤務手当、賞与、手数料その他これと同
様の雇用または雇用において行われた作業に関して被雇用者に支払われる手当 

(iii) 雇用者によって行われた贈物 
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場合）引止め手当（「諸賃金 (wages)」と総称する）の 12%に相当する金額

を控除し18、これを「被雇用者拠出金」として積立基金に預託しなければな

らない。 

 

8.1.7. また、雇用者は、関係する被雇用者に支払われる諸賃金の 12%に相当する

金額を拠出し、これを「雇用者拠出金」として積立基金に預託しなければ

ならない。さらに、雇用者は運営費（現在、諸賃金の 1.16%に相当）も支払

わなければならない。これにより、現在、各対象被雇用者に係る雇用者の

合計拠出金は諸賃金の 13.16%となる。 

 

8.1.8. 積立基金制度では、雇用者が関係する被雇用者の諸賃金から雇用者拠出金

を控除し、または被雇用者から回収することができないと規定されている。

さらに、積立基金法は、明示されているか黙示的であるかを問わず、雇用

者が、積立基金の拠出金または積立基金法もしくは積立基金制度に基づく

費用の支払についての責任だけを理由として、積立基金制度が適用される

被雇用者の諸賃金、または被雇用者がその雇用契約に基づいて権利を有す

る老齢年金、退職金、積立基金もしくは生命保険の性質を持つ手当を直接

または間接に引き下げることができないことを規定している。 

 

8.1.9. 積立基金制度は、被雇用者が積立基金における積立金（およびその利子）

を引き出すことができる場合を定めている。かかる場合には、とりわけ次

のものが含まれる。 

 

(i) 55 歳に達した後に、雇用から退職する場合 

 

(ii) 肉体的または精神的疾患による恒久的かつ全面的な労働不能を理由

とする雇用からの退職の場合 

 

(iii) 国外での恒久的居住または国外での雇用のためインドから移住する

直前 

 

(iv) 集団または個人の解雇による雇用の終了の場合 

 

                                                 
18

 このため、物価手当および食物補助の金銭価値は「基礎賃金」の定義から除かれるが、

拠出金の計算の際には含められなければならない。 
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(v) 雇用者および被雇用者による相互の合意に基づいて設けられた自主

的退職制度に基づく雇用の終了の場合 

 

(vi) 積立基金法の対象ではない他の施設への転任等の一定の事態に基づ

く場合 

 

(vii) 対象施設に係る雇用の終了の場合で、被雇用者が脱退の申請を行っ

た日の直前の 2 か月以上の期間にわたり、その被雇用者がいかなる

対象施設にも雇用されていない場合 

 

年金制度 

 

8.1.10. 年金制度においては、雇用者は、積立基金制度に基づく雇用者拠出金から

被雇用者の諸賃金の 8.33%に当たる拠出金部分を取り分け、これを年金制度

に基づいて設立された年金基金（「年金基金」）に送金しなければならな

い。年金基金への拠出金の支払は、各月の終了の日から 15 日以内に、所定

の方法により個別の銀行為替手形または小切手で行わなければならない。

また、中央政府は、被雇用者の諸賃金の 1.16%を年金基金に拠出しなければ

ならない。被雇用者の諸賃金が 1 か月当たり 6,500 ルピーを超える場合には、

雇用者および中央政府による拠出金は、1 か月当たり 6,500 ルピーの支払い

について支払われる金額に限られる。 

 

8.1.11. 被雇用者は、退職、定年退職、恒久的障害の場合に、年金基金から年金を

受け取る権利を有する。 

 

EDLI 制度 

 

8.1.12. EDLI 制度においては、雇用者は、すべての適格の被雇用者につき、毎月、

(a) 諸賃金の 0.5%、および、(b) 運営費として諸賃金の 0.01%（EDLI 制度

により、または同制度に基づき支給される給付金の費用のための支出を除

く）を、EDLI 制度に基づいて設立された基金に拠出しなければならない。

被雇用者の諸賃金が 1 か月当たり 6,500 ルピーを超える場合には、雇用者に

よって支払われるべき拠出金は、月毎の 6,500 ルピーの諸賃金について支払

われる金額に限られる。 
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8.1.13. EDLI 基金の積立金は、被雇用者の死亡の場合に、その被雇用者の家族に支

払われる。 

 

国際労働者 

 

8.1.14. 2008 年 10 月 1 日、労働雇用省は告示 G.S.R.706(E)（「積立基金告示」）お

よび告示 G.S.R705(E)（「年金告示」）を発表した。積立基金告示および年

金告示はそれぞれ積立基金制度および年金制度の既存の規定を改正し、

「国際労働者 (international workers)」（下記 8.1.15 において定義される）が

加入者の新たな類型に含まれるものとした。告示の結果、積立基金法は国

際労働者にも適用されることになった。 

 

8.1.15. 積立基金告示の適用：積立基金告示により、積立基金制度は明示的に「除

外被雇用者 (excluded employees)」と定義される者を除くすべての国際労働

者に適用されるように改正された。積立基金告示は「国際労働者 

(international worker)」を以下のように定義している。 

 

(a) 「インドが社会保障協定を締結している外国で働いていた、または

働く予定のインド人被雇用者で、当該協定に基づき得られた、また

は得られる資格により、当該国の社会保障プログラムに基づく給付

金を受ける資格を有する者」 

 

(b) 「インド人被雇用者以外の被雇用者で、インド以外の旅券を保有し、

積立基金法が適用されるインドの施設のために働く者」 

 

8.1.16. 「インド人被雇用者 (Indian employee)」は積立基金告示では定義されてい

ないが、被雇用者積立基金機構  (Employees’ Provident Fund Organisation)

（「EPFO」）は、「インド人被雇用者」を、インドの旅券を保有する、ま

たは保有する資格を有する被雇用者で、積立基金法の対象となる施設によ

って雇用されている被雇用者をいう」と説明している。 

 

8.1.17. 「除外被雇用者(excluded employees)」は、「インドが互恵的に社会保障協

定を締結している国が出身国であり、市民または居住者のいずれかとして、

その国の社会保障プログラムに拠出を行っている国際労働者で、当該協定
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に定められた期間および条件で一時派遣労働者(detached worker)としての地

位を享受している者」と定義されている。 

 

8.1.18. 現在、インドが社会保障協定を締結している国は、ベルギー、フランスお

よびドイツだけである。もっとも、これらの協定が施行される日はまだ公

示されていない。このため、「施行日」が公示されるまでは、いかなる国

際労働者も除外労働者の地位を得る資格を有しない。 

 

8.1.19. 積立基金の拠出金：積立基金告示の下では、対象施設に雇用されているす

べての国際労働者は、その者が除外労働者に該当しない限り、積立基金の

加入者にならなければならず、また加入者になる資格を有する。このため

雇用者は、資格を有するすべての国際労働者について、積立基金告示の施

行の翌月以降（2008 年 11 月 1 日以降）、積立基金拠出金（雇用者拠出金お

よび被雇用者拠出金の両方）を預託しなければならない。拠出金は、積立

基金制度で規定されたものと同率で支払われる。さらに、除外被雇用者で

なくなった除外被雇用者は、除外被雇用者の地位を失った月の翌月の初め

から、積立基金の加入者にならなければならない。 

 

8.1.20. 積立基金告示は、積立基金の拠出金が支払われる国際労働者の諸賃金の上

限を定めているわけではないことに注意すべきである。もっとも、EPFO は、

この点について、「6,500 ルピーという賃金の上限は国際労働者には適用さ

れておらず、このため雇用者は国際労働者の諸賃金全体について拠出金

（雇用者拠出金および被雇用者拠出金）を支払わなければならない」と説

明している。 

 

8.1.21. 年金告示の適用：年金告示により、年金制度は積立基金告示で定義される

すべての国際労働者に適用され、かかる被雇用者は年金基金の加入者にな

らなければならない。 

 

8.1.22. 年金基金の拠出金：年金告示は拠出金の比率を規定していないため、年金

制度で義務付けられる比率が国際労働者にも適用される。 

 

さらに、年金告示は、積立基金制度に基づく雇用者の拠出金が年金基金に

振り替えられる国際労働者の諸賃金の上限を規定していない。この点につ

いて、EPFO は、年金制度で規定された 6,500 ルピーの上限が国際労働者に
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も同様に適用されると説明している。このため、雇用者は、国際労働者の

諸賃金（これは、6,500 ルピーの上限の制約に服する）の 8.33%に相当する

金額を、積立基金の雇用者拠出金から年金基金に振り替えなければならな

い。 

 

8.1.23. 年金支払対象雇用  (Pensionable Service)および年金支払対象給与 

(Pensionable Salary)：国際労働者に関して「年金支払対象雇用 (pensionable 

service)」は、「国際的な社会保障協定の対象である者によって提供される

雇用で、それに対し年金拠出金が受領された、または受領されるものをい

い、協定に基づき受給資格を有すると考えられる雇用期間」と定義されて

いる。このため、国際的な社会保障協定の対象である者の年金支払対象雇

用は、その者のために年金基金に支払われた、または支払われる年金拠出

金、および国際労働者を対象とする社会保障プログラムに基づき受給資格

を有すると考えられる雇用期間を考慮して決定される。 

 

8.1.24. 年金告示によると、国際労働者の「年金支払対象給与  (Pensionable 

Salary)」は、拠出金が支払われた年金基金の加入者の雇用期間において、

出来高払いを含むいずれかの方法によって支払われた平均月給をいうと定

義されている。年金支払対象雇用の定義は、加入者に支払われる年金の月

額を決定する場合のみに関係することに注意すべきである。 

 

8.1.25. 年金基金からの脱退：年金告示は、毎月の加入者年金を受給する資格を得

る前に（すなわち、離職の日と 58 歳に達するときのいずれか早い方の時点

で最低 10 年間の適格の役務（「適格役務」）を提供する前に）雇用者の雇

用を離れる国際労働者が利用できる脱退給付を規定している。 

 

8.1.26. インドが社会保障協定を締結している国の出身で、インド人被雇用者でな

い国際労働者が適確役務を提供していない場合、その者は、当該協定に基

づき互恵的に規定される脱退給付を受給することができる。 

 

8.1.27. インドが社会保障協定を締結していない国の出身で、インド人被雇用者で

ない国際労働者が利用できる脱退給付は、当該国のインド人被雇用者が得

ることができる脱退給付と互恵的なものとされる。 
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8.1.28. 年金告示に基づく遵守事項：年金告示は、雇用者に対し、国際労働者に関

する特定の届出の義務を規定していないため、年金制度において規定され

る届出義務が適用される。 

 

8.2. 1948 年被雇用者州保険法（Employees State Insurance Act, 1948）（「ESI 

法」) および同法に基づく規則 

 

8.2.1. ESI 法は、とりわけ、出産、賃金または稼働能力の喪失をもたらす労災によ

る一時的または恒久的な身体的障害、労災による死亡、および労働者また

はその直接の扶養家族の病気治療等の事態にある被雇用者への一定の給付

金（「給付金」と総称する）を規定している。 

 

8.2.2. 被雇用者州保険基金（Employees’ State Insurance Fund）（「保険基金」）は、

ESI 法に基づいて設立され、資格を有する被雇用者は保険基金の積立金から

給付金を受け取ることができる。その結果、ESI 法の対象となる雇用者は、

労働者補償法および出産給付金法に基づく責任を免れる。 

 

8.2.3. ESI 法は、(a) 動力を使用し、10 人以上の者を雇用する非季節的な工場、お

よび(b) 動力を使用しない、20 人以上の者を雇用する工場に適用される。

同法は、20 人以上を雇用する、店舗、ホテル、レストラン、試写会場を含

む映画館、自動車輸送会社および新聞発行者に適用が拡大されている。 

 

8.2.4. ESI 法はすべての被雇用者（すなわち、ESI 法が適用される工場または施設

に、またはそれらの作業に関して、賃金のために雇用されている者）に適

用される。ESI 法の対象となる被雇用者には、「直接の雇用者 (immediate 

employer)」（すなわち、主たる雇用者の監督のもとにある者）を通じて雇

われた請負労働者も含まれる。もっとも、ESI 法は、工場または施設に入っ

た日から 1 か月当たり 10,000 ルピーを得ている被雇用者には適用されない。

ESI 法が適用されることとなってから 15 日以内に、雇用者は、所定の様式

01 により、関係する地域事務所に登録を申請しなければならない。 

 

8.2.5. 雇用者は被雇用者の「賃金 (wages)」19
 の 4.75%に相当する金額を、被雇用

者は当該賃金の 1.75%を、それぞれ保険基金に拠出しなければならない。雇

                                                 
19

 ESI 法では「賃金 (wages)」を、「明示的、黙示的であるとに関わらず、契約の条件が

満たされた場合に、被雇用者に現金で支払われた、または支払われるすべての報酬で、2 か月
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用者は、各被雇用者について、拠出金の支払期日がある暦月の最後の日か

ら 21 日以内に、被雇用者拠出金（賃金から控除される）のほか雇用者拠出

金を保険基金に支払う義務を負う。 

 

8.2.6. さらに、雇用者は、ESI 法所定の、記録の保持および申告書の提出を含む

様々な手続を遵守しなければならない。 

 

8.3. 1923 年労働者補償法 (Workmen’s Compensation Act, 1923）（「労働者補償

法」)および同法に基づく規則 

 

8.3.1. 労働者補償法は、雇用からまたはその過程で生じた事故により労働者に人

身傷害または死亡が発生した場合における、雇用者による法定の補償金の

支払を規定している。同法は、同法の別表 II に定められた労働者に適用さ

れる。これには、とりわけ、運転手として雇用された者、雇用者の取引ま

たは事業に関連して爆発物の製造または取扱いについて雇用された者、お

よび工場または施設の警備員として雇用された者が含まれる。 

 

8.3.2. もっとも、雇用者は、以下のものについては、補償金を支払う義務を負わ

ない。 

 

(i) 3 日間を超える期間の労働者の全面的または部分的障害をもたらさな

い傷害 

 

(ii) 飲酒、薬物、意図的な安全規則の違反に直接帰することができる事

故によって引き起こされた、死亡に至らない傷害 

 

                                                                                                                                                     
を超える期間を空けずに支払われた許可済休暇、ロックアウト、違法でないストライキまたは

レイオフに関する被雇用者への支払およびその他の追加的支払を含むが、以下を含まない」と

定義している。 

(i) 年金基金または積立基金、または同法に基づいて雇用者によって支払われた拠出金 

(ii) 出張手当または出張旅費の補助 

(iii) 雇用されている者に対し、その雇用の性質上必要となる特別な支出に充てるために支
払われる金額 

(iv) 解雇時に支払われる退職金 
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8.3.3. 労働者補償法は、以下の場合において補償金として支払われる金額を定め

ている。 

 

(i) 傷害により生じた死亡 

 

(ii) 傷害により生じた恒久的全面的障害 

 

(iii) 傷害により生じた恒久的部分的障害 

 

(iv) 傷害により生じた一時的（全面的または部分的）障害 

 

8.4. 1970 年退職金支払法 (Payment of Gratuity Act, 1970）（「退職金支払法」)お

よび同法に基づく規則 

 

8.4.1. 退職金支払法は、とりわけ 10 人以上の者が雇用されている、または過去 12

か月間のいずれかの日に雇用されていた工場、店舗または他の施設に雇用

されているすべての被雇用者（労働者であるか否かを問わない）への退職

金の支払を規定している。被雇用者は、5 年以上の継続的役務を提供してい

ることを条件として（死亡または障害の場合を除く）、以下に示されるい

ずれかの事情により、雇用が終了した際に退職金の支払を受ける権利を有

する。 

 

(i) 定年 

 

(ii) 退職または辞職 

 

(iii) 事故または疾病による死亡または障害 

 

もっとも、雇用者に属する財産の損害もしくは損失または破壊を生じさせ

る行為、意図的な怠慢または過失による被雇用者の雇用の終了の場合には、

かかる損害または損失の範囲で、退職金の権利は失われる。 

 

8.4.2. 被雇用者に支払われる退職金の額は、15 日分の賃金に雇用年数（1 年のう

ち 6 か月を超える部分は 1 年として数える）を乗じて算出する。被雇用者

に支払われる退職金の最高額は 350,000 ルピーを超えてはならない。 
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8.4.3. 上記の規定に関わらず、退職金支払法は、被雇用者がこれについての雇用

者との裁定、合意または契約に基づくより良い条件の退職金を受け取る権

利を有することを規定している。 

 

8.4.4. 退職金支払法が適用されるすべての雇用者は、報告書の提出を含む様々な

手続を遵守しなければならない。 

 

8.5. 1963 年賞与支払法 (Payment of Bonus Act, 1963）（「賞与支払法」）および

同法に基づく規則 

 

8.5.1. 賞与支払法は、1 会計年度のいずれかの日に 20 人以上の者を雇用する工場

および他の施設に適用される。同法は、給与または賃金が 1 か月当たり

10,000 ルピーを超えないすべての被雇用者（労働者であるか否かを問わな

いが、見習工を除く）に適用される。 

 

8.5.2. すべての被雇用者は、施設において 1 会計年度に 30 就業日以上勤務した場

合、賞与支払法の規定に従って当該会計年度について雇用者から賞与を受

け取る権利を有する。被雇用者の給与または賃金が 1 か月当たり 3,500 ルピ

ーを超える場合、その被雇用者に支払われる賞与の額は、給与または賃金

が 1 か月当たり 3,500 ルピーであるものとして計算する。 

 

8.5.3. 賞与支払法が適用される場合、雇用者は、当該会計年度に損失を被ってい

るとしても、会計年度中に被雇用者が得ていた給与もしくは賃金の 8.33%ま

たは 100 ルピーのいずれか高い方を最低賞与として支払わなければならな

い。もっとも、新規の施設の場合、最初の 5 会計年度については、利益が

なければ賞与は支払われなくともよい。 

 

8.5.4. いずれかの会計年度において、相殺金額を考慮した後で算出された分配可

能な剰余金が最低賞与額を超える場合、雇用者は、当該会計年度中に被雇

用者が得た給与または賃金の割合に応じて賞与を支払わなければならない。

もっとも、賞与は、被雇用者の給与または賃金の 20%を超えてはならない。 

 

8.5.5. 賞与支払法が適用される雇用者は、記録の保持および申告書の提出を含む

様々な手続を遵守しなければならない。 
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9. その他 
 

9.1. 1961 年出産給付金法 (Maternity Benefit Act, 1961）（「出産給付金法」) 

 

9.1.1. 出産給付金法は、10 人以上の者（労働者であるか否かを問わない）が雇用

されている、または過去 12 か月間のいずれかの日に雇用されていた工場、

鉱山、プランテーション、ならびに他の店舗および施設に適用される。同

法は、出産予定日の直前の 12 か月間に尐なくとも 80 日勤務していた場合

に、施設に雇用されるすべての女性に対する出産給付金の支払を義務付け

ている。 

 

9.1.2. 出産給付金の額は、被雇用者の実際の休職期間（出産日に先立つ期間、出

産日、出産日後の期間）について、その者の「平均日給」の率で計算され

る。「平均日給 (average daily wage)」は、出産のため欠勤し始める日の直

前 3 か月間にその女性が働いた日に支払われた賃金の平均をいうと定義さ

れている。 

 

9.1.3. 出産給付金法では、女性被雇用者は最長 12 週間の出産給付金を受け取るこ

とができるが、出産予定日より前の期間は 6 週間以下でなければならない。 

 

9.1.4. 出産給付金法は、妊娠によって生じる一定の事情/状況（疾病、早産、流

産）の際に得られる休暇の権利も規定している。 

 

9.1.5. 女性被雇用者が出産給付金法の規定に従って欠勤した場合に、雇用者が以

下のことをすることは認められない。 

 

(i) 欠勤中の、または欠勤を理由とした解雇または免職。 

 

(ii) 予告期間が欠勤中に終了する解雇または免職の通知を行うこと。 

 

(iii) 当該女性被雇用者に不利になるような雇用条件の変更。 

 

9.1.6. 雇用者は、出産給付金法に基づく所定の記録、登録簿、従業員名簿を保持

しなければならない。 

 

9.2. 1976 年均等報酬法 (Equal Remuneration Act, 1976）（「均等報酬法」) 
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9.2.1. 均等報酬法は、男性労働者および女性労働者への均等な報酬の支払を規定

している。これにより、いかなる雇用者も、自己の雇用する労働者に対し、

同一の作業または類似の性質を有する作業を行う異性の労働者に対して支

払う報酬よりも不利な率の報酬を支払うことは認められない20。  

 

9.2.2. さらに、この法律の下では、雇用者が同一の作業または類似の性質を有す

る作業のための人員の募集をする場合に、女性を差別することは認められ

ない。 

 

9.3. 1961 年見習工法 (Apprentice Act, 1961）（「見習工法」)および同法に基づ

く規則 

 

9.3.1. 見習工法は、見習工の研修を規制および管理しており、農業、工業経営、

事務所経営、ビル管理、窯業技術等の公表された一定の産業に適用される。

この法律の下では、いかなる者も、14 歳に達し、所定の教育基準および身

体的適格性を満たさない限り、見習工研修を受けるための見習工となるこ

とはできない。 

 

9.3.2. 見習契約が義務付けられており、見習工が未成年の場合には、その保護者

が雇用者と見習契約を結ぶことができる。雇用者は、インド政府が見習工

法に基づき任命した見習制度顧問 (Apprentice Adviser) に見習契約を登録し

なければならない。 

 

9.3.3. 見習契約は、いずれかの当事者の申出により見習制度顧問が契約を終了さ

せる場合を除き、見習工研修の期間の終了前に終了させることはできない。 

 

9.3.4. 見習工法および同法に基づく規則の下では、雇用者は、とりわけ以下の義

務を負う。 

 

(i) 見習工にその職業の研修を行うこと、およびその職業において資格

を有する者が見習工の研修を担当するようにし、見習工に実務的お
                                                 
20

 均等報酬法では「同一の作業または類似の性質を有する作業」は、「類似の作業条件

の下で、男性または女性によって行われる場合に、必要とされる技術、努力および責任が同一

である作業で、必要とされる技術、努力および責任に男性と女性で差がある場合でも、その差

が雇用条件に関連して実際上の重要性を持たないもの」と定義されている。 
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よび理論的な研修を提供するための適切な資格を有する人員を維持

すること。 

 

(ii) 所定の給与が支払われるとともに、所定の労働時間および休暇に関

する基準が遵守されるようにすること。 

 

(iii) 工場法に規定された健康、安全および福利の基準が（適用される場

合）遵守されるようにすること。 

 

(iv) 雇用の期間中に見習工が被った人身傷害について、労働者補償法に

規定された補償金を支払うこと。 

 

(v) 研修を受けている見習工全員の進度の記録を保持し、必要な場合、

それらの記録または情報を当局に提出すること。 

 

9.3.5. また、雇用者は、見習工法および同法に基づく規則により一定の記録を保

持し、一定の申告書を提出しなければならない。これらには、とりわけ、

見習制度様式 1 (Form Apprenticeship 1)（研修および指導の記録）、見習制

度様式 2 (Form Apprenticeship 2)（全期見習工に関する四半期報告書）、見

習制度様式 3 (Form Apprenticeship 3)（見習工の進度に関する四半期報告

書）が含まれる。 

 

9.4. 1959 年職業安定所（欠員の通知義務）法  (Employment Exchanges 

(Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959）（「職業安定所法」) およ

び同法に基づく規則 

 

9.4.1. 職業安定所法は、公営部門のすべての施設およびこれについて公表された

民間部門の施設における、雇用者の職業安定所への欠員の通知義務を規定

している。雇用者は、面接または欠員補充（面接を行わない場合）の日の

尐なくとも 15 日前までに、欠員を通知しなければならない。もっとも、職

業安定所への欠員の通知は、職業安定所が紹介した者を採用する義務を雇

用者に課すものではない。 

 

9.4.2. 職業安定所法は以下における雇用の欠員に関しては適用されない。 
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(i) 農業機械または耕作機械作業員としての雇用以外の、民間部門の農

業（園芸を含む）の施設における雇用。 

 

(ii) 家事使用人としての雇用 

 

(iii) 雇用期間が合計 3 か月未満の雇用 

 

(iv) 非熟練事務作業を行う雇用（用務員、使用人、整頓人、掃除人等） 

 

(v) 議会の職員に関する雇用 

 

9.4.3. さらに、雇用者は、所定の様式により、四半期および隔年の申告書を提出

しなければならない。 

 

10. 労働法に基づく罰則 
 

10.1. インドの労働法の大半は、雇用者に対し、それらの法律の規定の違反につ

いて、刑罰を課している。 

 

インドの労働法のほぼすべて（中央政府によって制定されたものであるか、

州政府によって制定されたものであるかを問わない）は、雇用者が会社で

ある場合、違反が行われた時点において会社の事業の実施を管理し、これ

について会社に責任を負う者全員が違反をしたものとみなされ、それにつ

いて訴追され、処罰される。もっとも、その者が、違反について知らなか

ったこと、またはかかる違反を防ぐためのあらゆる相当な注意を払ったこ

とを証明した場合には、本節のいずれによっても、その者は同法に基づく

処罰を受けない。 

 

さらに、取締役、マネージャー、秘書役またはその他の役員（「役職

者」）は、その同意もしくは黙認の下で行われたことが証明された違反、

または役職者側の懈怠に起因する違反については、それらの者が違反をし

たものとみなされる。 

 

かかる場合の結果は、違反の性質および重大性に応じて、会社およびその

役職者に対する罰金から会社の役職者の懲役にまで及ぶ。 
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10.2. 例えば、労使紛争法では、会社により違反が行われた場合、違反がその者

の知らずして行われたことを証明しない限り、すべての取締役、マネージ

ャー、秘書役、代理人またはその他の役員もしくは会社の経営に関わる者

は、違反について知らなかったことまたは違反について同意していなかっ

たことを証明しない限り、その違反について責任があるとみなされる。 

 

10.3. 様々な法律に基づく一定の義務の違反に関しては、特定の刑罰が定められ

ている。例えば、労使紛争法では、雇用者が閉鎖の通知義務（5.1.19 参照）

を遵守せずに事業体を閉鎖した場合、その雇用者は 6 か月以下の懲役

（imprisonment）もしくは 5,000 ルピー以下の罰金またはその両方に処せら

れる。 
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第 III 章 

  

労使紛争の事例と分析 

 

11. はじめに 
 

11.1. 過去 20 年間の経済自由化により、規制当局や裁判所は、雇用者が被雇用者

のための法定の最低限の保護を遵守する限り、雇用者が商業的に適切と考

える方法で事業を行う権利をより認めるようになっている。さらに、近年、

団体交渉や労働者による経営への参加を重視するとともに、雇用者が紛争

を友好的に解決する傾向が認められる。また、情報技術やバイオテクノロ

ジーのような新しい部門の登場により、労働組合の運動の減尐も見られる。 

 

11.2. 上記に関わらず、依然として雇用者と被雇用者との間で様々な原因から紛

争は起こりうる。さらに、厳格な法的枠組みのため、雇用者がそれとは意

図せずに様々な状況で法定の義務に違反しているとみなされることが起こ

りうる。本章では、潜在的な紛争または法令違反の実際の状況や事例を取

り扱う。 

 

12. 事例 
 

12.1. 労働組合の政治加盟 

 

12.1.1. インドでは、労働組合が労使関係および労働政策に関する事項に関し重要

な地位を占めている。労働組合は、一般に雇用者に対して労働者を代表す

るものとされている。労働組合は、政治加盟労働組合と独立系労働組合と

に分類でき、一般に産業別および地域別の両方で連携している。 

 

12.1.2. インドでは、それぞれ異なる政治思想を支持するおよそ 10 の主要な中央労

働組合がある。ほとんどすべての労働組合は、これらの中央労働組合のい

ずれかに加盟しており、このため、労働組合の政治加盟の問題が重要にな

っている。インドの政党も、特に西ベンガル州やマハーラーシュトラ州の

産業の発達した州等で、労働組合を後援する傾向がある。 
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12.1.3. 通常、労働組合は、雇用者との労使紛争の場合、その政治加盟により、関

係する規制当局の速やかな注意を引くことができる。また、政党が労働組

合の主張を取り上げて、労働者に影響を及ぼす例もある。 

 

12.1.4. インドの労働法では、雇用者に労働組合を承認する、または労働組合と労

働協約を締結する義務はない。しかし、ときに雇用者に政治的圧力がもた

らされ、それにより、雇用者が労働者または労働組合によって主張された

要求に譲歩せざるをえなくなる例がある。これは、雇用者が最も効率的か

つ高い利益を生み出す方法で事業を行う能力に影響を与えるものである。 

 

12.1.5. ある有力な多国籍企業の経営陣が伝える最近の事例は次のとおりである。

約 2 年前、同社は、その製造工場の 1 つにおいて、一連の労使紛争に見舞

われ、ときには（労働者による）暴力も見られた。同社の労働者が所属す

る労働組合が経営者との交渉に現れ、今後紛争を行わないことの見返りに

労働組合の運営費を支出することを提案した。この提案は地元の政治家に

よっても黙認されていた。高まる緊張と間断のない作業の停止にいら立つ

経営陣は、その提案に同意した。 

 

最近、同社の経営陣に変更が行われた。新たな経営陣は労働組合との合意

に不満であり、現在の状況から起こりうる結果と解決策について、我々に

助言を求めた。我々が経営陣に助言したのは、労使紛争法では、雇用者に

よる労働組合への支援（金銭その他）の提供は雇用者側の不当労働行為で

あり、そのため経営者は労働組合の運営費を支出することを即時に中止す

べきであるというものであった。しかし、実際に上記の運用を終わらせる

のには、長期にわたる練達な交渉を必要とした。また、この運用をやめた

ことで、製造工場における労使紛争が再燃した。これは、支払を停止した

ことで不満が高まっていた労働組合によって促進されたことによる。 

 

上記から考えると、雇用者は商業上の便宜に合わせて労働組合/労働者と交

渉することが常に望ましいが、法的義務に違反することは避けなければな

らない。一見魅力的に思える短期的利益は、長期的にはより大きな害とな

りうる。 
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12.2. 労使紛争法第 VB 章 

 

12.2.1. 5.1.16 で述べたように、労使紛争法第 VB 章には、過去 12 か月間の就業日

平均で 100 人以上の労働者が雇用されていた産業施設の解雇、閉鎖および

レイオフを規制する特別規定が設けられている。これには、とりわけ、関

係する政府の事前の許可を雇用者が得る義務が含まれている。そうした許

可が与えられ、または与えられたとみなされた場合にのみ、このような産

業施設の雇用者は企図している解雇、閉鎖およびレイオフを行うことがで

きる。 

 

12.2.2. 第 VB 章により、雇用者はたとえ 1 人の労働者の解雇またはレイオフを行

おうとする場合でも、関係する政府に申請し、事前の許可を得なければな

らない。 

 

12.2.3. 第 VB 章に基づく許可手続の一部として、政府は、影響を受ける労働者お

よび/またはその代表者に、その懸念を政府に申し立てる機会を与えること

ができる。こうした機会は、一部の労働者によって、些細な紛争を取り上

げ、解雇、閉鎖またはレイオフに疑問を呈することで、経営者に危害を与

えるために濫用されている。 

 

12.2.4. さらに第 VB 章は、政府に対し、雇用者によって述べられた理由の真実性、

適切性、一般公衆の利益等の特定の要因に基づいて、許可を与え、または

拒否する裁量を付与している。政府は許可を与え、または拒否する際、合

理的にその裁量を行使しなければならないが、ときに、発生した失業また

は公共の利益を理由として許可が拒否されることがある。 

 

12.2.5. 最近の事例として、人員過剰に陥ったためその被雇用者の約 10 名を解雇し

ようとした IT 企業（「産業施設」の要件を満たしている）の例がある。同

社は、過去 12 か月間に就業日平均で 100 人以上の労働者を雇用していたた

め、解雇を行う前に、関係する州政府の事前の許可を得なければならなか

った。この点、州政府が、両者（雇用者および労働者）の公正な聞き取り

調査を行った後で、許可を与えるか拒否するかの裁量を行使する権限を持

つことについて懸念があった。そこで、我々は、「匿名」で関係する労働

担当官 (Labour Officer) に問い合わせた後、正式に申請書を提出する前にそ

の労働担当官とすべての問題を話し合い、意見/助言を求めるよう勧めた。
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その後、労働担当官は同社の役員と影響を受ける労働者とに公正な事情説

明の機会を与え、問題の友好的解決に至った。 

 

12.2.6. 上記で述べたことから判断すると、雇用者がその判断と知識によって事業

を行うために雇用者に与えられる柔軟性は、制限を受けることがありうる。

このため、実務的な観点からは、労働者が後の段階になって紛争を起こす

可能性を最小限に抑えるため、影響を受ける労働者と協議し、友好的な解

決に至ることが望ましい。 

 

12.2.7. また、解雇、レイオフおよび閉鎖の場合にこれまでより大きな柔軟性を認

める労使紛争法改正の提案が現在検討されていることに言及しておくこと

も重要である。改正案によると、関係する政府の事前の許可を受ける義務

は、1,000 人を超える労働者が雇用されている産業施設にのみ適用される。 

 

12.3. 請負労働者の継続的被雇用者としての雇い入れ 

 

12.3.1. 請負労働法第 10 条は、関係する州/中央政府が「いかなる施設におけるいか

なる工程、操作またはその他の作業においても」請負労働者の雇用を禁止

できることを規定している。さらに、中央諮問委員会  (Central Advisory 

Board) の勧告を得て、かつ請負労働法の第 10 条第(2)項に定められた条件 

21
 が満たされていることを確認したうえで、関係する政府は、施設におけ

る請負労働者の使用を廃止する決定を行うことができる。請負労働法第 10

条第(1)項による上記決定の通知により、その施設における請負労働者の雇

用は禁止される。 

 

                                                 
21

 条件は以下のとおりである。 

(a) 工程、操作またはその他の作業が、施設で行われる産業、取引、事業、製造、職種にとっ

て、付随的であるか、必要であるか。 

(b) 工程、操作またはその他の作業が恒常的、すなわち、施設で行われる産業、取引、事業、

製造、職種の性質に関して十分な期間行われるものか。 

(c) 工程、操作またはその他の作業が、その施設またはそれと類似の施設において正規の労働

者によって行われているか。 

(d) 工程、操作またはその他の作業が、相当数の常勤労働者を雇用するのに十分なものである

か。 
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12.3.2. 本条項に関連する法的判断の過去の傾向は以下のとおりである。 

 

請負労働法第 10 条第(1)項に基づく通知により請負労働者の雇用を禁止さ

れた施設は、その時点で当該施設に雇用されている請負労働者を、金銭ま

たはそれ以外を問わず適用されるすべての権利/福利をそれぞれの施設への

加入の日から有する継続的被雇用者として雇い入れなければならない。  

 

12.3.3. 最高裁判所は、インド鉄鋼公社(Steel Authority of India Ltd.)対全国ウォータ

ー・フロント労働者組合(National Union Water Front Workers)22
 において、

インドにおけるこの傾向を覆した。この事件の上告人は中央政府企業およ

びその支店支配人（インド各州に所在する工場において各種の鉄鋼製品の

製造および販売に従事）であり、被上告人は請負労働者のグループの主張

を代表する「組合」である。最高裁判所は、この画期的な事件において、

施設内の請負労働者の雇用が請負労働法第 10 条第(1)項に基づいて発せら

れた通知により禁止された場合に、その時点で施設の作業に関連して雇用

されている請負労働者を施設の直接/継続的被雇用者として自動的に雇い入

れるとする論点は生じないとした。最高裁判所は続けて、請負労働法第 10

条第(1)項に基づいて発せられる通知の効果を明確にした。それらには以下

のものがある。 

 

(i) 通知が発せられた時点で関係する施設で働いている請負労働者につ

いては、その職務を停止する。 

 

(ii) 当該請負労働者に関する主たる雇用者の請負業者との契約は終了す

る。 

 

(iii) いかなる請負労働者も、通知に関係する施設におけるいかなる工程、

操作またはその他の作業について、その後のいかなる時点において

も、主たる雇用者により雇用されない。 

 

(iv) 通知は、請負業者および請負労働者の間での雇用者および被雇用者

の関係を断ち切るものではなく、請負労働者は、引き続き請負業者

の雇用にあり、請負労働者は失業したことにはならない。 

                                                 
22

  AIR 2001 SC 3527 
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12.3.4. もっとも、契約の実態を知るための表層否認の法理（piercing the veil）によ

り、裁判所が請負業者と主たる雇用者との間の契約が単なる偽装または虚

偽にすぎないと認定した場合、請負労働者は、依然主たる雇用者の「被雇

用者」の範囲にあるものとされる。そうした場合、主たる雇用者の施設で

働く請負労働者は、実際には主たる雇用者の直接の被雇用者であるものと

される。これについて、裁判所は以下のように述べている。 

 

「(5)産業審判官(industrial adjusticator)は、雇用条件に関して請負労働者に

よってもたらされた労使紛争において、請負労働者その他の雇用を禁止す

る請負労働法第 10 条第(1)項に基づく禁止通知を発するにあたり、請負業

者が介在しているのが、真正な契約に基づいて施設に一定の結果をもたら

すことを引き受け、もしくは施設の作業のために請負労働者を供給するた

めなのか、または労働者に各種の利益を与える法令の遵守を逃れ、労働者

からそれらによる利益を奪うための単なる策略/偽装にすぎないのかという

問題を検討しなければならない。契約が真正なものではなく、単なる偽装

にすぎないことが明らかになった場合、いわゆる請負労働者は、主たる雇

用者の被雇用者として扱われなければならず、主たる雇用者は、下記(6)項

に照らしてそのために主たる雇用者によって定められる条件に従って、関

係する施設内の請負労働者の雇用を正規のものにするよう指示される。 

 

(6)契約が真正であり、当該施設についてその工程、操作またはその他の作

業への請負労働者の雇用を禁止する請負労働法第 10 条第(1)項に基づく禁

止通知が関係政府により発せられており、主たる雇用者がかかる工程、操

作またはその他の作業に正規労働者を雇用することを意図している場合、

主たる雇用者は、元の請負労働者がその他の点で適格であり、必要であれ

ば、請負業者が当初雇用していた時点での年齢を適切に考慮して年齢制限

に関する条件を緩和し、また、技術に関する適性以外の学歴についての条

件を緩和することにより、元の請負労働者を優先しなければならない。」 

 

12.4. 主たる雇用者の積立基金拠出金に関する責任 

 

12.4.1. 積立基金法は、直接または請負業者を通じて間接に被雇用者を雇用する主

たる雇用者に、かかる被雇用者に係る積立基金拠出金を支払う義務を課し

ている。 
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12.4.2. 雇用者は同時に複数の請負業者を通じて請負労働者を雇用することがある

ため、主たる雇用者がそうした請負労働者のすべてに関して雇用者拠出金

および被雇用者拠出金（8.1.6 および 8.1.7 参照）を控除し（該当する場合）、

送金することが実際上困難になりうる。この問題は、主たる雇用者の作業

を行うために請負業者によって割り当てられる請負労働者が随時変化する

ことがある（例えば、請負労働者が定期的に交代する、または雇用者が割

り当てられた請負労働者の成果に不満な場合に置き換えられる）という事

実のため、さらに深刻なものとなりうる。さらに、積立基金法および同法

に基づいて設けられた制度は、雇用者に、積立基金の加入者となる資格を

有する被雇用者および前月中に雇用者の雇用を離れた被雇用者に関し、毎

月の申告書を提出する義務を課している。雇用者が大量の請負労働者を労

働人員として有する場合、上記の申告書提出の義務は非常に困難なものと

なる。加えて、上記の義務を遵守しない場合、主たる雇用者が刑事罰を受

けることもある。 

 

12.4.3. この問題についてとられるようになった解決策は、主たる雇用者と請負業

者が契約により、請負業者が自ら主たる雇用者に割り当てた各請負労働者

の積立基金拠出金について適切な支払を行うことに合意するというもので

ある。しかし、この解決策には、請負業者の側で上記の契約上の義務に違

反して、積立基金機関に必要な拠出金を預託しないというリスクが存在す

る。こうした場合に関係当局による検査があった場合には、主たる雇用者

と請負業者との間の契約に関わらず、法律上の規定の違反の責任は主たる

雇用者に帰せられる（刑事罰がある場合にはこれも課される）。契約が補

償を規定している場合でも、請負業者はせいぜい、拠出金を預託しなかっ

たことにより主たる雇用者が被った金銭的な費用および損失を補償するだ

けである。そうした補償は、主たる雇用者に、起こりうる刑事手続（およ

び刑事罰）に対する保護を与えるものではない。 

 

12.4.4. さらなる保護条項として、主たる雇用者と請負業者との間の契約に、請負

業者は毎月主たる雇用者に「challan」（積立基金機関によって正式に承認/

捺印された、必要な拠出金を預託したことの証明文書）を提出しなければ

ならないという趣旨の規定を含めるべきである。 
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12.4.5. 我々は、最近、検査の際に発見された一定の違反に関して、積立基金地域

コミッショナー（Regional Provident Fund Commissioner）（RPFC）事務所に

よる調査が開始されたある企業から相談を受けた。調査の間、積立基金の

職員は、同社が随時用いている請負労働者の問題を取り上げた。同社自身

はそれらの請負労働者に関する積立基金拠出金を預託していなかったが、

同社は、必要な積立基金拠出金（雇用者拠出金と被雇用者拠出金）を請負

業者が預託したことを証明する challan を提出することができた。RPFC 事

務所は、chllan の提出により問題を取り下げた。この事例では、challan の

提出が主たる雇用者に有利となる減免事由として機能した。もっとも、こ

のような趣旨の法律上の規定は存在しないため、すべての RPFC 事務所が

同じ見解をとるとは限らないと認識しておくことが重要である。 

 

12.5. 役務保証 (Service Bond) 

 

12.5.1. 被雇用者が雇用者に対し、雇用契約期間中は継続して雇用者に役務を提供

することを保証し、それに違反した場合にその被雇用者が契約に定められ

た金額の限度で雇用者に補償する責任を負うとする、雇用者のための役務

保証を求めることがありうる。そうした役務保証は、雇用者が被雇用者の

教育または訓練プログラムの費用を提供する（尐なくとも補助する）場合

により一般的である。 

 

12.5.2. そうした役務保証の有効性は被雇用者によって争われてきた。しかし、イ

ンドの裁判所は、雇用者が被雇用者の技術を高める目的で特定の訓練のた

めの金銭的支出を行った場合には、役務保証の有効性を支持している。以

下ではそうした事例を 2 件、取り上げる。 

 

12.5.3. 第 1 の事例 
23

 は、雇用者であるファータライザー・アンド・ケミカル・トラヴァ

ンコール社 (Fertiliser and Chemical Travancore Ltd.) が、その選抜研修生数名

によって締結された、研修の終了後尐なくとも 5 年間は雇用者のために勤

務する旨の役務保証に基づき、損害賠償を求めて提起した訴訟である。契

約書では、研修生がこの条件に違反した場合には、雇用者が被ったであろ

う損害に対する合理的な補償金として、雇用者に 10,000 ルピーが支払われ

                                                 
23

 ファータライザー・アンド・ケミカル・トラヴァンコール社(Fertiliser and Chemical 

Travancore Ltd.)対アジャイ・クマールその他(Ajay Kumar and others), 1990 LLR 711（ケーララ

高等裁判所）. 
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るというものであった。ケーララ高等裁判所は、役務保証を結んだ後に選

抜を受け入れ、研修に加わった研修生は、研修を受け、提示があった場合

には最低 5 年間常勤することを受諾することに同意したのであり、違反し

た場合には損害賠償を支払う責任を有するとした。同裁判所は、研修過程

は雇用者の時間、労力および金銭の負担を伴うものであると述べている。

雇用者は、研修生が役務保証の条件に違反した場合、能力を身に付けた者

の期待された役務が得られなくなり、新たな選抜や研修が必要になるため、

必然的に損失を被ることになる。 

 

12.5.4. トシュニワル・ブラザーズ社(Toshniwal Brothers (P) Ltd.)対 E.エスワルプ

ラサードその他(E. Eswarprasad and others)の裁判 
24

 では、上訴人（トシュ

ニワル・ブラザーズ社）が、合意に従って最低 3 年間上訴人において勤務

をしなかったことによる、被上訴人の研修費用および上訴人が被った支出

の返還を求める訴えを提起した。マドラス高等裁判所は「関係する雇用者

または経営者が、国内もしくは海外で特別な研修を受けさせるため、また

は特別な利益もしくは恩典を付与するにあたって、なんらかの支出を行っ

た、または金銭的な約束をしたことが示された場合に、被雇用者のために

雇用者に不利な法的損害が生じることは容易に推測できる」とした。 

 

12.5.5. さらに裁判所は、被雇用者が、その全部または一部が雇用者の費用または

支出による特別な恩典、特典または研修の受益者であり、受益者による保

証違反があったことを証明すれば足りるとした。 

 

12.6. 職場におけるセクシャル・ハラスメント 

 

12.6.1. インドでは過去においては、セクシャル・ハラスメントは、職場において

常に起きていたが、女性の側が苦情を申し立てることで生じる評判による

社会的不名誉を恐れ、セクシャル・ハラスメントについて苦情を申し立て

ることに消極的であったため、問題として認識されてこなかった。しかし、

近年では、女性労働者の増加とその経済的自立および自らの権利の自覚の

拡大とが結び付き、セクシャル・ハラスメントの問題が次第に表に出てく

るようになっている。 

 

                                                 
24

 1997 LLR 500 (マドラス高等裁判所). 
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12.6.2. セクシャル・ハラスメントは 1860 年インド刑法(Indian Penal Code, 1860)の

下での犯罪であり、1 年以下の懲役（imprisonment）もしくは罰金またはそ

の両方により罰せられる。もっとも、インドには、職場におけるセクシャ

ル・ハラスメントを特に扱う法律は存在しない。このため、インドの裁判

所は、セクシャル・ハラスメントの裁判を取り扱う際、こうした法律上の

隙間を埋めるべく積極的な判断を行っている。 

 

12.6.3. インドの最高裁判所はヴィシャカ(Vishaka)対ラジャスタン州(the State of 

Rajastan)の裁判 25における画期的な判決（「ヴィシャカ判決  (Vishaka 

Judgment)」）において、職場における女性のセクシャル・ハラスメント防

止を促進するために職場において守られなければならないガイドラインお

よび基準、ならびに実際にセクシャル・ハラスメントが起きた場合の制裁

を示した。最高裁判所は、適切な法律が制定されるまでの間、ヴィシャカ

判決における命令が法律として拘束力を有するものとして強制されるとし

た。 

 

12.6.4. ヴィシャカ判決に従い、産業雇用法（5.2 参照）に基くモデル就業規則は、

「セクシャル・ハラスメント」が非違行為に含まれるように修正された。

もっとも、就業規則は労働者のみにしか適用されず、また、100 人を超える

労働者を雇用する「産業施設」にしか採用が義務付けられていないため、

ヴィシャカ判決は、被雇用者の数や雇用者の施設の性質を問わず、すべて

の職場に適用され続ける。 

 

12.6.5. ヴィシャカ判決はセクシャル・ハラスメントを、「以下のような、相手が

望まない性的な意図で行われる言動（直接的であるか黙示によるものであ

るかを問わない）」を含むものをいうと定義している。 

 

a)  身体的接触および接近 

b)  性的交際の要求または要請 

c)  性的意味を有する発言 

d)  ポルノグラフィーを見せること 

e)  その他相手が望まない身体的、言語的または非言語的な性的性質を

有する行為 

                                                 
25

  AIR 1997 SC 3011. 
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12.6.6. ヴィシャカ判決は、セクシャル・ハラスメントの行為が行われることを防

ぐ義務を雇用者に課し、また、そのような行為が行われた場合の解決/和解/

訴追の手続を定めている。雇用者は、被害者によってなされた苦情を処理

するため、それぞれの組織に適切かつ期限を定めた苦情処理制度を設けな

ければならない。その制度においては、必要な場合、秘密保持を含む、苦

情処理委員会、特別なカウンセラーおよびその他の支援が提供されるべき

である。 

 

12.6.7. 最高裁判所は、ヴィシャカ判決の実施について定期的に検証を行っている。

例えば、メダ・コトワル・レーレその他(Medha Kotwal Lele & others) 対イ

ンド連邦その他 ( Union of India & others)26
 の裁判では、最高裁判所は、ヴ

ィシャカ判決に規定されたガイドラインの実施の必要性を強調し、中央政

府および州政府に対し、上記ガイドラインの適切かつ組織的な実施につい

て一連の命令を発した。 

                                                 
26

 Writ Petition (CRL.) No. 173-177 of 1999. 
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第 IV 章 

  

被雇用者の類型: 

インド労働法における意味 

 

13. 被雇用者の様々な類型 
 

13.1. 通常、インドにおける雇用者/事業体（会社、駐在員事務所、支店のいずれ

であるかを問わない。第 VII章参照）の人員は、継続的、期限付き、または

臨時で雇用された、主として直接雇用された被雇用者（労働者であるか否

かを問わない）から構成される。 

 

13.2. さらに、雇用者は、契約により、コンサルタントや（例えば、日常雑務サ

ービス、園芸サービスの提供について）サービス提供業者/請負業者を通じ

て請負労働者を雇用することが必要になる場合もある。 

 

14. 適用される法律の検討 
 

14.1. 直接雇用される被雇用者を雇用している間（または雇用を終了する際）、

継続的、期限付きまたは臨時のいずれの形態で雇用しているかを問わず、

第 II 章で述べたすべての法律が適用される可能性がある。各法律の適用可

能性を確認するためには、とりわけ以下の要素を考慮する必要がある。 

 

(i) 当該被雇用者が労働者であるか 

 

(ii) 施設、事務所または工場の被雇用者の合計数 

 

(iii) 雇用者が従事する事業の性質、および被雇用者が雇用されている間

に行う作業の性質 

 

(iv) 被雇用者の 1 か月当たりの給与/賃金 

 

(v) 事務所/施設/工場が所在する州 

 

上記の各要素は第 II章で扱われている。 
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14.2. 通常、監査人等のコンサルタントは、本人対本人ベース(principal-to-

principal base)で雇われる。このため、そのように雇われるコンサルタント

には雇用に関する法律が適用されず、コンサルタントとその者を雇う事業

体との関係は、サービスについての契約によって定められる。このような

契約の例およびその主要な特徴や規定については、第 V 章で解説する。 

 

14.3. 一定のサービス（日常雑務、園芸、警備等）を受けるための請負労働者は、

通常、サービス提供業者/請負業者を通じ、本人対本人ベースでの契約に従

って、雇用者/事業体に雇われる。かかるサービスを受ける者は、主たる雇

用者として、請負労働者に適用される法定の給付金を確実に給付すること

について最終的な責任を負う。請負労働者に対する主たる雇用者の義務に

ついては、6.3 および 12.4 参照。 

 

14.4. 本報告書に添付された契約書の例（別添 III）は、サービス提供業者/請負業

者と契約を締結する場合に、19 節で述べる変更を行ったうえで利用するこ

ともできる。 
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第 V 章 

  

契約書のサンプル: 

解説および分析 

 

15. はじめに 
 

15.1. 雇用者は、第 IV 章で述べた人員を雇用するためには、適切な種類の契約を

結ばなければならない。このため本章では、上記の目的のために通常必要

とされる各種の契約書を扱う。説明を容易にするため、いくつかの契約書

のドラフトのサンプル 
27

 を、本報告書の末尾に別添として添付した。これ

らには以下のものが含まれる。 

 

(i) 被雇用者を直接雇用する場合の標準雇用契約書（別添 I） 

 

(ii) 他の被雇用者との契約とは異なる、マネージング・ディレクターと

の契約の場合に必要な変更点（別添 II） 

 

(iii) 標準コンサルタント契約書（別添 III） 

 

(iv) サービス提供業者との契約のために標準コンサルタント契約書に加

える必要のある変更については、別添 III の脚注で取り上げている。 

 

15.2. 上記の契約書の主要な条項に関して考慮すべき問題点は、以下の節におい

て表の形式で示している。上記の各契約書のドラフトの条項のうち、特定

の法的論点に関わるもの、または一定の法的な文脈に照らして検討する必

要があるものについては、各契約書についての表において、本報告書本文

での参照箇所を示して解説した。契約書の角括弧内の部分は、当該条項

（またはその部分）が本質的にはビジネス上の観点から検討される性質の

ものであり、雇用者の適切かつ関係する方針に従って決定されるべきもの

であることを意味している。 

 

                                                 
27

 本報告書に添付された契約書のサンプルはあくまで説明のためのものであり、契約を

締結する場合には、当事者のビジネス上の関心および当事者間の交渉結果がすべて反映される

ようにするため、適切な法的助言を受けるべきである。 
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15.3. これに関連して、雇用者は、「被雇用者ハンドブック  (Employee 

Handbook)」または「雇用ポリシー (Employment Policy)」の作成を検討する

ことが重要である。そうしたハンドブック/ポリシーは、被雇用者の行為を

管理する規則および規制を定めるとともに、以下のような問題を取り扱う

ものである。 

 

(i) 超過勤務に関するポリシー 

 

(ii) 異なる等級の被雇用者についての休暇の権利および休暇の現金化 

 

(iii) 雇用終了の手続 

 

(iv) 非違行為とみなされる事項の簡単な説明およびその場合にとられる

懲戒手続 

 

(v) 出張、寄宿、宿泊に関する異なる等級の被雇用者の権利 

 

(vi) 異なる等級の被雇用者に与えられる特別手当 

 

15.4. 雇用者にそうしたハンドブック/ポリシーがある場合、雇用契約には、ハン

ドブック/ポリシー（雇用契約書に別添として添付することができる）に定

める雇用条件が被雇用者に適用される旨の条項を含めることができる。こ

れにより、個別の雇用契約書には当該被雇用者に特有の条項だけを含めれ

ばよくなるため、雇用者は、比較的短い雇用契約書を締結することができ

る。また、これにより、雇用者が被雇用者と締結するすべての雇用契約に

ついて、より高度の統一性と明確性を維持することも可能になる。 

  

16. 標準雇用契約書 
 

16.1. 雇用者が被雇用者（その地位を問わない）を雇用する際に用いることがで

きる標準雇用契約書のドラフトを別添 I として本報告書に添付した。被雇用

者の雇用は上記のドラフトに含まれる条件により規定される。 

 

16.2. 上記のドラフトに関して検討する必要のある問題点は、（15.2 で説明した

方法により）以下の表で述べられている。 
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番号 条項番号 解説 

1.  2 5.1.4 で述べられた理由により、被雇用者が労働者

（4.5 で定義される）の場合、通常、期間の定めの

ある雇用が望ましい。 

 

2.  3.4 1872 年インド契約法(Indian Contract Act, 1872）

（「契約法」)第 27 条は、あらゆる種類の適法な職

業、取引または事業を行うことを制限するような契

約はすべて、その限度で無効であると規定してい

る。このため、ドラフトに含まれる競業避止条項 

(non-compete clause)に関する法的位置付けについて

は、以下の 2 つの場合について分析が可能である。 

 

(i) 雇用期間中 

 

契約期間中は、被雇用者は自らの取引または事業に

従事せず、他の雇用者（他の雇用者の下で行う職務

が、前の雇用者の下で行う職務に類似しているもの

であるか否かを問わない）の下で雇用されない旨の

消極的誓約(negative covenant)は、契約法第 27 条の

取引の制限にはあたらない。 

 

したがって、雇用者は、被雇用者がその雇用者によ

る雇用以外の一切の職業活動に従事することを制限

する契約を、被雇用者と結ぶことができる。 

 

(ii) 雇用終了後 

 

被雇用者が雇用終了後に競合する事業に従事するこ

とを禁止する制限的な誓約は有効でなく、法的強制

力を有しない。また、契約法第 27 条に抵触する。 

 

もっとも、雇用者の中には、雇用終了後の競業避止

条項はインド法上、法的強制力を有しないことを知
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りつつも、被雇用者に心理的圧力を加える目的で、

なお制限的規定を含ませることを好む者もある。 

 

3.  3.6 労働時間は、関係する州の S&E 法（または、適用が

ある場合には工場法）に従って決定される28。 これ

については、6.2.2(iii)参照。 

 

また、一定の時間帯における若年者および女性の雇

用にも一定の制限がある。これについては、

6.2.2(vi)参照。 

 

4.  3.7 および 4 これらの条項により、雇用者は、被雇用者を様々な

事業部門の間で移籍/配置転換させることが可能とな

り、また、被雇用者を適切と考える場所へ転勤させ

ること（国外への転勤を含む）が可能となる。 

  

5.  5.2 一定の種類の雇用においては、法律により最低賃金

が定められている（7.2 参照）。被雇用者に支払わ

れる一定の給付金も法的に規制されており、これは

8 において詳細に説明されている。 

 

6.  7 すべての州の S&E 法は、一定期間の特別休暇（すな

わち、有給休暇または報奨休暇）、病気休暇および

臨時休暇を規定している。これらに関する被雇用者

の法的権利については、6.2.2(v)参照。 

 

7.  8.1 8.1 条で定められた法定の病気休暇の権利に加え

て、雇用者が上級の被雇用者に対して追加的な「病

気・就労不能」手当（約 30-60 日分）を与えること

がある。もっとも、これは法定の義務ではなく、雇

用者の運用に合わない場合には記載しないことがで

きる。これについては、13.5 条も参照。 

                                                 
28

 表において S&E 法（州法であり、州によって若干異なる）に関する法的問題点が説明

されている箇所では、便宜上、日数、時間数等への言及は 1954 年デリー店舗および施設法

(Delhi Shops and Establishments Act, 1954)の規定によっている。 
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8.  9 通常、賞与の支給（およびその金額）は、（8.5 記

載の法定の基準に従って）雇用者の裁量に委ねてお

くことが雇用者に好まれるため、本条項にはその旨

の文言を含めている。 

 

上記の観点から、賞与の支給が雇用者側を拘束する

義務である、または最低金額の支払が保証されてい

ると解釈されるような文言は厳に避けるべきであ

る。 

 

9.  10 この条項は、被雇用者がその雇用期間中において発

見/創出する可能性のあるいかなる知的財産権につい

ても、雇用者がその利益を得、その所有権を取得す

ることができるようにするものである。この条項に

より、被雇用者は、知的財産権の所有権を雇用者に

移転するために必要なすべての文書を作成し、移転

に必要なすべての行動をとることを義務付けられ

る。 

 

10.  11 雇用者の秘密情報の保護のための制限的な誓約は、

雇用期間中および雇用終了後の両方において、有効

であり、法的強制力を有する。もっとも、守秘義務

違反の立証責任（および制限の実施）は雇用者の側

にある。雇用者は、被雇用者が秘密情報につき相当

程度の知識を得ており、それを使用または開示しよ

うとしていることを、明確に証明しなければならな

い。 

 

11.  13 各種の被雇用者の雇用終了は労使紛争法および各州

の S&E 法によって規制されている。これらについて

は、5.1.3 から 5.1.9 まで、および 6.2.2(ii)で詳細に

述べられている。 

 

雇用者が被雇用者を解雇する/被雇用者の雇用を終了
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させる場合、被雇用者をして、被雇用者が権利を有

する全額かつ最終の退職金を受領したことを認め、

被雇用者がその雇用、雇用の終了およびそれらに付

随または関連する事項に関して将来有する可能性の

ある請求から雇用者およびその関連会社を免除する

旨の「受領、免除、権利放棄書」に署名させること

が推奨される。これは、雇用者にとって、被雇用者

が雇用者またはその関連会社に将来行う可能性のあ

る請求に対する防御の際に有用となる。 

 

 

 

17. マネージング・ディレクターとの雇用契約書 
 

17.1. マネージング・ディレクターを雇用する場合の雇用契約書は、他の経営職

の被雇用者（14 参照）と結ぶ雇用契約書と概ね同様である。マネージン

グ・ディレクターとの契約の主な相違点は、その「義務と権限」の性質と

範囲に関する部分である。また、マネージング・ディレクターが会社の取

締役会に取締役として参加していることによって、その他の一定の違いが

生じることがある。 

 

便宜上、マネージング・ディレクターの雇用契約において変更される可能

性のある条項のみが別添 II に記されている。 

 

17.2. マネージング・ディレクターが他の経営職の被雇用者よりも、有利な給付

金が支払われ、または便宜を付与されることもありうる。しかし、これら

は、ビジネス上の、かつ、個々の事例において判断される問題であるため、

本報告書においては扱わない。 

 

18. 標準コンサルタント契約書 
 

18.1. 監査人、業務コンサルタント等のコンサルタントを雇う場合、または適切

な数の請負労働者を使用して一定のサービス（日常雑務、清掃等）の提供

を受けるためにその他のサービス提供業者/請負業者を雇う場合に使用でき

る契約書のドラフトを、本報告書に別添 III として添付した。添付している
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ドラフトは、一般的な性質のものであり、当該契約によって雇用者が得よ

うとしているコンサルティングやその他のサービスに応じて修正/変更する

必要がある。例えば、事業体が広告/宣伝/マーケティングのコンサルタント

を雇う場合で、そのコンサルタントが契約上の義務を履行する際に雇用者

の商標を使用することが契約上許されている場合、その契約には、当該コ

ンサルタントが商標を使用できる範囲を厳格に定め、要求された場合また

は契約期間終了もしくは解除の場合に商標に関連するすべての資料を雇用

者に返還する義務を含んでいなければならない。 

 

18.2. さらに、コンサルタントが会社である場合、その会社からは適切な表明お

よび保証も得なければならない。そうした表明および保証には以下のもの

がある。 

 

(i) 会社が適法に設立され、設立国の法律に基づき有効に存続している

こと。 

 

(ii) 当該契約の締結および交付が適切に承認されていること。 

 

(iii) 当該契約を締結および交付し、また同契約に基づく義務を履行する

ための完全な権限が会社にあること。 

 

(iv) 当該契約が、その条項に従って執行可能な、適法かつ有効で拘束力

のある義務を構成すること。 

 

(v) 当該契約が、会社の組織文書のいかなる規定、会社が当事者となっ

ている契約のいかなる条件、または会社が服する法律のいかなる規

定とも抵触せず、またこれらの違反または不履行とならないこと 

 

(vi) 会社の知る限り、当該契約の目的に重大な影響を与える可能性のあ

るいかなる措置、請求、訴訟または調査も、同社に対し、または同

社により、係属しておらず、またそのおそれもないこと。 

 

(vii) 会社が、当該契約に基づく義務を履行するために、適用される法律

によって必要とされるすべての免許、認可、同意、承認および許可
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を取得（および有効かつ最新のものを維持）していること、ならび

にこれらの義務の履行に適用される法律を遵守していること。 

 

18.3. 別添 III として添付したドラフトに関して考慮すべき問題点は、（上記 15.2

で説明した方法により）以下の表で述べられている。 

 

番号 条項番号 解説 

1. 2.2 コンサルタントのサービスを専属または非専属のいず

れで用いるかにより（これは業務上の必要性によ

る）、適切な保護のための誓約事項を契約書に含める

必要がある。 

 

2. 4.1 コンサルタントは、依頼者とコンサルタントとの間で

相互に合意された様式に従い、請求書を発行しなけれ

ばならない（契約書のドラフトにおいて、別表 III と

して組み込む形で様式が提供されている）。請求書に

は、提供されたサービスおよび関連するすべての詳細

（量、基準等）がコンサルタントによって記載される

べきである。これにより、依頼者は、請求書において

請求がなされているサービスに照らして、請求書を評

価することが可能となる。 

 

3. 4.2 コンサルタントが利用することのできる宿泊施設、出

張等の基準を定めた別表を添付することが望ましい。 

 

4. 4.3 契約書には、コンサルタントによって提供されたサー

ビスに対するサービス税（適用される場合）をいずれ

の当事者が負担するかについて、明確に定めるべきで

ある。 

 

5. 5 コンサルタントの守秘義務については、標準雇用契約

書のドラフトに関する表（16.2 に記載している）の番

号 10 の欄のコメントを参照。 

 

6. 9 コンサルタントの競業避止条項については、標準雇用
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契約書のドラフトに関する表（16.2 に記載している）

の番号 2 の欄のコメントを参照。 

 

 

19. 標準サービス提供業者契約書 
 

19.1. サービス提供業者との契約は、コンサルタントを雇うための契約（上記 18

で述べられている）とほぼ同様である。サービス提供業者との契約の主な

相違点は、サービス提供業者が提供する必要のある「サービス」の性質と

範囲、およびサービスが提供される方法（例えば、主たる雇用者の施設に

おける請負労働者の配置方法、施設外でのサービスの提供の方法等）に関

するものである。 

 

サービス提供業者との契約のために標準コンサルタント契約書に加える必

要のある変更については、別添 III の脚注で取り上げてある。 

 

19.2. また、その他のビジネス上の、事例特有の変更を行うことが必要となる場

合もありうる。しかし、それらは、契約締結の際に当事者間で交渉される

ものであるため、ここでその問題を扱うことはできない。 
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第 VI 章 

  

新規被雇用者の雇用: 

考慮すべき点 

 

20. 新規被雇用者の雇用の際に考慮すべき問題点 
 

20.1. 雇用者は、新規被雇用者の採用時に適当な注意を払わなければならない。

雇用者は、採用を進める前に、組織の人員の必要性を評価しなければなら

ない。また、採用される被雇用者によって行われる予定の業務や職務の性

質もおおまかに認識しておかなければならない。 

 

20.2. 組織によって行われている事業活動の性質に見合う水準/種類の職業的資格、

スキルおよび経験や、採用される被雇用者に割り当てられる役割について

も考慮しなければならない。 

 

20.3. 雇用者は、組織における必要性を評価した後、補充しなければならない欠

員/地位についての広告を行うことができる。広告は、広く購読されている

新聞、経済誌、業界誌、インターネット等で行う。また、雇用者が被雇用

者の採用のために人材コンサルタントを雇うこともある。経験が基準とな

らない場合には、雇用者は、大学の新卒者を採用することもできる（この

場合、雇用者は、学期の終了前に関係する大学の機関に連絡を取り、新卒

者募集への参加の登録をすべきである）。また、口コミによる採用も行わ

れている。 

 

20.4. 広告には、雇用者に関する簡単な説明、欠員および職務の詳細、必要とさ

れる資格および経験/技術/知識、報酬および勤務地の目安等を記載すべきで

ある。雇用者は、適切な候補者を集めるのに必要な詳細が広告に明確に記

載されるようにすべきである。 

 

21. 面接 
 

21.1. 採用の過程は応募者に明確に説明されなければならない。雇用者は、応募

書類を受け取った後（広告に直接応じてか、人材コンサルタントを通じて

かを問わない）、最終面接のために候補者を絞る目的で、テストおよび予

備面接を行うことができる。 
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21.2. 候補者が絞られた後、雇用者の組織の関係者が残った候補者との面接を行

う。面接担当者は、候補者の知識および技術の水準ならびに職務の条件に

対する適性を評価するために適切な質問を行うだけでなく、組織やその文

化および期待等についての十分な情報を候補者に提供しなければならない。

最終候補者が決定した場合でも、必要と考えられる場合には、雇用者と最

終候補者の両方がお互いの条件や期待に適合していることに納得するまで、

さらに 1、2 回の追加会合を行うべきである。 

 

21.3. 面接の際、雇用者は、性別、カースト、信条または宗教による差別を示す

ような質問は避けるべきである。もっとも、知識、技術、経験および職務

に対処する能力について質問することに制限はない。 

  

22. 採用通知 
 

22.1. 雇用者が応募書類および採用面接に基づいて特定の候補者の雇用を希望す

る場合、適切に作成された採用通知をその候補者に発行する。採用通知に

は、雇用者の下での継続的雇用の申入れのための前提条件がすべて記載さ

れていなければならない。これらの前提条件には、身元調査、健康診断、

雇用条件の承諾等が含まれる。さらに、身元調査を行う場合、雇用者は、

プライバシーの侵害に関する争いが生じるおそれを最小化するために、候

補者の事前の同意を得るのが賢明である。 

 

22.2. 採用通知には、雇用条件が個別に、かつ明確に記載されなければならない。

採用通知は、候補者による承諾を必要とする。 

 

23. 雇用契約 
 

23.1. 最後の段階は雇用契約である29。インド法上は、口頭での契約も許容されて

いるが、通常は、雇用条件を明確に記載した書面による契約を締結するの

が一般的かつ推奨される実務である。雇用契約書に署名がなされ、雇用者

と被雇用者の両者によって受諾されると、当事者は契約の条件に拘束され

る。 

                                                 
29

 もっとも、最終契約書と採用通知を 1 つの文書にまとめることも一般的に行われてい

る。 
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23.2. 雇用契約書は雇用者および被雇用者の権利および義務を規定するため、相

当な注意をもって雇用契約書を作成することが非常に重要である。 
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第 VII 章 

  

組織の種類: 

労働法における意味 

 

24. 総論 
 

インドにおいて事業活動を行おうとする外国企業は、1956 年会社法 

(Companies Act, 1956)に基づき会社を設立するか、支店または駐在員事務所

を設立することができる。 

 

25. 会社 
 

25.1. 外国企業は、インドに完全子会社または合弁会社を設立することができる。

雇用および労働法に関して会社に適用される義務および法令遵守は、その

会社によって行われる活動の性質、被雇用者の数、その会社が設立された

州、および/または事務所/施設/工場を保有している州によって異なる。 

 

25.2. 例えば、製造活動に従事する会社の工場は工場法（6.1 で解説されている）

の規定に従わなければならないのに対し、会社の事務所は州の S&E 法（6.2

で解説されている）に従わなければならない。 

 

25.3. 貿易活動に従事する会社またはサービスを提供する会社の場合、遵守すべ

き労働法は、会社によって行われる活動の性質によって異なる。例えば、

会社が商業施設の定義に該当する場合には、その会社は州の S&E 法に基づ

く規制に従わなければならない。 

 

25.4. 会社によって行われる活動の性質のいかんを問わず、被雇用者の人数の点

で適用基準を満たす場合には、福利厚生に関する多数の法律をすべて遵守

しなければならない。そうした法律には以下のものがある30。 

 

(i) 労使紛争法 

 

(ii) 賃金支払法 

                                                 
30

 これらの法律の適用基準については、第 II 章参照。 
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(iii) 積立基金法 

 

(iv) 退職金支払法 

 

(v) 出産給付金法 

 

26. 駐在員事務所/支店 
 

26.1. 支店 (branch office) または駐在員事務所 (liaison office) の設立は、1999 年

外国為替管理法(Foreign Exchange Management Act, 1999) に基づいて発令さ

れた 2000 年外国為替管理規則（インドにおける支店またはその他の事業所

の設立）(Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch 

Office or Other Place of Business) Regulations, 2000) によって規制されている。

支店または駐在員事務所は、同規則に基づいて許可された活動のみを行う

ことができる。 

 

26.2. 駐在員事務所の役割は、可能性のある市場機会についての情報収集、なら

びにインドの潜在的顧客に対する会社およびその製品についての情報提供

に限定されている。駐在員事務所は、以下の活動を行うことしか認められ

ていない。 

 

(i) インドにおける親会社/グループ会社の代表 

 

(ii) インドからの輸出またはインドへの輸入のプロモーション 

 

(iii) 技術的/財政的協力のプロモーション 

 

(iv) 連絡窓口としての活動 

 

26.3. 海外で製造および貿易活動に従事する外国企業は、インドに支店を設立す

ることが認められる。支店は、以下の目的のためにのみ設立することがで

きる。 

 

(i) 商品の輸出入 
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(ii) 専門的またはコンサルタント・サービスの提供 

 

(iii) 親会社が行っている調査活動の実行 

 

(iv) インド企業と親会社または海外グループ会社との間の技術的または

財政的協力のプロモーション 

 

(v) インドにおける親会社の代表、およびインドにおける買付/販売代理

店としての活動 

 

(vi) インドにおける情報技術サービスの提供およびソフトウェア開発 

 

(vii) 親会社/グループ会社によって供給された製品への技術的サポートの

提供 

 

(viii) 外国航空会社/外国海運会社 

 

26.4. 駐在員事務所および支店に適用される労働法については、これらが事務所

（または積立基金法等の一定の法律に基づいて定義される施設）であるこ

とに注意すべきである。単に外国企業の事務所であるという理由だけで、

当該事務所が労働法の適用を免除または変更されることはない。このため、

これらの事務所によって雇用されている被雇用者の人数および事務所が所

在する州により、複数の労働法が適用される。これらには、各州の S&E 法

および上記 25.4 で述べた法律が含まれる31。 

 

 

                                                 
31

 これらの法律の適用基準については、第 II 章参照。 
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第 VIII 章 

  

むすび 

 

本報告書は、インドで行われている雇用の主要な特徴および傾向、ならびに業務

の性質、規模および立地や被雇用者の職務および責任の性質に応じて雇用者がイ

ンドにおいて考慮すべき主要な問題を取り扱っている。 

 

これらの事項については、雇用者ばかりでなく、（10 節で述べたように）雇用者

が会社の場合には会社の役員や取締役の責任を生ぜしめることもあるため、特別

の注意を払うべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本報告書の内容は、関係する労働法令の現行規定に関する我々の解釈に基づいて

おり、将来の法律改正、司法/準司法機関による解釈/公示/決定があった際には再検

討が必要となる場合がある。本報告書に示されているのは純粋に解釈によるもの

であり、いかなる規制当局をも拘束するものではない。 

 

我々は、特に求められた場合でない限り、本報告書の日付以降に生じた事象また

は状況に応じて本報告書を改訂する責任を負わない。 

 

本報告書は、雇用を規制する法制度を広範に扱っており、これに依拠する場合に

は、個別の事実や状況に基づく背景の下で、該当する特定の問題/義務に関する決

定/対応をするための独立の法的助言も得ることが推奨される。 
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