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2011 年に入り、欧米の財政・金融面での不透明感から円高圧力が増し、日本製品の

輸出競争力に深刻な影響を与えています。これを受けて日本企業がアジアへの新規・拡

張投資を加速する一方、投資受け入れ先のアジアでは、高インフレなどを背景とした労

働賃金上昇により、労働人口の第一次産業から第二次産業への円滑な移動が難しい状況

になっています。生産拡大に労働力供給が追い付かない国も出てくるなど、「安価な労

働力が豊富なアジア」のイメージが一変しつつある中、本特集では労働事情に焦点を絞

り、各国の現状と政府や企業の対応について報告します。全 18 回。 
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1．外国人労働者への過度な依存を抑制 （シンガポール①） 

2011 年 08 月 18 日 シンガポール発 

 

近年は高い経済成長を背景に、サービス分野を筆頭に求人が急増し、雇用市場は極めて

タイトになっている。また、政府は労働生産性を向上させ、国民の実質所得を引き上げる

という戦略に基づき、外国人の雇用の伸びを抑制する政策に転じており、給与の上昇圧力

が高まっている。雇用市場を取り巻く環境や政府の雇用政策、企業の対応などについて、2

回に分けて報告する。 

 

＜雇用市場は引き続きタイト＞ 

 人材省が 7 月 29 日に発表した 2011 年第 2 四半期の雇用統計（速報値）によると、6 月

末時点の就労者数は 315 万 6,900 人で、3 月末に比べて 2 万 2,800 人増加した。就労者の

増加はこれまでと同様、サービス部門（前期比 1 万 8,800 人増）が牽引した。就労者数の

増加幅は 10 年第 4 四半期（前期比 3 万 3,900 人増）をピークに、11 年第 1、第 2 四半期の

2 期連続で縮小し（図 1 参照）、この影響で、6 月末時点の失業率（外国人含む）は 2.1％（季

節調整済み）と、3 月末の 1.9％に比べてわずかに上昇した（図 2 参照）。 
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リーマン・ショックに端を発した世界経済危機に伴い、09 年通年の就労者数の増加は、

前年比 3 万 7,600 人増にとどまった。しかし、10 年には 14.5％と極めて高い経済成長を達

成して、就労者数は 11 万 5,900 人増加し、雇用市場は世界経済危機前の水準を回復、再び

労働需給はタイトになっている。人材省は、11 年第 2 四半期に失業率がわずかに上昇に転

じた理由について、「新卒者が労働市場に加わったほか、学校の長期休暇中に短期雇用を求

める学生が増えたため」、全体的に求職者が増えたと説明した（注１）。 

 

 また、GDP 成長率が、11 年第 1 四半期の前期比年率 27.2％から第 2 四半期にマイナス

6.5％（速報値）に減速したことも影響したようだ。タン・チュアンジン国務相（国家開発・

人材担当）は 7 月 29 日、雇用の伸びが軟化したことについて、「求職者が労働市場に加わ

ることでタイトだった労働需給はいくぶん緩和する。しかし、市場は引き続きタイトな状

態が続く」との見方を示した（「ビジネス・タイムズ」紙 7 月 30 日）。 

 

＜外国人労働者を全労働人口の 3 分の 1 に抑制＞ 

 労働需給はタイトになっているが、政府は 10 年から、外国人労働力への過度な依存を抑

制している。官民合同の経済戦略委員会（ESC）は 10 年 2 月、向こう 10 年の労働生産性
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の上昇率を、過去 10 年の年平均 1％から 2～3％に引き上げるという目標を設定した。ESC

は、人口の伸びではなく、労働生産性の向上を通じて GDP 成長を達成する方針を掲げ、外

国人労働者を全労働人口の 3 分の 1 に抑える目標を示した。外国人労働者数は 10 年 12 月

末時点で 111 万 3,200 人と、全労働者の 35.8％を占めている。 

 

 シンガポールは 04～07 年に年 7～9％の高い GDP 成長率を達成し、外国人労働者を積極

的に採用して不足する労働力を埋め合わせてきた。04 年に前年比 2 万 1,500 人増だった外

国人労働者は、06 年に 4 万 9,800 人増、07 年に 14 万 4,500 人増、08 年には 15 万 6,900

人増と、年々大きく増加した（図 3 参照）。しかし、08 年下半期から世界経済危機で雇用を

取り巻く環境が悪化し、人材省は 09 年 6 月から中技能の外国人就労許可証「S パス」（注 2）

の学歴や職務経験などの発給基準を厳格化。また、経営環境の悪化で外国人労働者の解雇

者も増え、09 年の外国人労働者は前年比 4,200 人減尐した。 

 

 

 

政府は ESC の提言を受け、10 年度（10 年 4 月～11 年 3 月）政府予算で、低技能の外国

人労働者の就労許可証「ワーク・パミット（WP）」と S パス保持者を採用する企業に課す

外国人雇用税を引き上げた。しかし、急速な経済回復を背景に、10 年には外国人労働者が

前年比 5 万 9,700 人増と再び増加に転じた。政府は、11 年度政府予算で雇用税の追加引き
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上げを発表。外国人雇用税の引き上げを 13 年 7 月まで段階的に実施し、特に労働生産性が

低いサービス部門と建設部門の引き上げ幅を大きくし、既存労働者の生産性の向上を促し

ている。 

 

＜管理・専門職向けの外国人就労許可証の発給基準も厳格化＞ 

 さらに政府は、管理・専門職向けの外国人就労許可証「エンプロイメント・パス（EP）」

の発給基準を厳格化した。人材省は 11 年 7 月 1 日から、EP と S パスの発給基準になる基

本月給の下限を引き上げた。この結果、特に S パス保持者を採用する企業は、外国人雇用

税引き上げと基本月給引き上げの二重のコスト増になっている。 

 

 ガン・キムヨン人材相（当時）は 11 年 3 月 9 日、EP と S パスの発給基準引き上げを発

表した際に、「外国人人材は引き続き、経済成長に必要不可欠な存在だ」と述べ、外国人を

受け入れる方針には変わりないと強調した。しかし、同年 5 月 7 日の総選挙では、公共住

宅制度や外国人受け入れなどに対する国民の不満が表面化し、与党・人民行動党（PAP）の

得票率が 65 年の独立以来、最低に落ち込んだ。 

 

 全国労働者組合会議（NTUC)議長を兼務するリム・スウィーセイ首相府相は 6 月 1 日、

総選挙で明らかになった国民の不満を受け、NTUC が外国人労働者の伸びを抑制するため

の方策の検討を始めたと述べた。 

 

 リー・シェンロン首相は 8 月 14 日、毎年の施政方針演説に相当する独立記念集会（ナシ

ョナル・デー・ラリー）の演説で、外国人労働者に対する懸念の声が高まっているのを受

けて、「（外国人労働者の）低熟練レベルについては受け入れを抑制しており、トップレベ

ルについては受け入れる必要がある。一部調整する必要があるのは中間レベルだ」と述べ

た。 

 

 同首相は「中～低熟練レベル外国人労働者」の受け入れをさらに抑制するため、EP の発

給基準となる基本月給の下限をさらに引き上げるほか、学歴の基準も引き上げる方針を明

らかにした。EP の発給基準厳格化が実施されれば、7 月に続いて 11 年 2 回目になる。詳細

は人材省が近日中に発表するとしている。 

 

（注 1）シンガポール人材省が定義する「失業者」とは、15 歳以上のすべての就労可能な

人に対する、失業者や未就労者の割合。学生は原則として就労可能な人の母数に含まれな

いが、求職（短期雇用を含む）をした段階で母数に加えられる。 

（注 2）管理・専門職外国人向けに EP、中技能外国人向けに S パス、建設労働者や工場労

働者、店員など低技能外国人向けに WP と、技能や学歴、賃金に応じて、異なる外国人就

労許可証を発給している。S パスは給与が月収 2,000 シンガポール・ドル（S ドル、1S ド
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ル＝約 64 円）以上で、保持者は工場や造船所の技術者や事務職、小売店の販売マネジャー

など幅広い業界にわたる。 

 

（本田智津絵） 

 

 

2．雇用市場がタイト化、賃金上昇圧力高まる（シンガポール②） 

2011 年 08 月 19 日 シンガポール発  
 

求人数が 2006 年以来最大に達するなど、サービス分野を中心に労働需給が逼迫している。

物価も上昇が続いており、賃金の上昇圧力が高まっている。看護師や介護士のニーズが高

まっているほか、カジノ併設型総合リゾート（IR）開業によりホテルや飲食店のスタッフ

のニーズも高まるなど、サービス分野全般で人手不足感が増している。シンガポールの後

編。 

 

＜大幅な賃金引き上げを勧告＞ 

 人材省によると、10 年の名目総賃金は前年比 5.5％上昇した。また、物価上昇率を調整

した実質総賃金は 2.7％上昇した。11 年第 1 四半期の名目総賃金は前年同期比 8.5％と上昇

幅が拡大。実質総賃金は 3.2％と、10 年第 4 四半期の 3.4％に比べて上昇幅はやや縮小した

ものの、賃金は上昇基調にある（図参照）。日系企業の賃金も上昇した。シンガポール日本

商工会議所（JCCI）の 11 年賃金調査によると、日系企業の 10 年の総賃金上昇率は平均 4.0％

だった。また、11 年の賃金見通しでは 4.0％の上昇を見込んでいる。 
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政労使の代表で構成する全国賃金評議会（NWC）は毎年、景気見通しや雇用市場の状況

を考慮して、その年の賃金改定の指針となる賃金ガイドラインを発表している。11／12 年

度（11 年 7 月～12 年 6 月）のガイドラインでは雇用主に対し、「堅調な景気と企業業績と

見通しを反映した、より大幅な総賃金（基本給と可変給）の引き上げ」を勧告した。また、

物価上昇に対応するため、一時金支給の検討も促した。 

 

 貿易産業省（MTI）は 5 月 19 日、11 年通年の GDP 成長率予測を「5～7％」と、それま

での「4～6％」から上方修正した（その後、先進国経済の低迷などを理由に 8 月 10 日、「5

～6％」に再修正）。物価も上昇が続いており、シンガポール通貨金融庁（MAS、中央銀行

に相当）は 7 月 21 日、11 年通年の消費者物価指数（CPI）上昇率の予想を「4～5％」と、

それまでの「3～4％」から引き上げた。物価の上昇も、賃金の上昇圧力を高めている。 

 

＜サービス分野を中心に求人数が 06 年以来の最多に＞ 

 賃金上昇の背景には、好調な経済成長を背景に、雇用市場がタイトになっていることが

ある。求人数は 09 年第 1 四半期の 2 万 4,800 人を底に増加が続いており、11 年第 1 四半

期には 5 万 4,000 人（季節調整済み）と前期比 17％増加し、06 年 3 月に統計を取り始めて

以来、最多になった。一方、失業者数は減尐しており、11 年第 1 四半期の求人倍率は 1.39

倍（季節調整済み）と、前回のピークだった 07 年第 4 四半期（1.40 倍）の水準に近づいた。 

 

 分野別で最も求人が増加しているのは、サービス分野だ。第 1 四半期の全求人数の 73％

がサービス分野の求人（3 万 6,100 人）だった。この中で最も求人が多かったのが看護師や

介護士などの「コミュニティー、社会・個人サービス」で１万 200 人、次いで「卸・小売

り」が 5,000 人、「事務・サポートサービス」が 3,900 人、「ホテル・飲食店」が 3,600 人

だった。 

 

 シンガポールでは高齢化で医療ニーズが高まっているほか、治療目的の外国人観光客を

誘致する「メディカル・ツーリズム」を振興しており、病院やクリニックの新設が相次い

でいる。しかし、医師や看護師、介護士の多くを外国人に依存しているのが実態だ。また、

10 年には国内 2 ヵ所に大型のカジノ併設型総合リゾート（IR）が相次いでオープンした。

施設内のホテルや飲食店、テーマパークなどが営業を本格化させており、最終的に計約 2

万人を採用する計画だ。 

 

 サービス分野全般で労働力の不足感が増しているが、外国人労働者への安易な依存を抑

制する政策により外国人雇用税が引き上げられるなど、外国人の雇用コストも上昇してお

り、特に国内の人材確保が難しい部門での人材の獲得は、経営者にとって頭の痛い問題に
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なっているようだ。 

 

 米国系の人材コンサルタント会社ハドソン・グローバル・リソーシスの調査（11 年 7 月

21 日発表）によると、シンガポールの経営者で技能・才能の高い人材（トップ・タレント）

の採用が 1 年前に比べて難しくなったと答えた割合は 69％に上った。人材面での課題とし

ては、「トップ・タレントの人材の引き留め」を挙げた経営者が 52％と最も多く、次いで「求

人内容に合った人材の確保」が 30％だった。 

 

＜社会保障基金への雇用者負担も引き上げ＞ 

 一方、11 年には雇用関連のコスト負担も増える。外国人雇用税の上昇だけでなく、国民

（永住権取得者を含む）を雇用する企業が負担する中央積立基金（CPF、社会保障基金に

相当）への拠出金も 11年 9 月から引き上げられる。50 歳以下の労働者の場合、賃金の 35.5％

が CPF に積み立てられている。うち雇用者負担は 15.5％相当分、残り 20％分が労働者本

人負担だ。11 年 9 月からは雇用者負担分が 0.5 ポイント引き上げられ、16％になる。また、

CPF の対象になる労働者の月給の上限が、4,500 シンガポール・ドル（S ドル、1S ドル＝

約 64 円）から 5,000S ドルへ引き上げられる。 

 

（本田智津絵） 

 

 

3．賃金、労働力は魅力だが制度運用面に課題（インドネシア①） 

2011 年 08 月 18 日 ジャカルタ発 

 

順調な経済成長に伴い、生産規模や消費市場として注目が高まり、投資の増加が続い

ている。相対的な賃金の低さ、豊富な労働力を求めて進出を検討する日本企業からは、

中国沿海部やタイなどでの賃金上昇や労働力不足が動機という声もあった。しかし、労

働法規の整備が不十分なことなど、進出企業が抱える問題も多い。インドネシアの前編。 

 

＜ハノイに次いで低い賃金＞ 

 ジェトロの在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査の 2010 年度調査結果によると、

ジャカルタの職種別月額賃金はワーカーが 186 ドル、エンジニアが 357 ドル、中間管理職

が 854 ドルだった。ASEAN、中国の主要都市（シンガポール、クアラルンプール、バンコ

ク、マニラ、ジャカルタ、ハノイ、上海、広州）の中では、いずれの職種でも、ジャカル

タはハノイに次いで低い。 

 

 労働力をみても、インドネシアは 2 億 3,760 万人と世界 4 位の人口を抱え、就労人口も 1

億 820 万人と多い。毎年、200 万～300 万人が新たに労働市場に供給される。また、1 週間
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の労働時間が 35 時間に満たない短時間就労者が全就労者の約 3 割の 3,000 万人強に上り、

潜在的な求職者は多い。 

 

＜自治体が突然ルールを変更＞ 

 賃金と労働力は大きな魅力だが、法制度の恣意（しい）的な運用、突然のルール変更、

法律とは相反する地方条例の発布など、進出日系企業が抱える労務問題は多い。例えば、

労働法規にのっとって業務を行ってきた企業で、これまで契約社員の更新に際し、契約書

に労働事務所の受領印が問題なく押されてきたが、労働事務所長の交代を機に手続きが停

滞する事態が発生した。企業側が早期の手続き完了を求めたところ、領収書の出ない手続

き費用（受領印代）の支払いを求められたという。 

 

 地方自治体は、法律や政府が制定した規制・規則に従うことを前提に条例を発布できる。

法律や中央の規制・規則と相反する場合は、内務省が取り消しを行うことになっているが、

地方条例の数が多いため、内務省が取り消すまでかなりの時間がかかる。進出日系企業が

遭遇した事例では、ある県知事令により、当該県に所在する企業は一定割合以上の地元出

身者の雇用義務が突然課せられた。この県知事令は労働法規に反しており、取り消される

可能性が高いが、実際に取り消されるまでの間、企業の採用活動に大きな支障を来すこと

になる。 

 

 ジャカルタ・ジャパン・クラブ（JJC）は、ジェトロ、日本大使館と連携し、投資環境の

改善に向けてインドネシア政府との間で協議の場を持ち、これらの問題の改善を要請して

いる。投資が拡大する中、インドネシア政府は投資環境の整備に向け本腰を入れることが

望まれる。 

 

（塚田学） 

 

 

4．海外労働者、出先での労働者保護に課題（インドネシア②） 

2011 年 08 月 19 日 ジャカルタ発 

 

海外で働く労働者は毎年 60 万～70 万人に上る。主な出先はサウジアラビア、マレー

シアで、家事補助や運転手といった単純労働者が大半を占めている。中央銀行によると、

2010 年の海外労働者からの本国送金額は 67 億ドルに達し、就労機会の提供とともに

貴重な外貨収入源になっている。しかし最近は、出先で労働者保護にかかわるトラブル

が相次いでおり、抜本的な対策が必要になっている。インドネシアの後編。 

 
 

＜海外への派遣は民間仲介業者任せ＞ 
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 海外への労働者派遣は、民間仲介業者が政府の全面的な支援を受けて実施している。労

働者派遣を管轄している省庁は労働移住省、労働者派遣保護庁、外務省だ。労働移住省は

労働者派遣の規則や基準の設定、民間仲介業者（09 年時点で 500 社超）の監督、労働者派

遣保護庁は派遣労働者のトレーニング、オリエンテーション、渡航管理などの実質的なオ

ペレーション、外務省は渡航後の自国民の保護・監督を担っている。 

 

 政府はこれまで積極的に労働者派遣を推し進めてきたが、労働者保護の観点から問題は

山積している。渡航前のトレーニングやオリエンテーションは、民間仲介業者任せになっ

ており、十分な訓練を受けていない労働者が派遣され、雇用主との間でトラブルになるケ

ースも多い。 

 

 

 

＜サウジ、マレーシアへの労働者派遣を停止＞ 

 サウジアラビアで 11 年 6 月、雇用主からの虐待に端を発し雇用主を殺害した罪で極刑判

決を受けていた家事補助のインドネシア人が、インドネシア側への事前通告なく刑を執行

された。これを受けて、政府はサウジアラビアとの間で労働者保護に関する覚書を締結す

るまで、同国への労働者派遣を停止することを決め、8 月 1 日から実施している。 

 

 マレーシアでも出稼ぎ労働者に対する雇用主からの虐待・暴行や賃金不払いなどの問題

が起きている。 
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 今回のサウジアラビアへの派遣停止により、就労機会の減尐などで年間 3 兆ルピア（約 3

億 5,000 万ドル）の経済的損失が発生する見込み。労働移住省は、サウジアラビアへの派

遣停止による余剰人員をほかの国・地域に振り向ける準備を進めている。しかし、不法滞

在者も含めると、サウジアラビアには 100 万人を超えるインドネシア人労働者がいるとさ

れており、派遣停止に伴う失業率の上昇、雇用対策に向けた莫大な費用など、インドネシ

ア経済に与える影響は大きい。 

 

 なお、マレーシア向けの派遣もサウジアラビア向けと同様に一時的に見合わせているが、

労働者自身による給与やパスポートの管理、休暇取得などに関する政府間の覚書を締結し

たことを受け、近く派遣を再開する予定だ。 

 

 国内では、毎年 200 万～300 万人の新規労働者が労働市場に供給される。労働移住省に

よると、1％の経済成長で約 40 万人の新規雇用創出効果があるとされ、現状の 6％強の経済

成長で、何とか新規に供給される労働人口に見合う雇用を創出している。労働者派遣の停

止による就労機会の減尐は、国内での雇用創出に苦労するインドネシアに重くのしかかる。

抜本的な雇用対策が必要な時期を迎えているようだ。 

 

（塚田学） 

 

 

5．外国人労働者規制強化で日系製造業にも影響（マレーシア） 

2011 年 08 月 22 日 クアラルンプール発 

 

 外国人単純労働者に対する規制強化、サービス産業での労働需要増加などを背景に、

製造現場での労働力確保が年々厳しくなっている。マレーシア日本人商工会議所

（JACTIM）とジェトロが実施した「2011 年在マレーシア日系企業活動アンケート調

査」によると、労務分野の課題として 4 割以上の企業が「単純労働者の採用が難しい

（人手不足）」と回答している。政府はパートタイマー労働者の規制緩和などの労働人

口増加策を講じているが、根本的な解決には至っていない。 

 

＜製造業で人手不足が深刻化＞ 

 労働者不足は、特に製造業で深刻化している。近年、進学率が上昇し、内需が拡大する

中でサービス産業での雇用が増加しており、マレーシア人は製造現場を敬遠する傾向があ

る。さらに、外国人労働者に対する規制が強化され、採用しにくい環境になってきている

ことも一因だ。JACTIM のアンケート調査によると、日系企業が抱える労働政策・雇用環境

の課題、問題に対して「人手不足」と回答している企業は 4 割を超え、特に「単純労働者」
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の確保が難しいことが指摘されている。 

 

 賃金は、JACTIM が実施した賃金実態調査によると、2010 年は 4.2％、11 年見込みは 4.3％

の緩やかな上昇にとどまっている。しかし、国会は「国家賃金諮問評議会法案」を審議中

で、政府は 11 年内または年明けには最低賃金制度を導入することを検討している。産業界

は、マレーシア製造者連盟（FMM）、マレーシア経営者連盟（MEF）、JACTIM などの主要

経済団体が「最低賃金導入は全体的な賃金の底上げにつながり、企業経営を圧迫する」と

して強く反対しているが、法案が成立すれば、賃上げが予想されている。 

 

＜インドネシア人労働者が最多＞ 

 外国人単純労働者の雇用は、製造業、建設業、サービス業（家事補助、レストラン労働

者、清掃業者、荷役労働者、福祉施設労働者、洗濯業者、アイランドリゾート労働者、ゴ

ルフ場のキャディー）、プランテーション・農業の分野に限定して認められている。日系製

造業も外国人労働者への依存度が高く、業種にもよるが、全社員の平均 3 割から 4 割を占

めている。 

 

 就労している外国人単純労働者の国籍で最も多いのはインドネシア人で、全体の約 6 割

を占める。マレー語とインドネシア語が似ていて、地理的に近いことが背景にある。マレ

ーシアでは、国籍により就業できる分野が限定されている。具体的には、カンボジア、ラ

オス、ミャンマー、ネパール、フィリピン、タイ、ベトナムの国籍を持つ人は、製造業、

農業、建設業、トルクメニスタン、ウズベキスタン、カザフスタンの国籍を持つ人は、製

造業、建設業、インドの国籍を持つ人は、農業、サービス業（料理）、建設業（高圧線の修

理）のみといった具合だ。なお、バングラデシュ人の申請は、どの分野についても 09 年 3

月 10 日から凍結されている。 

 

 インドネシアは、製造業（女性）、農業、建設業の分野のみ就業が認められている。家事

補助などのサービス業で就業する場合は、雇用者が個別に申請しなければならない。しか

しインドネシア人労働者は、好調な同国経済を背景に確保が難しくなってきており、最近

はミャンマー人、ネパール人の採用が増えている。 

 

＜外国人労働者採用コストが増加＞ 

 政府は治安上の問題などから、外国人労働者を削減したい意向を示しており、就労ビザ

発行を厳格化するなどの対策を講じている。この結果、日系企業は「100 人のワーカーを申

請したが、2 人しか許可が下りなかった」「申請の際に、役所から労働者の賃金を引き上げ

るように指導された」など、外国人就労ビザ申請で困難な場面に直面しているケースがみ

られる。 
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 さらに、外国人労働者の雇用は、コスト面で雇用主の負担が重くなってきている。外国

人労働者に課せられる年次雇用税〔1 年につき製造業で 1,200 リンギ（1 リンギ＝約 25.7

円）〕は、かつて労働者負担だったが、09 年から雇用主の負担に切り替えられた。また 11

年 1 月 1 日以降、外国人労働者の就労ビザ申請の際には、医療保険への加入（保険料は 1

人 1 年分につき 120 リンギ）も義務付けられることになり、雇用主の費用負担は増加して

いる。年次雇用税は、今後引き上げが予定されており、政府は外国人労働者の雇用をさら

に抑制しようとしている。 

 

 一方で政府は、外国人労働者への依存軽減、労働者不足の解消、マレーシア国民の雇用

促進を目的に、パートタイム労働者の就業規則を改正し、より多くの労働力の創出に乗り

出している。10 年 10 月 1 日から、「2010 年就労規則（パートタイム労働者）」が雇用法に

新たな条項として加えられた。政府は、主婦、障害者、学生など潜在的労働人口が 650 万

人いると見込んでおり、改正によってより働きやすい環境を整備し、これらの人口を活用

したい考えだ。 

 

 具体的には、マレーシアの労働者は、正規雇用以外にパートタイムでの就労が認められ

ることになった。さらにパートタイム労働者も従業員積立基金（EPF）、被雇用者社会保障

機構（SOCSO)に拠出し、医療保険の諸手当が受けられるようになった。 

 

 しかし、このようなパートタイム労働者の就業規則改正が行われても、雇用のミスマッ

チという根本的な問題が解決されておらず、強化される規制と相まって労働者確保は依然

として厳しい状況だ。 

 

（手島恵美） 

 

 

6．有能な人材確保が企業・行政の課題（フィリピン） 

2011 年 08 月 22 日 マニラ発 

 

労働力の需給は充足状況にあり、進出企業にとって「買い手市場」だ。一方、求職者

は就労先を海外にまで求める必要に迫られている。海外就労者（OFW）というフィリ

ピンの労働事情がもたらす「サービス輸出」は必然の産物であると同時に、今や国家経

済を支える一大産業になっている。政府は OFW 送金の重要性を十分理解するものの、

貴重な人的資源を失い続けている現状にジレンマを抱えている。 

 

＜企業には魅力的な買い手市場だが、高い離職率が悩み＞ 

 フィリピンではワーカーの確保は比較的容易で、数人の募集に対し数百人が応募するこ
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とも珍しくない。製造請負などを行う AZ コントラクティングシステムの阿久根吉久社長は

「ワーカーは（近隣国に比べて）確保しやすい」と述べる一方、「事務スタッフ、中間管理

職も需給状況としては足りているが、離職率が高い。相場からやや高い給与を提示される

とすぐに転職するなど問題がある」と、有能な社員を引き止め続けることは雇用主側にも

努力が必要と指摘する。また、中国、タイ、ベトナムで駐在経験があるピリピナス・グリ

ーン・ソリテックの山口高明社長も「フィリピン人は離職率が高い」と指摘しつつ、離職

対策には福利厚生を充実させるなど「居心地のよい会社づくりが重要」と述べている。 

 

 一方、最低賃金は毎年上昇している。2011 年もマニラ首都圏で 5.4％増となる日額 22 ペ

ソ（1 ペソ＝約 1.8 円）の増額（改訂日 5 月 26 日）で、日額 426 ペソになるなど、最低賃

金が引き上げられている。 

 

 しかし、人件費はまだ低い水準にあるとみる向きは尐なくない。ファーストフィリピン

工業団地（FPIP）の藤林聡副社長は「フィリピンは人件費の面でも（ASEAN 内で）まだ競

争力がある」「フィリピンでは人材の確保が容易で、中国、ベトナムに拠点を持つ企業が次

の進出先として視察に来る」と、フィリピンが投資先として注目されていると説明する。

前出の山口社長も人件費について、「進出時（09 年）に比べれば賃金は上がっている。しか

しその上昇率は低い」と言う。 

 

＜優秀な人材を取り込むコールセンター＞ 

 従業員の賃金をはじめ進出コストが、今後フィリピン経済が成長していくに伴い増大し

ていくのは自然の流れだ。コスト面でのメリットが将来的に目減りしていくことは避けら

れないとしても、投資環境の利点を見つけることは可能だ。 

 

 まず、フィリピンでの英語普及率はアジアでトップクラスだ。学校教育は小学校から英

語で行われる。当地主要紙も英語、政府発表なども英語で読むことができ、フィリピン語

（フィリピーノ）を理解せずとも、通常のビジネスや日常生活は基本的にすべて英語で完

結するといって過言ではない。そのため従業員と英語でコミュニケーションを取ることが

でき、技術指導なども直接行える。ほかの非英語圏のアジア諸国では各種指導だけでなく、

指揮命令の過程で通訳の存在が不可欠なケースが多いが、フィリピンでは（英語が通じる

ため）ほかの国ほど困難を伴わない。 

 

 フィリピンで働く外国人の数も年々増加している。労働雇用統計局（BLES）によると、

外国人労働許可証（AEP）の発行数を基にした外国人就労者数は、過去 10 年間で倍増して

いる。最多は韓国で 09 年は 3,007 人に達した。韓国は 07 年に日本を抜いてから 09 年まで

3 年連続で首位になっている。2 位の日本が 2,751 人、3 位は中国で 1,776 人だ。 
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 フィリピンが持つ言語の「財産」に早くから注目し、活況な業界がある。欧米系ビジネ

ス・プロセス・アウトソーシング（BPO）だ。中でもコールセンターは BPO の約 7 割を占

めている。一方でコールセンターは労働市場の脆弱（ぜいじゃく）さを図らずしも浮き彫

りにしている。 

 

 コールセンターのオペレーターは高給業種として人気があり、国内最高峰といわれるフ

ィリピン大学の卒業生をはじめ、多くの優秀な人材がコールセンターに職を求める。その

ため本来は国家をリードしていくべき人材が、単調で機械的な音声サービス業に囲い込ま

れていると指摘する研究者もいる。またコールセンターは勤務体系が不規則で、苦情処理

などストレスを伴う業務のため、離職率は相対的に高い。優秀な人材であればあるほど、

海外での就労を目指すケースは多い。 

 

＜危惧される頭脳流出＞ 

 国内の 10 年の労働人口は約 3,900 万人（国家統計局）。そのうち約 1,000 万人が海外で

就労しているとみられる。10 年の OFW 送金額は、過去最高の 187 億 6,300 万ドル（09 年

比 8.2％増）となった。11 年に入っても、引き続き海外での OFW の需要は多く、1～5 月

の OFW 送金額は前年同期比 6.2％増の 78 億 9,846 万ドルだった。OFW からの安定的な送

金は内需を下支えし、GNP の 1 割以上（10 年；12.4％）を占めている。 

 

 OFW の中には看護師、エンジニア、医師などの専門職に携わる人材が尐なくない。「イ

ンクワイヤラー」紙（2 月 15 日）は、科学技術省関係者が、科学技術者の OFW が 98 年の

9,877 人から 09 年は 2 万 4,502 人と、倍以上に増えていることに危機感を抱いていると報

じている。こういった専門的な技能を持つ人材が、待遇面を含め満足に活躍できる土壌が

国内では限られており、これが優れた人材の海外流出を招いている。 

 

 例えば、医師資格を持つ人材が海外では看護師として、また教員免許保持者が海外で家

事補助として就労するケースもある。アロヨ前政権は「OFW は国の英雄」と賛辞を送って

いた。しかし現アキノ政権関係者の中には、「知のストック」が構築されないことは国家の

発展にとって大きな問題、と指摘する向きが尐なくない。 

 

＜雇用対策としての職業訓練支援＞ 

 アキノ大統領は「家族主義」の観点から、現状を必ずしも望ましいとは考えていない。

同大統領はかねてから、職を得るために祖国を離れなくてはならない現状は変えていくべ

きだと主張している。就任後 2 回目となる 7 月 25 日の施政方針演説では、「毎月 5 万件も

の求人数が、企業の求める条件と求職者の知識と技能不足が原因で満たされずに終わって

いる」と求人と求職のミスマッチを指摘し、その解決策として教育（職業）訓練の強化を

公的支援で行うと表明した。 
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 大統領はほかにも、貧困世帯への就学支援などに用途を定める条件付現金支給プログラ

ム（CCT）を含む社会福祉プログラムを、12 年予算案に引き続き盛り込み、支給世帯数を

「12 年が終わるまでに 300 万世帯を目標とする」と表明している。 

 

（鎌田桂輔） 

 

 

7．潜在的な労働力は農村部に（カンボジア） 

2011 年 08 月 23 日 プノンペン発 
 

人口は約 1,410 万人で、隣国のタイの約 6,300 万人、ベトナムの約 8,600 万人と比較

すれば少ない。しかし、賃金が上昇し、労働者の確保が困難になってきている両国の後

背地として注目する日本企業が増加している。 

 

 

＜出稼ぎが多いワーカー＞ 

 首都プノンペンの人口は、全人口の 1 割に当たる約 150 万人。国民の多くは農村部に居

住しており、農林漁業従事者の割合が全人口の 71％に上る。 

 

 カンボジア縫製協会（GMAC）によると、主要製造業の縫製、製靴メーカーは、それぞ

れ 278 社で約 32 万人、39 社で約 5 万人を雇用している。ワーカーは農村部からの出稼ぎ

が多い。 

 

 国内では毎年 25 万人の労働力が新たに供給されている。全人口のうち、20 歳未満が 46％

を占める非常に若い国で、潜在的な労働力は農村部にあるといわれている。今後、国内経

済が発展していくに従い、都市部への人口移動が起きると予想されている。 

 

＜上昇しつつある給与負担＞ 

 最低賃金は、2010 年 10 月に月額 61 ドルへと引き上げられた。このほか 11 年 3 月から

以下の手当支給が義務化されている。 

 

○皆勤手当：月額 7 ドル 

○年功手当：2 年勤続で月額 2 ドル支給、以降 11 年目まで年 1 ドルずつ上乗せ。 

○残業時の食事手当：約 0.5 ドルまたは食事支給（1 日 1 回） 

 

 また、労働法などには規定されていないが、企業側で従来から以下のような諸手当を用

意することが多いといわれている。 



            

 

 
 

 

 

Copyright © 2011 JETRO.  All rights reserved. 

禁無断転載 

 17 

 

○通勤手当：7 ドル（相場。場所などによる） 

○災害保険料（国家社会保険基金）：基本月給の 0.8％（縫製・製靴メーカーの場合、0.5％） 

○ボーナス：約 1 ヵ月分（相場） 

 

 07 年に改正労働法が発効し、労働時間は 1 日 8 時間、週 48 時間と規定され、それを超

える場合の残業代は、平日は基本給の 50％増、平日の 22 時～5 時の夜間または週休日の場

合は、基本給の 2 倍となっている。 

 

＜マネジメント職・技術者は海外から充当＞ 

 各分野の経験者数は限られる。カンボジア日本人商工会会員企業へのアンケート調査で

も、ソフトインフラの改善点として、マネジメント職（総務、経理、人事、マーケティン

グなど）や技術系人材（エンジニアなど）の育成強化が必要と指摘されており、進出日系

企業の中には、タイや中国などの既存工場からタイ人、中国人などを派遣するところもあ

る。 

 

 一方、ワーカーレベルでは、カンボジアからタイやマレーシアなど東南アジアへの派遣

が行われている。タイ政府統計によると、約 27 万 5,000 人のカンボジア人が建設現場や工

場などで就労している。カンボジアでの賃金が低いため、タイなどに不法入国し、違法で

働くカンボジア人は後を絶たず、「10 年はタイだけでも 10 万人以上のカンボジア人が国外

追放された」（カンボジア国境入国管理事務所）といわれている。 

 

 メコン地域でも最貧国に位置付けられるカンボジアは、タイなどへの労働供給の一端を

担ってきた。しかし、海外で高い賃金を求めたい労働者側と賃金を低く抑えたい企業側の

思惑は擦れ違っている。今後、カンボジアに進出する日系製造業によって雇用の場が提供

され、経済が成長して賃金が上昇していけば、国内での就業数増加が期待できよう。 

 

＜海外就労促進策は取らず＞ 

 カンボジア人ワーカーの海外派遣は、労働・職業訓練省が担当・管轄する。同省は「海

外へのワーカー派遣については、各国からのワーカー需要と当地の派遣機関からの要望に

応じて、円滑に派遣できるよう手続きを進めている」と話しており、政府として海外就労

を後押しするなどの政策は取っていない。 

 

 今後、農業だけではなく、観光、製造業、サービス産業など産業の多様化と経済発展が

進んでいく中で、各分野での人材育成が急務だ。 

 

（道法清隆） 
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8．賃金上昇圧力続く（ミャンマー） 

2011 年 08 月 23 日 ヤンゴン発 

 

ASEAN の中で最も賃金は安いが、物価や人件費の上昇が続いている。企業にとって

目下の課題は、工場周辺、都市部に居住する人口が限られ、ワーカーを十分に確保でき

ないことだ。農村地域に居住する人口が総人口の 7 割を占めており、今後は都市部へ

の人口流入が進むことによって労働力の供給増も期待できそうだ。 

 

＜農業の生産性向上がカギ＞ 

 天然ガスや宝石といった資源関連輸出に牽引されるかたちで、貿易収支は 2002 年度（02

年 4 月～03 年 3 月）から 10 年度まで 9 年連続で黒字を記録するなど、外貨準備高は着実

に増えているとみられ、外貨流入によりドルに対する通貨チャット高が進展している。 

 

 ミャンマーを代表する民間調査機関が毎年行っている賃金調査によると、賃金水準は 00

年から 11 年にかけて、初級管理職（係長クラスを想定）で月額 200 ドルから 400 ドルに、

事務職で 100 ドルから 171 ドルに、それぞれ上昇している。特に縫製業は、チャイナ・プ

ラス・ワンなどの影響で日本からの注文が増加し、比較的好況が続いているため、一般ワ

ーカーで 60～70 ドル程度が相場になっている。 

 

 生産各社は需要拡大に対応するため生産設備を増強しているものの、十分にワーカーを

確保できない工場が多く、労働市場の需給バランスによる賃金上昇圧力は今後も続くとみ

られる。 

 

 国民の多くは依然として一次産業に従事しており（08 年度 GDP の産業別構成比で一次

産業の割合は 41.8％）、政府は特に農業分野の生産性向上が国民生活を豊かにする重要なカ

ギと考えている。農業分野の生産性向上は、農村部からの余剰労働力を都市部に流入させ、

特に外国資本の製造業・サービス業に従事することを可能にするからだ。ASEAN の中でも

比較的人口が多い国だが、7 割近くの国民が農村地域に住んでおり、今後、都市部での労働

力供給を支えることが期待される。 

 

＜労働者の雇用条件改善進む＞ 

 労働省労働局が 1997 年に発行した「労働行政サービス概観および労働関連諸法の施行」

の中に労働省の役割として、「労働者の権利を保護しながらも、雇用者の経営努力を阻害せ

ず、産業社会の温和な環境を維持するために、労使間の信頼関係を確立するよう、労働慣

行を公正なものとする」という記述があり、政府の考え方が反映されている。 
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 現在運用されている労働関連法には、適切な就業機会を保障する「雇用・訓練法（1950

年制定）」、5 人以上の会社について社会保険加入を義務付ける「社会保障法（1954 年制定）」、

労働争議解決のための規則・手続きを定める「労働争議法（1929 年制定）」、および工場労

働者の安全・保障・福祉・労働時間に関する原則を定める「工場法（1951 年制定）」がある。 

 

 これらの法で、1 日当たり、週当たり労働時間、残業代の水準、休暇などについて、労働

者の利益、立場を保護するための枠組みが一応は整備されている。 

 

 欠勤、遅刻、不服従、軽微な備品の盗難など細かな労務問題は、ほかの ASEAN 諸国と同

程度に発生しているとみられるが、裁判や労働争議にまで発展する例はあまりない。労働

争議は、社会変動が政治変動に発展することを恐れる政府側が暫定的に組合活動を禁止し

ているという事情もあるが、基本的に争いごとを好まない国民性も影響しているとみられ

る。 

 

 労働局はここ数年、ミャンマー人労働者の雇用条件改善に積極的に取り組んでおり、定

期的な工場責任者へのヒアリングなどを通じて、ミャンマー人労働者が不利な待遇を受け

ないように管理を強化している。例えば、工場などで残業を行う際には事前に労働局に申

請し、許可された時間内のみ実施することができる。残業実施後には、労働局への報告も

必要なようだ。 

 

 従業員の定着率についての一般的な統計はないが、地場系縫製工場の場合、入社後 2 週

間程度の研修で簡単な作業ができるようになると、すぐに転職する人も多く、作業者とし

て定着するのは研修受講者の半分程度だという。これには、尐しでも給与水準の高い別の

職場に移動したり、外資系工場は一般的に勤務上の規律が厳しく、息苦しく感じてしまっ

たり、といった要因が考えられる。定着率を向上させるには、企業側も賃金以外の面でも

ミャンマー人の特性に配慮するなど、働きやすい労働環境の整備が必要になる。 

 

＜ミャンマー人の国外雇用には当局に連絡が必要＞ 

 ミャンマー人労働者を国外で雇用する場合、求人の内容・要件を明らかにした上で、す

べて直接または国内の代理人を介して労働省労働局に連絡しなくてはならない。 

 

 内容・要件については、職業の要件、諸条件（技能、人数、契約期間、就業場所、賃金・

手当・福利厚生、休暇、残業代、往復旅費）を明らかにし、またこれらに関し、雇用側・

被雇用側で、双方の意見を調整するための会合を設定した上で雇用条件を決める必要があ

る。また、労働省労働局はこれら一連の手続きを行政サービスの一環として、無償で提供

することが義務付けられている。 
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 ASEAN の中では最も所得が低いため、高等教育を受けた優秀な若い人材は給料が高いシ

ンガポールやマレーシアなど海外での就労に対する強いモチベーションがあり、事実この

数も増えている。 

 

（水谷俊博） 

 

 

9．ワーカー賃金は安価だが総生産コストに要注意（バングラデシュ） 

2011 年 08 月 24 日 ダッカ発  
 

 ワーカーの賃金は、周辺国に比べ抜きん出た優位性を維持している。海外からの需要も

大きく、海外就労者は 700 万人以上に上るといわれ、本国への送金は、経済成長を牽引す

る外貨収入源になっている。一方、事務系管理職クラスの賃金はベトナムなどと同レベル

で、優秀な人材の確保にかかるコストは決して安くはない。また、主要産業のアパレル業

界では、転職も激しく、定着率は高くない。 

 

＜「バングラデシュで安いのはワーカーだけ」＞ 

 輸出加工区外の縫製工場と輸出加工区（EPZ）内のワーカーの最低賃金が、2010 年 11

月からほぼ倍額に引き上げられた。 

 

 しかし、例えば縫製工場の非熟練工クラスの最低賃金は 3,000 タカ（基本給と諸手当含

む、1 ドル＝約 74.6 タカ）、実質平均給与もジェトロが 11 年 1 月に実施した調査では、ワ

ーカークラスの平均月額が 3,781 タカと、非常に低いレベルを維持している。物価上昇率

が年 7～8％程度に収まっていることに加え、10 年 7 月以降、タカの対ドルレートの下落が

続いており、投資関心企業にとっては非常に安定した労働市場になっている。 

 

 一方で、事務系の管理職、中間管理職クラスの確保の難しさ、給与相場の高さを指摘す

る日系企業も多い。1 億 6,000 万人といわれる人口がありながら、まだ限られている優秀な

人材の確保は容易ではなく、給与レベルも高めになる。主要産業のアパレル関連業界では、

より高い給与を求め、業務経験者のジョブホップも激しいようだ。結果として、縫製工場

の生産管理を担う人材として中国人、フィリピン人などの外国人を受け入れている企業も

多い。 

 

 人件費の安さに注目し、当地への進出を検討する企業が多い中、原材料を輸入に依存せ

ざるを得ないことや、さまざまなインフラ未整備による高コストで「思ったほど安いもの

が作れない」という現実もある。「バングラデシュで安いのはワーカーだけと思え」、とい

うのは進出済みの日系企業の声だ。 
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＜政治絡みの労働争議が頻発＞ 

 国立バングラデシュ開発研究所（BIDS）によると、農業従事者を除き、最大の雇用創出

産業は縫製工場を中心とした繊維産業で、約 5 万社の工場に約 300 万人（うち 80％が女性）

が従事している。 

 

 非繊維の製造業は労働者集めに不利との見方がある。ワーカークラスは転職する際に選

択肢の多い縫製工場での経験を希望する人が多い。工場数が尐ない非繊維の製造業などは

「つぶしがきかない」ために人気がなく、縫製工場よりも高い給与を設定しないと労働者

の確保が難しいようだ。 

 

 比較的安定している労働市場だが、主に地場系工場では賃金をめぐり労働争議もしばし

ば発生する。EPZ を除き、外資系の工場進出はまだ多くない。地場系工場は最低賃金水準

で雇用している場合が多く、給与の支払い遅延などをきっかけに労働者の抗議活動に発展

することが多い。 

 

 昨今、現政権が任期の折り返しを迎え、野党の働き掛けによるゼネストが頻発するよう

になっている。このストライキは政治的背景から行われており、現時点では労働者の勤務

環境改善や給与、福利厚生の改善などとは全く連動していない。しかし、今後の政治、経

済の成り行きによっては、労働者の不満を取り込むかたちで、より深刻な治安上の問題に

つながる可能性もある。 

 

＜海外出稼ぎは最大の外貨収入源＞ 

 09 年度（09 年 7 月～10 年 6 月）にバングラデシュから新たに派遣された海外出稼ぎ労

働者は 42 万 7,180 人。当局は海外就労者の帰国データを整備していないため、現在の海外

就労者総数は不明だが、700 万人を超えるといわれている。09 年度のバングラデシュへの

送金総額は約 110 億ドルに上り、GDP の 11％、総輸出額の 68％に相当する。同国の最大

の外貨収入源は繊維製品の輸出だが、同製品の材料が最大の輸入品目になっており、実質

的な外貨獲得源としては、海外就労者からの送金に負うところが大きい。 

 

 10 年（暦年）の新規派遣者数が最も多い国はアラブ首長国連邦（UAE、20 万 3,308 人）、

以下、オマーン（4 万 2,641 人）、シンガポール（3 万 9,053 人）、バーレーン（2 万 1,824

人）と続く。派遣先の 8 割以上が中東諸国だが、アジアではシンガポール、マレーシア、

韓国にも派遣されている。最近の中東諸国の政情不安で職を失って帰国する労働者が増加

しており、政府はアジア諸国への労働者派遣を拡大しようと、特にマレーシアなどイスラ

ム国との協議を活発に行っている。 
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 労働者の雇用促進・人材育成を担当する人材雇用・育成局（BMET）によると、海外への

派遣数が最も多いのは単純労働、工事現場作業など非熟練労働者で、10 年の新規派遣者の

うち、非熟練労働者が 7 割以上を占める。 

 

 海外居住者福利厚生・海外雇用省、その傘下の BMET が海外労働者の監督省庁で、海外

市場の開拓、派遣手続き制度の策定、民間派遣会社の認可、海外派遣者登録など監理監督

を行っている。実際の海外労働者の派遣手続きを行うのは BMET とその傘下の政府系人材

派遣機関のバングラデシュ海外雇用・サービス（BOESL)、および政府認可を受けた約 900

社に上る民間人材派遣会社で、これらの人材派遣機関・業者が海外（民間含め）からの需

要を受け、国内での人材募集と派遣手続きを代行する。 

 

＜政府間合意による労働者派遣も＞ 

 政府間合意による派遣も行われている。イラクやマレーシアなど、一部の国とはこれま

で公共事業などプロジェクトベースで 2 国間合意し、数万人規模の労働者を派遣している。

韓国とは 07 年に労働者派遣／受け入れの覚書を締結し、労働者の年齢制限、韓国語検定試

験、韓国での違法就労経験者の排除、派遣費用の上限設定（エージェントなどの中間マー

ジン搾取を避けるため）などの条件の下、労働者を派遣している。 

 

 海外派遣を希望する労働者はまず、BMET への人材登録が義務付けられており、国内 42

ヵ所の BMET 支所で登録する。派遣会社はそれぞれの求職案件について、BMET の事前認

可を得た上で、募集を行う。渡航費用や手続きの経費は派遣先負担のケースもあるが、ほ

とんどのケースは労働者が負担する。 

 

 当初の派遣経費は、政府系 BOESL を通じて派遣される場合は約 10 万タカ、民間の派遣

会社を通じて派遣される場合は 25 万～35 万タカで、民間派遣会社は公的派遣機関に比べ 2

～3 倍の価格になっている。ビジネスとしての人材派遣業が確立している一方、悪質な業者

による詐欺行為や不当な手数料設定も問題になっている。BMET は「労働者の負担が 10 万

タカを超えない」よう、民間派遣会社を指導しているほか、派遣国ごとに最低賃金を設定

している。 

 

 例えば、シンガポールに派遣される労働者の最低賃金は以下のとおり。 

 

○住居のみが使用者から提供される場合 

・熟練労働者：18 シンガポール・ドル（S ドル、1S ドル＝約 0.8 ドル）／日＋残業代 

・非熟練労働者：16S ドル／日＋残業代 

 

○食事も住居も提供されない場合 
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・熟練労働者：20S ドル／日＋残業代 

・非熟練労働者：18S ドル／日＋残業代 

 

＜海外労働者派遣が生み出すビジネスに注目＞ 

 海外就労者のスムーズな本国送金を促すため、政府と銀行は送金サービスの充実に取り

組んでいる。政府による金融制度の緩和、地場銀行の海外支店開設推進に加え、一部の大

手銀行は携帯通信事業者と提携して、ショート・メッセージ・サービス（SMS）を活用し

た送金サービス業務を開始している。 

 

 海外への労働者派遣は職業訓練、語学学校なども含め、さまざまな周辺ビジネスを生み

出しているほか、多くの海外就労者による送金で想像以上に裕福な農村世帯が増えている

ことも、今後のバングラデシュ市場の可能性を考える上で無視できない。 

 

（鈴木隆史） 

 

 
 

10．熟練労働者が慢性的に不足（インド） 

2011 年 08 月 24 日 ニューデリー発 

 

 12 億人を超える人口を抱え、中国と並ぶ将来の巨大市場として注目される一方で、巨大

生産拠点としても中国と並び称される。しかし、製造業の労働生産性の低さは慢性的な問

題になっており、賃金の上昇も続いている。 

 

＜即戦力になる人材は逼迫＞ 

 2011 年に実施されている国勢調査の速報によると、人口は 12 億人を超えた。26 歳以下

が半数を占める「豊富な若年層」と、準公用語としての「英語の浸透」により、潤沢で質

の高い労働力を期待し進出する企業も多い。しかし、労働力をめぐる状況は楽観できない。 

 

 政府は、第 11 次 5 ヵ年計画（07～11 年）の期間に 5,800 万人の新規雇用創出をもくろ

んだが、実際には 4,500 万人程度になると見積もられている。雇用訓練局（DGET）による

と、94～07 年の間、平均 GDP 成長率は 6.78％だったのに対し、民間企業など組織セクタ

ーによる雇用は年間 0.03％程度増えたにすぎない。これは 91 年の経済開放前より低い数字

だ。そのため近年の雇用状況は、しばしば「雇用なき成長」ともいわれている。 

 

 他方、賃金上昇率は高い。これはインフレだけでなく、慢性的な熟練労働者不足に起因

するとされる。外資を含めた企業立地が急速に進む中、即戦力になる技術者やマネジメン

ト人材は逼迫しており、特に都市近郊ではサービスセクターとの人材の奪い合いなどが生
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じ、問題視されている。 

 

 インド日本商工会が、主に国内 8 大都市に拠点を構える商工会会員企業を対象に行った

11 年の賃金実態調査によると、日系企業で働くインド人従業員の 11 年昇給率（見込み）は

13％を超えた。この高い昇給率は、9％近いインフレにも起因しているが、企業が求める人

材の供給が足りていないことも大きな要因だ。右肩上がりの経済と巨大な市場に脚光が集

まるインドだが、雇用環境をめぐるねじれにいかに対処していくかという視点が、進出企

業にとって重要となる。 

 

＜外国人労働者の受け入れを抑制＞ 

 雇用状況が逼迫する中で、政府は外国人労働者の受け入れを抑制する動きをみせている。

中国や周辺国の安価な労働力が大量に流入していることを問題視した政府は、09 年にビジ

ネスビザによる就労行為を大幅に規制する厳しいビザ発給基準を発表した。さらに 10 年に

は、外国人に対する就労ビザ発給に年収 2 万 5,000 ドル以上という基準を設けた。こうし

たルールはすべての外国人に適用されるため、日本人や外国人材を現地採用する企業では

コストアップになるケースも出てきた。 

 

 また、09 年から外国人に対しても社会保障関連制度への加入が義務付けられた。加入義

務が生じたのは、主に「従業員積立基金」と「従業員年金基金」で、会社と個人がそれぞ

れ給与の約 12％ずつを掛け金として積み立てる必要がある。現状では、ほとんどの積立金

が帰任時の申請により返還されているが、キャッシュフロー上大きなコストになっている。

企業や駐在員がこうした積み立ての免除を受けるために、日・インド両国の社会保障協定

の早期締結が望まれている。 

 

（西澤知史） 

 

 

11．労働者不足が外資企業進出の足かせに（ベトナム） 

2011 年 08 月 25 日 ハノイ発 

 

 日系製造企業の間では、増産計画に見合う労働者の採用が難しくなっている。離職率が

高いことも大きな足かせだ。高インフレが賃金上昇圧力になり、ストライキの要因にもな

っている。企業は採用条件の緩和や社員寮の設置などの対策を講じている。 

 

＜増産しようにも労働者が集まらない＞ 

 ジェトロへの投資相談にはこのところ、中国、特に沿海部（上海、広州など）に生産工

場を持つ日系企業が、もう 1 つの拠点としてベトナム進出を検討しているケースが多い。
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背景には、中国で、a.元が毎年 5％程度切り上がっていること、b.人件費が毎年 10％以上上

昇していること、c.労働者が集まりにくくなっていること、が挙げられる。 

 

 相談を寄せる日系企業は、新たな生産拠点としてベトナムだけでなく、タイ、インドネ

シア、中国内陸部などを候補地として検討していることが多い。各国の労働環境について

の関心は、大きく次の 2 点だ。1 つ目は、必要としている数の労働者が集まるか。2 つ目は、

労働者の賃金はいくらかだ。 

 

 まず、1 つ目の労働者の確保については、当地の日系製造業の増産傾向が続く中、生産計

画に見合った増員が思うようにできていないのが現状だ。労働集約型の製造業で 18～25 歳

の女性を対象に数百人以上の従業員を集める場合、2000 年初めのころのように容易には採

用できず、時間がかかっている。 

 

 また、離職率が高くなっていることも問題だ。当地の日系製造業の多くで、離職率は月

に 5～10％。以下に具体例を挙げる。 

 

○A 社（在ハノイ・二輪部品メーカー） 

 現在、従業員 500 人。600 人体制になれば 12 年までの需要に応じた生産体制が整う。年

間離職率は 20％弱（うち 7～8 割が 3 年の間に離職）。7 月と 8 月に 2 回、各 30～40 人を

募集、1 回につき以前は 100 人程度応募があったが、今は 70～80 人程度で各 15 人ずつ採

用した。 

 

○B 社（在ハノイ近郊・ハーネスメーカー） 

 300 人の従業員がおり、将来的には 1,000 人規模にしたい。しかし、毎月約 10％が退職。

この分の補充に 1 ヵ月以上かかる。ベトナム工場を拡張し、日本やほかの海外工場から生

産を移管する戦略を描くものの、現状では対応できない。 

 

 現在、1,000 人以上の従業員を抱える企業の中には、北部周辺や中部の地方省を回って採

用活動をしているところもある。当地に進出している大手 OA 機器メーカーが、ベトナム北

部に工場を設立しようと検討したが、ワーカーが思うように採用できないことを理由に断

念し、タイに進出したというケースも出てきている。 

 

＜賃金上昇分をドン安で吸収＞ 

 次に労働者の賃金について、10 年にジェトロが行った「在アジア・オセアニア日系企業

活動実態調査」によると、ベトナムの一般ワーカーの賃金は月額 107 ドルだった。中国の

303 ドル、タイの 263 ドル、インドネシアの 182 ドルに比べると依然として低い。現在、

北部の多くの日系企業のワーカー賃金は、基本給と手当込みで月額 200 万～250 万ドン（1
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万ドン＝約 0.48 ドルで換算して約 100～120 ドル）となっている。 

 

 一方で、毎年賃金が上昇しているのも事実だ。08 年以降は毎年 10～20％近く上昇してい

る。特にインフレ率が年平均 23％だった 08 年、9.2％だった 10 年は賃金上昇の圧力にもな

り、ストライキ発生の要因にもなった。08 年から 11 年まで政府は毎年最低賃金を引き上げ

ているが、11 年はさらに物価上昇が激しいことから（7 月で前年同月比 16.9％）、10 月に

11 年で 2 度目の最低賃金引き上げを検討している。 

 

 ただし、ドンがドルに対して切り下がっているため（07 年比で約 30％下落）、輸出加工

企業を中心とした製造企業にとって、賃金上昇は投資環境の大きな不安定要因にはなって

いないようだ。 

 

＜農村から都市への人口移動が尐ない＞ 

 労働者の採用が困難になっている大きな理由の 1 つに、一次産業から二次産業、農村か

ら都市への人口移動がスムーズでないことがある。産業別就業人口をみると、農林水産業

の人口や構成比は大きくは減尐せず、全体の約半分を占めている（表参照）。一方、製造業

は毎年堅調に就業人口が増加しているものの、大幅に伸びているわけではない。 

 

 

 

 農林水産業から製造業に就業人口がスムーズに移動しない背景として、農村で何とか生

活していけるという実態がある。ジェトロの調査によると、北部のある米作農家は、年収



            

 

 
 

 

 

Copyright © 2011 JETRO.  All rights reserved. 

禁無断転載 

 27 

1,000 ドルだが、日常的な食用米や野菜は自給しているため、「楽とはいえないまでも一定

レベルの生活ができる」。さらに法律で定められた一定の安全基準を満たす野菜（安全野菜）

を栽培する農家の年収は、米作農家の 10 倍の 1 万ドルという。 

 

 当地の日系製造企業が労働者を採用するため農村を訪問すると、「都会へ出ると物価が高

く大変だが、ここには家族がおり、生活はできるので離れたくない」という答えが返って

くるという。 

 

 農村から工業団地に働きに出たとしても、工業団地周辺の生活環境、とりわり労働者用

住宅（独身寮・家族寮）と公共施設（託児所・幼稚園、診療所、小学校、スーパー、公園）

が不足しており、将来に向けた生活設計が描けず、帰郷してしまう。日系工業団地スタッ

フによると、そのため定住化が進まず、習得・蓄積した技術を生かすことができていない

という。高度経済成長期に日本が経験した集団就職とは事情が違うようだ。 

 

 もう 1 つの理由は、地場企業の中にも日系企業とほぼ同等の給料を支払う企業が出てき

ていることだ。北部の大手国営縫製企業の場合、離職を防ぐため、月給を 300 万～350 万

ドンまで引き上げているという。ハノイ市の近隣の省の縫製企業でも 250～300 万ドンとい

われている（当地日系商社）。 

 

 さらに、労働者の採用が困難になっているのは、経済発展に伴い、職業選択の幅が広く

なったためだという意見もある。北部の省では、ホーチミンなどの南部や韓国、日本など

海外に出稼ぎに行くケースもある。 

 

＜社員寮の建設など生活環境改善の動きも＞ 

 企業が労働者の確保や定着を図るための対策は、大きく 2 つある。1 つ目は採用条件の見

直しだ。例えば、今まで「18～25 歳（高卒以上）」だったのを「18 歳以上、年齢制限なし、

学歴不問」と条件を緩和する企業も出てきている。また、バス送迎を始めた企業もある。 

 

 2 つ目は社員寮の建設だ。これまで、日系企業が従業員用に社員寮を建設することはほと

んどなかった。しかし、11 年に入ってからハノイ近郊のいくつかの日系企業は社員寮建設

を決断した。ある電子部品メーカーは従業員が 360 人おり、これを 1,000 人に増員するた

め社員寮を建設したという。また、ある大手電子機器セットメーカーは 1,000 人規模の社

員寮を建設中という。 

 

 さらに、工業団地を中心に街づくりをする動きもある。投資環境を改善し、外国投資を

拡大することを通じて、ベトナムの産業競争力を高める目的で始められた「日越共同イニ

シアチブフェーズ 4」の労働分野で、「労働力確保のための工業団地周辺の生活環境改善」
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という項目が設けられている。日本側は、現在の採用難解決策の 1 つとして労働者用住宅

や公共施設などの整備を挙げ、工業団地を中心とした街づくりが不可欠だとベトナム政府

に提案している。また、外資系工業団地は、設計段階から労働者用住宅設備と公共施設を

入れ込んでいる。 

 

 日系製造業を含む外資企業がいない地域に進出し、労働者を確保することも考えられる

が、電力、水などのインフラがハノイ近郊の工業団地と比べ整備されていないことや、省

によっては労働者の確保が既に難しくなっているところもあり、十分に調査をする必要が

ある。また、多くの労働者を集めることが困難な場合、生産効率をこれまで以上に上げる

ことも考えなければならないだろう。農林水産業から製造業に就業人口をどのようにスム

ーズに移動させていくかが、政府と企業が取り組まなければならない今後の課題といえる。 

 

（佐藤進） 

 

 

12．労働力不足だが移住は狭き門（オーストラリア） 

2011 年 08 月 26 日 シドニー発 

 

 先進国の中でも順調な経済成長が続く中、特に 2010 年以降は、新興国経済の好調もあっ

て資源需要が高まり、鉱業や道路、鉄道といったインフラ投資が相次ぎ、技術者不足が顕

著になっている。政府は、労使関係の新たな法的枠組みを構築する一方、労働力不足を補

う移住者に対しては、即戦力となる高い技術能力を求めている。 

 

＜業種間の賃金格差が拡大＞ 

 10 年は中国をはじめとする新興国の経済が好調だったため、最大の輸出品の石炭や鉄鉱

石といった資源への需要が高まり、輸出量増加に加えて価格も上昇、外需・内需ともに堅

調に推移した。しかし 11 年に入ると、政策金利の引き上げやクイーンズランド州などでの

洪水被害による石炭の輸出停滞などで景気が下押しされている。 

 

 好調だった経済を背景に、失業率は 5.0％前後で推移し（表 1 参照）、賃金は消費者物価

上昇率を上回るペースで上昇してきた（表 2、3 参照）。しかし、業種別の賃金をみると、

活況を呈している鉱業の伸び率に比べてほかの業種の伸びは低く、賃金格差が広がってい

るのが実情だ（表 4 参照）。 
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＜政権交代で労働関係に新法＞ 

 労働党が政権に就いて以降、労働政策は大幅に変更された。同党は 07 年 11 月の選挙に

勝利した後、選挙で最重要公約の 1 つとしていた労働関係法の整備に取り組み、前政権下

でワークチョイスと呼ばれた労働法に代わり、労使関係の新たな法的枠組み構築を目的と

したフェアワーク法を 09 年 3 月に成立させた。 

 

 10 年 1 月 1 日に施行された同法の主なポイントとして、a.労働条件の最低基準として、

週最大労働時間、年次有給休暇など 10 項目の基準を定め、従業員に対するセーフティーネ

ットを構築、b.最低賃金の設定、労使紛争の解決などを主な任務とするオーストラリア公正

労働局（FWA）を新たに設置、などが挙げられる。 

 

 FWA は、労使間の契約に盛り込まれていない、労働条件の最低水準などを定めた「労使

裁定」（法的拘束力を持つ）を設定している。政府が 6 月に発表した内容によると、裁定が

適用されているのは、国内の労働人口約 1,144 万人の 11.9％に当たる約 136 万人で、経理、

製造業などに従事する若年労働者や非熟練労働者だ。 
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 また、裁定は業種を 122 にまとめ、業種ごとの最低賃金を定めている。6 月末に公表され

た 11／12 年度（11 年 7 月～12 年 6 月）の最低賃金は、週給 589.30 オーストラリア・ドル

（豪ドル、1 豪ドル＝約 80.5 円）。10／11 年度までは業種ごとに賃上げ額を決定していた

が、11／12 年度は賃上げ率を一律 3.4％としている。 

 

 FWA が最低賃金を一律 3.4％引き上げたことについて、オーストラリア商工会議所（ACCI）

のピーター・アンダーソン会長は「オーストラリア準備銀行が発表する平均インフレ率が

2.3％なのに、一律 3.4％の賃上げはいきすぎだ。小売り、観光、製造業をさらに苦しませ、

中小企業の人件費を約 30 億豪ドル上昇させる」と強く批判している。 

 

 なお、オーストラリア統計局（ABS）が発表している業種別平均週給は、今回の労使裁

定の水準を上回っていることが多いため、実際には、ほとんどの労働者は労使裁定以上の

収入を得ている。 

 

＜ビザ発給は仕事が決まっている人優先＞ 

 人口が 2,260 万人余りと尐ないため、労働者不足が常に指摘されており、資源関連や道

路、鉄道といったインフラ投資が相次ぐ中で、技術系の人手不足は特に顕著だ。外国人労

働者への依存度も大きいが、ワーキングホリデーなどの短期労働を除き、外国人が長期に

わたって労働するには、移住ビザ（永住ビザ）か長期滞在ビジネスビザが必要だ。長期滞

在ビザは主に企業の海外駐在員向けに発給されるもので、受け入れる企業の需要に応じて

最長 4 年間発給される。しかし、ビザ発給の条件として、当該業務内容が海外からの労働

者でなければならない理由などが厳密に審査されるほか、年収は 4 万 9,330 豪ドルを最低

とした上で、当該業務の市場水準か、それ以上に設定しなければならないと法律で決めら

れている。 

 

 アジアなどからの出稼ぎ労働者の場合は、移住ビザを取らなければならないが、移住ビ

ザは主として技術者に限られる。移住ビザ発給枠は、毎年度の予算案発表時に公表される。

11／12 年度の予算書では、同年度の移住枠は 18 万 5,000 になっている。うち、技術者移

住枠は 12 万 5,850 で、職種が限定されている。移住審査がほかの申請者よりも優先して行

われる雇用主指名技術移住枠は 4 万 6,000、個人技術移住枠 4 万 4,350、州政府指名枠 2 万

4,000、ビジネススキル移住枠 7,200 などとなっている。雇用主指名を受けるためには、ワ

ーキングホリデーや就労許可付きの学生ビザなどで国内での就労経験を積み、雇用主の信

頼を得ておかなければならない。 

 

 移民の受け入れ方針は 10 年 7 月から、個人技術者の移住を主とした「供給型」から、雇

用主からの指名が必要な「需要型」に移行しつつあり、仕事が決まっている人に対して優
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先的にビザを発給する方向性が示されている。背景としては、移住者にはオーストラリア

経済の発展に対し、即戦力としての貢献を求めていることが挙げられる。 

 

 雇用主指名技術移住枠での移住者の最低年収は現在、一般職で 4 万 9,330 豪ドル、一部

の IT 技術職が 6 万 7,556 豪ドルとなっている。この額は、定期的に週平均給与額などの統

計を参考に見直しが行われる。 

 

 移民・市民権省（DIAC）が公表した 10／11 年度の移住ビザ発給件数は 16 万 8,685 で、

出身国別では、中国 2 万 9,547、英国 2 万 3,931、インド 2 万 1,768、フィリピン 1 万 825、

南アフリカ共和国 8,612 の順になっている。北アジア地域が 24.8％を占め、中国が前年比

19.3％増で、前年度まで 1 位の英国を逆転している。なお、技術移住ビザ発給件数は 11 万

3,725 だが、国別件数は公表されていない。 

 

 移住審査が優先的に行われる技術者を指名できる雇用主になるためには、財務の健全性

のほか、豪州人の雇用を守る観点から、オーストラリア人やオーストラリア永住ビザを持

つ社員に対する業務研修実績などが DIAC によって確認される。 

 

 一方、個人技術者の移住条件としては、年齢、学歴、英語によるコミュニケーションス

キルに加えて、国内外での実務経験やオーストラリア留学によって得られたスキルを証明

することなどが必要になっている。各職種に求められるスキルやその評価については DIAC

のサイトで公表されており、国外で取得したスキルの評価は DIAC が認定した専門機関が審

査する。なお、個人技術者の移住については、12 年 7 月以降、スキルセレクトと呼ばれる

DIAC からの招待制になることがほぼ決まっており、個人技術者の移住は、かなり限定され

ると考えられている。 

 

（込山誠一郎） 

 

 

13．労働集約型から自動化体制へ（中国） 

2011 年 08 月 26 日 広州発 

 

 「世界の工場」と呼ばれる珠江デルタ地域には、外資企業を中心に、大量で低廉な労働

力を生かす労働集約型産業が集積している。しかし、近年、政府の所得倍増政策や労働者

不足などにより賃金が上昇しており、労働集約型産業が今後も存続できるかに関心が集ま

っている。 

 

＜年中行事になった最低賃金引き上げ＞ 
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 政府は第 12 次 5 ヵ年規画（2011～15 年）の綱要で、都市と農村住民の収入を年平均 7％

以上増加させ、10 年後に倍増させるとの目標を発表。目標達成のために、法定最低賃金上

昇率の加速化などの具体策を講じている。 

 

 主要都市の法定最低賃金の推移をみると、隔年で引き上げてきた都市（広東省や蘇州市

など）が、近年では毎年引き上げるようになってきた（表参照）。中山市の日系企業 A 社は

「10 年、11 年と毎年最低賃金が上昇し、上昇率も高いので、抜本的な対策が必要だ」とい

う。新聞報道によると、広東省人力資源社会保障庁の欧真志・庁長は「最低賃金額を決定

するに当たっての要素は、10 年の広東省の GDP 成長率 12.8％、1 人当たり平均 GDP 成長

率 11.4％、10 年 11 月の消費者物価指数（CPI）上昇率 4％、その中の食品 8.7％で、低収

入者層の基本的生活の安定のために、こうしたデータを考慮して最低賃金水準を決定した」

と説明している。 

 

 

 

 また、11 年に広東省の最低賃金引き上げ時期が繰り上げられたのは、同省に流入する出

稼ぎ労働者の主要出身地で 10 年の最低賃金〔四川省 850 元（1 元＝約 12 円）、湖南省 850
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元、広西チワン族自治区 820 元〕が、広東省 3 類（810 元）と 4 類（710 元）よりも高く

なり、出稼ぎ労働者が減ったからだという見方もある。 

 

＜賃上げすればまだワーカーは集まる＞ 

 華南地域では 2000 年の中ごろまでは、工場のライン業務に従事するワーカーは確保され

ていたが、04 年ごろから「民工荒」と呼ばれる労働者不足が問題になり始めた。また、08

年秋以降の世界同時不況では、日本や欧米からの受注が急減した輸出型・労働集約型企業

がワーカーのリストラを行った。その後の景気回復と受注増に対応するため、募集を再開

したものの、ワーカーは珠江デルタに戻らず、ワーカー不足の問題が顕在化した。 

 

 11 年の状況について、東莞市の日系自動車部品企業 A 社は「ワーカー不足のピークは 11

年の春節後ではなく、10 年 12 月だった。春節休暇期間に帰省すると交通費が高いので、前

倒しして帰省するワーカーが増えた」と振り返る。この対策として、「社内で 12 月に賃上

げを発表した。そのため帰省したワーカーの多くが春節後に戻ってきた」と話す。 

 

 ワーカーの賃金の推移について、東莞市塘厦鎮にある智通人材市場（ハローワークのよ

うな斡旋機関）の担当者は「ワーカーの平均賃金（手当と残業代などを含む）は 08 年の 1,500

～1,600 元から 09 年には 1,700～1,800 元、10 年には 1,900～2,000 元へと上昇し、現在は

2,000 元超で推移している。ワーカーでも 2,500 元を超えるケースも出てきた」という。 

 

 深セン市の日系電子部品企業A社は「基本給は法定最低賃金に準じて金額を決めている。

そのほか、社会保険、住宅積立金、その他福利厚生、各種賞与、残業手当などを含めると、

総支払額は 2,500 元、ワーカーの手取りは 2,000 元ぐらいになる」という。構造的な労働

者不足はあっても、賃金を引き上げれば、人手はまだ集まるようだ。 

 

＜急速に進むワーカーの意識変化＞ 

 10 年には労働争議が頻発し、企業に労務管理を再点検させるきっかけとなった。経営者

側は労務管理の関連法規を再確認するとともに、従業員に過重な労働を強いていないか、

日本人駐在員と従業員間のコミュニケーションがしっかり取れているか、不満を吸い上げ

る「工会」（労働組合）が機能しているか、地元政府（労働局、公安局など）との関係が構

築されているかなど再点検すべき項目は多い。 

 

 労働争議での従業員側の要求はさまざまだが、08 年に施行された労働契約法を契機に、

ワーカーの意識の変化が急速に進んでいるようだ。いくつかの労働争議案件から、変化す

るワーカーの意識と経営者側の対応の具体例を紹介する。 

 

○権利意識の高まり 
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 東莞市の精密機器日系企業A社の日本人幹部は「労働者の権利意識が高まっているため、

経営者側は小さな火種を残さないように、労務管理を今一度見直す必要がある」という。

法的な注意点として、地方法規は労働契約法などと若干異なることもあるため、就業規則

を見直すべきだという。例えば、会社の都合で従業員を一時帰休させる場合、最初の 30 日

間の賃金支払いについて、広東省（「広東省賃金支払条例」）は「毎月の基本給の 100％を支

払う」とされるが、深セン市（「深セン市従業員賃金支払条例」）は「同 80％を支払う」と

規則が異なる。 

 

 経営者側に問題がなくても、従業員内部で不和が生じることも注意しなければならない。

とりわけ、ワーカー間に出身地域の派閥（四川省派閥や湖南省派閥など）が形成されてい

るケースが多く、派閥間でもめごとが生じることがある。 

 

 また、権利意識が高いワーカーは、弁護士を利用して会社の不正を探し出すこともある。

経営者側に不正を訴え、経済補償金（会社の都合で労働契約満了前に退職させる場合に支

払う補償金）を得て転職を狙うワーカーもいるという。 

 

○残業を望まない 

 労働契約法では、1 ヵ月の残業時間を 36 時間までと規定しているが、36 時間では収入が

尐ないため、それ以上の残業を希望するワーカーが多い。基本給を低く抑え、長時間の超

勤によってようやく満足できる手取り収入を得られる賃金体系が、当地の低コスト生産を

支えてきたのも事実だ。 

 

 しかし、近年、残業を望まないワーカーも現われた。残業が多ければ多いほど良いとし

ていた時代は、残業時間帯の労務管理を一括できたが、現在は退社したワーカーが担って

いた作業ラインに、ほかのワーカーを配置するなど、調整作業が必要になった。また、経

営者側はワーカーの残業希望を事前に聴取する必要もある。多様な就業志向をもつワーカ

ーをどのように管理していくかが課題だ。 

 

○春節期間を外して帰省 

 ワーカーの多くは春節に合わせ帰省していたが、現在は、交通費が高額になる春節期を

避けて帰省するワーカーや、「春節に帰省するとたくさんの親戚やご近所にまで『紅包（お

年玉）』やお土産を渡さなければならない。自分の自由なお金がなくなるし、気を遣うので

面倒くさい」（広州のレストランで働く四川省出身者）というワーカーも現われ、春節休暇

期の経営者側の労務管理調整期間が長くなっている。 

 

○従業員寮よりもアパートが気楽 

 00 年中ごろまでのワーカーは、ほぼ全員が工場敷地内の従業員寮に入居していたが、近
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年は工場近辺にアパートがあれば、そこを何人かで借りて住むワーカーが増えている。「従

業員寮に入居すると 1 日中会社に拘束されている感じがするし、6 人部屋は気を遣う。仲良

しの友人と一緒に住めば気楽だし、近くに借りれば、昼休みなど 1 人の時間を過ごせる」（深

セン市の日系電子部品企業 A 社で働く江西省出身者）という。 

 

 深セン市の日系電子部品企業 A 社は「従業員寮の入居率が低下し、従業員寮の運営は赤

字になった」と今後の対策を考えている。東莞市の日系自動車部品企業 B 社は「従業員寮

を撤去し、空きスペースに工場をもう 1 棟建てる予定だ」と既に対策を取っている。 

 

＜一部工程で自動化導入も＞ 

 賃金上昇、ワーカーの採用難、労働争議の発生などによって、経営者側はフレキシブル

な生産体制を構築し、生産ラインの安定的稼働に伴う労働調整をいかに行っていくかが課

題になっている。今後も上昇が見込まれる賃金に対して、経営者側はいつまで人手に依存

できるのか、いつから自動化に切り替えるかの選択に迫られている。そうした中、生産ラ

インの一部に自動化設備を導入した日系企業が出始めている。 

 

 東莞で電子部品加工工場を展開する日系企業は「ワーカーの賃金上昇に歯止めがきかな

いため、一部の作業工程で自動化を進めている。10 年に本格的に自動化を推進し、機械 1

台の導入で 20～30 人のワーカーを削減できる設備を累計で約 40 台導入した」と、自動化

設備を導入して労働装備率を引き上げる企業が増えている。 

 

（森路未央） 

 

 

14．迫られる人材育成策 （ラオス） 

2011 年 08 月 29 日 バンコク発 

 

 近年増加する若者層の雇用確保が問題になっている。しかし、現状では国内では十分な

雇用先が保証されず、若年層のうち約 12 万人が隣国タイで就労しているとみられている。

製造業を中心とした国内産業の育成や、人材資源の育成を進めることが急務だが、周辺国

との雇用格差、国内でのインフレ問題などがあり、その解決は容易ではない。 

 

＜農業就業者が 75％＞ 

 後発開発途上国ながら鉱山や水力発電ダムの開発が進み、近年 7～8％の GDP 成長率を

維持している。1 人当たり GDP も 2010 年には 1,069 ドルになり、ようやく市場経済化に

拍車が掛かってきた。 
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 人口は 641 万 8,000 人（11 年 6 月現在）、平均寿命は 63.9 歳、人口の平均年齢は約 24

歳と典型的なピラミッド構造で、15 歳以上 60 歳未満の労働人口は全人口の 56.5％を占め

る。農業分野の就業者は減尐傾向にあるものの依然として全体の 75％を占め、工業・建設

が 5.5％、サービス業が 19.5％とされる。なお 15 年の労働人口は 326 万人、うち農業で 229

万人（70.2％）、工業・建設 22 万 6,000 人（6.9％）、サービス 73 万 9,000 人（22.6％）と

予測されている。 

 

＜最低賃金は今後月 80 ドル台へ＞ 

 現在、最低賃金は「最低賃金に関する労働福祉省告示 No.1450／MLW」（09 年 4 月 30 日

付）によって全国一律月額 34 万 8,000 キープ（約 43.5 ドル）と定められている。さらに 1

日 8,500 キープ（約 1.06 ドル）の補助金支払いが義務付けられており、補助金と最低賃金

を合わせ月額 56 万 9,000 キープ（約 71 ドル）が実質的な法定給与額となる。しかし、急

速にインフレが進んできたことから、ラオス商工会議所と労働福祉省、労働組合連合によ

り最低賃金の引き上げ交渉が行われており、近く 66 万 5,000 キープ（約 83 ドル）程度に

引き上げられる見込みだ。 

 

 6 月に開催された国民議会で税法改正案が承認されたことから、個人所得税率も改正され

た。大きな変更点は課税対象を 30 万キープ（37.5 ドル）以上から、100 万キープ（125 ド

ル）に引き上げた点で、これにより工場労働者などのほとんどが非課税対象になった。一

方、外国人に対しては個人所得税を 10％とする固定優遇制度が廃止され、最大 28％が課税

されることになった。なお、日本とラオスでは租税条約は締結されていない。 

 

＜割増率が高い時間外賃金と退職金が企業の負担に＞ 

 07 年 12 月 27 日付労働法（No.06／NA）により労働時間、雇用契約、労働者保護、労働

組合などが規定されている。労働時間は週 6 日で、1 日 8 時間以内、週 48 時間以内。時間

外労働は 1 ヵ月当たり 45 時間以下が原則とされる。雇用は 14 歳以上だが、18 歳未満は夜

間労働（22 時～5 時）が禁止されている。企業側からは、a.時間外労働の賃金が通常勤務

日では 150％、通常勤務日の夜間は 200％、休日は 250％、休日の夜間が 300％と割増率が

高いこと、b.退職金は、3 年以上の勤務者が月給の 15％×在勤月数、3 年以下の勤務者は月

給の 10％×在勤月数と労働者に手厚いこと、が企業の負担になっていると指摘されている。 

 

 一方、社会保障制度は、従業員 10 人以上の企業は健康保険、休職手当、出産休暇手当給

付・出産一時金、死亡給付、老齢年金を受け持つ社会保障機関への加入が義務付けられて

いる。料率は会社負担 5％、個人負担 4.5％だ。年金は加入 60 ヵ月以上で 60 歳以上であれ

ば老齢年金が支給される。また、出産休暇手当給付としては直近 12 ヵ月中 9 ヵ月以上加入

している場合、給与相当額 100％が 3 ヵ月間支給される。出産一時金は直近 18 ヵ月中 12

ヵ月以上加入している場合、政府が定める最低賃金の 60％が支給される。 
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＜外国人労働者の急増に苦慮＞ 

 国内の若年層が周辺国に働きに出る一方、周辺国からの外国人労働者の流入もある。労

働福祉省によると、タイ、ベトナム、中国などで働く労働者は 20 万人以上とされ、うち民

族的・言語的にも近いタイが 12 万人程度とみられている。 

 

 タイは、大部分が家事補助、建設、漁業、農業などへの季節的な不法就労が大部分で、

人身売買といった犯罪も発生していることから、02 年にタイ政府との間で合法的出国と就

労雇用に関する覚書を締結し、2 年間有効のパスポートと労働許可、またさらに 2 年間の延

長が認められることになった。しかし、書類申請には手続き費用として 450 万キープ（約

562.5 ドル）程度かかるため、依然として不法労働者が多数を占めているとみられる。 

 

 一方で中国人やベトナム人を中心にラオスで働く外国人労働者が、建設業や小売業とい

った分野で増加傾向にあり、違法就労者は 20 万人を超えると推定されている。近年経済成

長が著しいことから、今後も周辺国からの労働者流入は増加するとみられ、政府は対応に

苦慮している。 

 

＜労働者の質の向上が課題＞ 

 人口が比較的尐ないので労働者の数の不足は否めないが、義務教育や職業訓練制度が充

実していないことから労働者の質もまた大きな課題だ。さらに高い離職率、国外への出稼

ぎも大きな課題となる。 

 

 6 月に承認された第 7 期社会経済開発 5 ヵ年計画（11～15 年）によると、特に経済面で

は工業化・近代化を目指し、外資の導入を積極的に進める一方で、教育改革による知性開

発、高等教育、高技術者の養成が必要だと認識されている。このため同計画は、労働者の

技術、知識、能力、経験の開発と向上を行い、就業機会を広げるとともに、社会的保護と

福祉、障害者への就業機会を創出するとしている。 

 

（山田健一郎） 

 

 

15．海外就労者を積極支援（パキスタン） 

2011 年 08 月 30 日 カラチ発 

 

 就労可能人口が拡大する一方、都市部での製造業の雇用吸収力が弱く、高い失業率が続

いている。2010 年に 8 年ぶりに見直された労働政策でも、雇用創出につながる具体的な政

策は打ち出せていない。国内の雇用状況の早期改善が見込めない中、政府は、海外就労者
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の積極支援を通じ、その資金とスキルを国内に還元させる試みを強化している。 

 

＜新規労働力増加でも改善しない失業率＞ 

 人口は 1 億 7,710 万人、人口増加率は 2.05％、人口構成は若く、40 歳未満が全人口の 79％

を占める。15 歳から 65 歳未満の就労可能人口は、10 年では全人口の 61％だが、20 年に

は 63.6％、30 年には 67％と拡大が見込まれている。 

 

 就労人口を就業先でみると、農業部門が 45％を占め、以下、卸・小売り（16.3％）、製造

（13.2％）、社会サービス（11.2％）、建設（6.7％）、運輸・通信（5.2％）の順になってい

る。 

 

 失業率は、09／10 年度（09 年 7 月～10 年 6 月）で 5.6％、前年度の 5.5％より 0.1 ポイ

ント悪化した。特に都市部の失業率は、9／10 年度で 7.2％と高い。失業率は 00 年以降 4％

を下回ったことがなく、高止まりしている。就労可能人口の拡大が続いているものの、工

業化の進展が遅れ、特に都市部で製造業の雇用吸収力が弱い状況が改善されていない。 

 

＜国際基準に合わせ労働政策を見直し＞ 

 高い失業率や人口増加率を背景に、雇用の維持と拡大、創出は重要な意味を持つ。政府

は 10 年に 8 年ぶりに労働政策を見直したものの、具体的な取り組みは、いささか遅い。新

しい労働政策は、a.法的枠組み、b.雇用者と被雇用者それぞれの権利、c.能力（技能）開発、

d.労働力の輸出、を柱としている。雇用の維持、創出につながる具体的な政策を展開する以

前に、まず法律面での整理、雇用者と被雇用者間の権利と義務の整理が進んでいないこと

が表れている。また、国語としてのウルドゥー語のほかに公用語として英語を導入してお

り、英語能力を生かして海外就労を支援している点が特徴だ。 

 

 法的な枠組みでは、国際的な労働基準に合わせて国内法の整備を行うとともに、複雑で

相互に重複し、一貫性に欠けていた労働関係法の見直しを行った。一部に独立以前の法律

が適用されていたため、その罰則・罰金についても現在の社会水準に合致しないものがあ

り、これも変更された。この結果、労働関係の法律は、労使関係、雇用関係、安全と健康、

人材開発、福利・社会保障の 5 つにまとめられた。 

 

 このほかに法的枠組みに関する取り組みとして、女性の権利拡大や若年労働者、児童労

働、鉱山労働者に対する保護と権利を取り上げている。 

 

 雇用者と被雇用者の権利では、経済成長だけでは貧困削減はできないことを踏まえ、労

働に見合った報酬の提供が搾取の撲滅や貧困の削減につながるという方針の下、ILO の基準

に適合した労働政策を導入した。また、生産的で、十分な報酬が得られる安全な労働、社
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会的な保護、労働者の権利と利益の尊重、社会的な対話を取り入れることで、労働法に適

合した労働者にやさしい環境を提供するとしている。 

 

 能力開発では、毎年 125 万人の新規労働力が生まれることを踏まえて、雇用の創出、特

に地方農村部での雇用を創出するため、農村部の産業と社会的、物理的なインフラ開発に

重点を置く。このため能力開発に当たり、政府は、トレーナーの育成、看護・保健サービ

ス技能習得のための徒弟制度の見直しに優先的に取り組むとしている。 

 

 また、海外就労者の送金が外貨の獲得に最も貢献しているため、海外就労の手続きの単

純化や合理化を進めている。帰国した労働者は、能力や資本力の面で貴重な財産とみて、

国内での投資につなげる方針だ。 

 

＜最低賃金を大幅引き上げ＞ 

 最低賃金は、この労働政策の見直しの中で、月額

7,000 ルピー（1 ルピー＝約 1 円）に引き上げられ

た。08 年に 4,600 ルピーから 6,000 ルピーに引き上

げられているが、今回はさらに 17％の上昇になった。 

 

 賃金を産業別にみると、第三次産業が高く、最低

賃金の適用除外となる第一次産業が低い傾向にな

っている（表参照）。 

 

＜本国送金で経常収支は黒字＞ 

 国内での就労機会が尐ないこと、海外での就労の

方が高い賃金が見込まれること、公用語として英語を採用していることから、550 万人のパ

キスタン人が海外で就労している。相手国としては宗教上の対立がないイスラム諸国が比

較的多く、最大がサウジアラビアで 120 万人、これに英国（120 万人）、米国（90 万人）が

続く。政府は支援のため、「10 年労働政策」で、海外就労促進と保護、帰国労働者が取得し

たスキルの国内への還元、労働者の（能力などの）効果的な利用などを目的に、人的労働

力輸出委員会を労働省内に設立することにした。 

 

 同委員会は、人的労働力輸出のための戦略、マーケティング計画、訓練計画の承認、国

内での訓練資金の用意、就職フェアの開催の承認、重要な雇用者や相手国政府関係者の招

へい、就労先の労働水準に達するための技術訓練の強化などを実施する。 

 

 海外就労者の本国送金は、マクロ経済に大きな影響を与えている。10／11 年度の本国送

金は 112 億ドルと前年度比 25.8％増を記録し、その結果、経常収支は 5 億 4,200 万ドルの
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黒字を記録した。送金元を国別にみると、サウジアラビアが全体の 23.8％（26 億 7,007 万

ドル）、アラブ首長国連邦 23.2％（25 億 9,774 万ドル）、米国 18.5％（20 億 6,867 万ドル）、

英国 10.7％（11 億 9,967 万ドル）となっている。 

 

 同様に、外貨準備高も積み上がり、09／10 年度で 167 億ドル 5,040 万ドル、11 年 5 月現

在では 170 億 6,930 万ドルと、00 年以降最高を記録している。 

 

（白石薫） 

 

 

16．製造業の人材不足が顕在化（スリランカ） 

2011 年 08 月 30 日 コロンボ発 

 

 26 年に及ぶ内戦の終結から 2 年余りが経ち、本格的な経済発展に向け成長が続く中、失

業率、労働生産性など労働環境も数字の上では 2006 年以降総じて改善傾向にある。一方で

近年、国民意識の変化も相まって製造業での労働者不足が顕在化しつつある。 

 

＜10 年の名目賃金は大幅増、日系企業も約 15％の賃金増＞ 

 スリランカの労働人口は、10 年の統計で 810 万 8,000 人。失業率は 4.9％で、770 万 7,000

人が雇用されている。産業別では、農業 252 万人、工業（製造業、建設業）186 万 7,000

人、サービス業 332 万人、という内訳だ。 

 

 最低賃金は、43 の業種ごとに設置されている賃金委員会（政府、雇用者、被雇用者の代

表からなる）によって設定される。この最低賃金の指標で測った名目賃金をみると、10 年

は前年比で、農業が 41.6％増、工業・商業が 7.1％増、サービス業が 8.2％増となり、賃金

委員会全体では 32％増だった（スリランカ中央銀行 2010 年年次報告書）。 

 

 この賃金委員会全体での名目賃金上昇率は、2.1％（06 年）、21.4％（07 年）、25.6％（08

年）、4.9％（09 年）と推移しており、10 年は近年で最も大きな上げ幅を記録したことにな

る。労働局によると、農業分野での 40％を超える大幅な上昇は、紅茶、ゴム、ココナツな

どのプランテーション部門で大幅な上昇があったためだ。 

 

 一方、500 以上の企業・団体の雇用者からなるセイロン雇用者連盟（EFC）によると、「05

年以降、政府は民間セクターに対して労働者の賃上げを強制せず民間の判断に任せており、

企業にとっては歓迎すべき傾向になっている」という。また EFC は「賃金委員会が定める

最低賃金の平均は月額約 8,000 ルピー（1 ルピー＝約 0.7 円）だが、この額では実際には人

が集まらない。そこで、各社がそれぞれでインセンティブを考えて、就労のモチベーショ
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ンを上げようとしている。政府の指示ではなく、各雇用者が自発的に考える余地があるこ

とが重要」と説明する。 

 

 在スリランカ日系企業（製造業）

の賃金動向を、ジェトロが毎年実

施している「在アジア・オセアニ

ア日系企業活動実態調査」の過去

3 年間の調査結果からみると、平

均して毎年 15％前後の増加（08

年→09 年：15.7％、09 年→10 年：

14.6％）となっている。特にエン

ジニアは 2 年連続で 20％以上増

加している（表参照、注）。 

 

 

 

＜06 年策定の労働政策の方針を維持＞ 

 労働政策については、現政権が 06 年に策定した「マヒンダ・チンタナ：新しいスリラン

カに向けたビジョン～10 年間の開発枠組み 2006‐2016 ディスカッション・ペーパー」（財

務計画省国家計画局）で、（1）雇用創出、（2）技術開発と労働生産性、（3）労働法・規制

の柔軟性拡大、（4）労使関係の緊密化、という 4 つの方向性が示されている。国家計画局

によると、現在もこの方針が維持されているという。 

 

 （1）の雇用創出では、若年層の失業率低下、女性の雇用促進、零細・中小企業振興など

を掲げ、16 年までに、a.失業率を 05 年（7.7％）比で半減（3.8％）、b.女性の失業率を 05

年（11.9％）比で半減（5.9％）（10 年は 7.7％）、c.若年層（15～24 歳）の失業率を 05 年

（22％）比で半減（9％）（10 年は 15～19 歳 20.3％、20～29 歳 13.8％）するという数値

目標を掲げている。 

 

 （2）の技術開発と労働生産性（の向上）については、（高学歴の若者ほど失業率が高い

という）労働者需給のミスマッチ解消、グローバルな観点での労働力の競争力・生産性の

向上、などを目指し、16 年までに、a.農業、工業、サービス業それぞれの生産性を年平均 5％

向上させる、b.労働者が自分の技術や資格を生かす機会がないままの状態で雇用される不完

全雇用を 15 年（23％）比で半減（11.5％）、c.IT リテラシー（を持つ人の割合）を人口の

60％まで拡大、という目標を設定している。 

 

 業種ごとの生産性については、10 年段階でいずれも 16 年までの 1 人当たりの目標値を
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既に達成しているようだ〔農業：12 万 5,300 ルピー（10 年）／11 万 6,000 ルピー（16 年

目標）、工業：40 万 7,200 ルピー（10 年）／22 万 8,000 ルピー（16 年目標）、サービス業：

47 万 2,800 ルピー（10 年）／25 万 8,000 ルピー（16 年目標）〕。ただ、繊維産業をはじめ

とした製造業での労働者不足が近年深刻化しており、EFC がその原因の 1 つとして労働者

需給のミスマッチを指摘していることからも、この点はまだ十分に改善されていないとみ

られる。 

 

 （3）の労働法・規制の柔軟性拡大に関しては「労働・雇用に関する法規定は複雑で広範

囲な上、いくつかの規定は 50 年以上前に制定されており、労働者・雇用者双方とも改革す

べきと考えている」と指摘。一方で、改革の性質や範囲についての合意を得たり、改革を

実施に移したりすることが困難という現実も紹介している。こうした現実を踏まえ、政策

ビジョンでは、インフォーマル部門への社会保護拡大、雇用流動性の拡大、失業者への社

会保障提供、といった方策を示している。 

 

 実際、在スリランカ日系企業のビジネス環境改善要望を政府に申し入れる「官民合同フ

ォーラム」で、「労働者に重きを置きすぎている労働法の改正」を要望した実績もあり、EFC

も「労働法の見直し」を求める意見書を政府に提出するなど、雇用者側からもさまざまな

かたちで見直し要望が出ている。 

 

 労使関係については、ストライキの件数とそれによって失われた延べ日数の推移に注目

している。いずれも 05 年までの 10 年間に減っていることを示しつつも、運輸、港湾、保

健といった分野ではストライキが引き続き懸念事項であることを指摘している。 

 

 こうした事態を改善するため、十分に機能していない（労働）裁判システムの見直しや、

政府・雇用者・労働者（組合）の 3 者による労働政策協議などを通じて労使関係の緊密化

を図り、16 年までにストライキによって失われた延べ日数を 05 年（15 万 8,000 日）比で

4 分の 1（3 万 8,000 日）にまで削減する目標を掲げている。ちなみに 10 年の暫定値では 2

万 5,071 日で、現時点で数字上の目標は達成されているが、この状況を継続させる取り組

みが必要だろう。 

 

＜労働者不足に 4 つの要因＞ 

 労働事情として、特にコロンボ近郊に工場を持つ日系製造業が直面しているのが労働者

不足だ。かつては募集をかければ多くの労働者が集まったが、今はなかなか集まらない、

という声を複数の企業関係者から聞く。EFC によると、製造業全体としても繊維産業が特

に人手不足に苦慮しているようだ。 

 

 「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査」（10 年 10 月）でも、経営上の問題点（雇
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用・労働面での問題点）として、「従業員の賃金上昇」（52.2％）、「解雇・人員削減に対する

規制」（43.5％）に続いて「人材（技術者）の採用難（製造業のみ）」（41.7％）が挙げられ

ている。 

 

 こうした労働者不足はここ 1～2 年の間に出てきた現象といわれており、EFC、スリラン

カ海外雇用局に対するヒアリングでは、要因として以下の 4 点が挙げられた。 

 

 1 つ目が、内戦終結に伴う地方での開発プロジェクト増だ。内戦終結後、各地で開発プロ

ジェクトが始まったため、そちらで多くの人手が必要になり、都心部での製造業に人が集

まりにくくなっているとみられる。 

 

 2 つ目が、若者の高学歴志向が挙げられる。近年、若年層は高学歴を求める傾向にあるが、

これら若年層は工場労働を敬遠する傾向にある。その一方、工場労働者の需要増加が顕著

で、雇用のミスマッチから学位を持っていても仕事がない、自分に適した仕事が見つから

ない、という現象が起きているという。高学歴化に伴って、就業年齢が上がっているとい

う面もあるようだ。 

 

 3 つ目が、人材の海外流出だ。海外のほうがより高い給与、ステータスが見込めると考え、

海外に職を求める若者が増えており、これが国内での人手不足につながっているとみられ

ている。 

 

 4 つ目が、公務員志望者の増加だ。安定した就職先の確保の観点からより多くの人が公的

機関で働きたいと考えるようになり、公務員志望者が増えている。高学歴化とも重なるが、

その結果、製造業の現場を希望する人が尐なくなっているといわれている。 

 

 こうした状況に対し、例えば（工場労働者とみられることを嫌がる傾向もあるため）か

つて「Production Worker」と呼んでいた職種を「Manufacturing Associate」と呼称を変え

るなどの工夫をしている企業もある。 

 

 ただこれらは、国民の意識変化という社会的な要因とも考えられるので、個々の企業の

採用努力だけでは対応に限界がある。先に紹介した労働政策は 06年に策定されているため、

労働者不足に対する具体的な取り組みは示されていない。今後は政府自身も、工業団地周

辺の住宅・生活環境づくりなど労働者が集まりやすい環境整備を考える必要があるだろう。 

 

 原材料の多くを輸入し、製品のほとんどを輸出するスリランカの製造業にとっては、「コ

スト競争力のある質の高い労働力」が最大の強みだった。社会構造の変化自体は止められ

るものではないが、その中でこの強みを保つために何をすべきか。26 年に及ぶ内戦が終結
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して本格的な経済発展を目指すために、これを具体的に検討する時期に来ているといえよ

う。 

 

（注）回答企業数が限られていること、その数も調査年によって異なることに注意。 

 

（崎重雅英） 

 

 

17．労働力不足で外国人労働者の流入に拍車（タイ） 

2011 年 08 月 31 日 バンコク発  

 

 失業率が 1％台を割り込み、労働力の逼迫は深刻だ。労働力不足は、国境を接する国から

の労働者流入に拍車を掛けている。既に一部の輸出産業は外国人労働者が支えるかたちに

なっている。新政権は最低賃金引き上げの公約実現を目指すが、企業・雇用の国外流出、

中小企業の利益圧縮への懸念が出ている。 

 

＜農業分野からの労働力移動進まず＞ 

 2008 年 9 月のリーマン・ショック、財政不安による欧米経済の先行き不透明感、国内で

は親タクシン派によるバンコク騒乱など、国内外の経済・社会情勢の不安定化にもかかわ

らず、近年、労働需給は逼迫の度合いを増している。1997 年のアジア通貨危機直後に 5％

台だった失業率は、2010 年には 1.0％と直近 10 年で最も低い水準になった。10 年第 2 四

半期に初めて 1％を割り込んだ失業率は、11 年第 2 四半期には 0.6％を記録するなど、ほぼ

完全雇用状態が続いている。 

 

 特に、製造業分野の労働力不足は深刻だ。労働力人口 3,864 万人（10 年時点）のうち就

業人口は 3,804 万人。就業人口の産業別構成比をみると、農業分野に労働力が集中し、製

造業など非農業分野への労働力移転の動きは鈍い。03 年に 41.0％を占めていた農業分野の

就業者比率は、10 年も 38.2％を維持している。一方、「ASEAN の工場」化しつつある製造

分野では、04 年と 05 年に就業者比率が 15.8％に達したのを最高に、10 年には 14.1％に低

下している。製造業の雇用者数も 07 年の 562 万人をピークに、10 年には 535 万人へと絶

対数で約 27 万人減尐した。 

 

 農林水産部門から製造部門に労働力の移動が進まない大きな理由に、タクシン元首相時

代以降の地方振興策や、世界的な食料・農水産品価格の上昇を通じた農村の所得増加があ

る。例えば、主要産品の天然ゴム（タイ・ハジャイ市場タイ産 RSS3 号価格）は、09 年 1

月の 1 キロ当たり平均 59.5 バーツ（1 バーツ＝約 2.5 円）から 11 年 2 月には 165.9 バーツ

へと、2 年間で約 2.8 倍になっている（7 月時点では 129.7 バーツ）。 
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＜外国人労働者頼みのジレンマ＞ 

 労働力不足の深刻化は、ミャンマーやカンボジア、ラオスなど国境を接する国からの労

働者流入に拍車を掛けている。労働省によると、周辺国からの正規外国人就労者数は 11 年

3 月時点で約 53 万人。うちカンボジアとミャンマーが、それぞれ 25 万人、23 万人を占め

る。 

 

 政府は、既にタイに居住し、実態的に就労している周辺国の外国人労働者を登録・管理

の上、就業許可を与えて追認している。11 年 8 月時点で就労を許可した外国人不法就労者

数は、ミャンマーが最も多く 81 万 3,000 人と、全体（93 万 2,000 人）の 9 割弱を占める。

しかし、就業許可取得には国籍証明に必要な書類を母国に戻って取得する必要があること

などのため、依然として労働許可を取得せずに就労している人も多い。実態的にはミャン

マーからの就業者数は 250 万人とも 300 万人ともいわれる。 

 

 タイ南部ラノーン県はミャンマー最南端に隣接する。同県の魚市場には早朝からタイ船

籍、ミャンマー船籍の漁船が横付けされ、大量の魚介類が搬入される。ここで魚の荷揚げ、

分別に従事している人の大部分はミャンマー人で、ビルマ語が飛び交う。南部プラチュア

ップキリカーン県は近年、天然ゴムや油ヤシの栽培が盛んだが、ここでもミャンマー人が

これらの産業を支えている。魚市場や天然ゴム採取といった作業の労働環境は決して良い

とはいえず、タイ人は敬遠する傾向がある。 

 

 

 

 このように主要産業でも外国人労働者はもはや欠かせない状況だ。これは特定の地域や

企業の話にとどまらない。現在、労働省が申請・承認ベースで非熟練外国人労働者の就労

を許可している一方で、投資を奨励・促進しているタイ投資委員会（BOI）は、奨励事業で

の非熟練外国人労働者の就労は認めていない。 
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 BOIが例外的に非熟練外国人労働者の雇用を認めているのは、a.タイに20 年以上投資し、

総資産 100 億バーツ以上、1 万人以上の従業員を採用しており、さらに、b.奨励プロジェク

トが法人所得税免除期間を満了しているものの労働力を増員する必要がある事業だ。これ

らの条件を満たしたプロジェクトに限り、最大 15％までは非熟練外国人労働者の雇用が許

可される。しかし、条件を満たす企業はほとんどないのが実情だ。 

 

 日系企業にもこの問題の波紋が広がっている。BOI 投資奨励事業の対象になっている企業

の中には、労働省の許可を取得していたため、非熟練外国人労働者を BOI 奨励事業に従事

させてきた企業もある。 

 

 11 年 5 月に BOI と労働省とが協議した結果、BOI の投資奨励法 25 条に基づき、「外国人

は熟練労働者か専門家だけを雇用できる」という規定が優先されることで合意した。BOI

は 11 年 5 月、非熟練外国人労働者を BOI 投資奨励事業に従事させている場合、6 ヵ月以内

にタイ人労働者に置き換えるよう通達した。実際に繊維や食品分野で複数の企業が、「半年

以内の非熟練労働者の解雇」を政府から直接通告されている。日系企業からは、タイ人労

働者が雇用できないことに「まず政府が労働力不足対策を示すべき」と怒りに近い声が上

がっている。 

 

＜公約の「最低賃金」を「最低所得」に修正＞ 

 雇用環境は、タイ貢献党が政権に就いたことで大きく変わる可能性が出てきた。タイ貢

献党は、4 年ぶりに行われた 7 月の総選挙で「最低賃金 300 バーツ」、「大学新卒給与 1 万

5,000 バーツ以上」を公約とし、全 500 議席のうち 265 議席を獲得、勝利した。労働者側

は公約の実施を求める一方、産業界からは「最低賃金 300 バーツは、タイの輸出競争力を

低下させる」として反対の声が上がっていた。 

 

 現在、県別最低賃金は、最も高いプーケットで 221 バーツ、これにバンコクと周辺県が

215 バーツで続く。最も低いのは、北部のパヤオ県で 159 バーツ。海外との激しい競争か

らコスト面に敏感な輸出指向型企業を中心に国外移転が検討され始め、地方から産業・雇

用流出の懸念も生まれている。 

 

 日系企業 A 社は中国・東莞工場を閉鎖し、安価な労働力を求めてタイ東北部に移転・進

出し、同地方を中心に複数の工場を展開してきた。しかし、今回のタイ貢献党の勝利で賃

金上昇はもはや避けられないと判断、カンボジア移転に向けフィジビリティー・スタディ

ーを実施しているという。 

 

 バンコク近郊に拠点を構える台湾系自動車用ゴム部品製造企業は、タイ人従業員がカー
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ボンブラックや重労働を敬遠するため、総従業員数の 10 分の 1 に当たる 30 人のミャンマ

ー人とラオス人を雇用してきた。しかし、最低賃金上昇をにらみ、従業員を削減、自動化

設備を導入する準備を始めている。 

 

 これら産業界からの強い反対に直面し、インラック首相は 8月 23 日の所信表明演説で「最

低賃金」を「最低所得」に、「大卒初任給」を「大卒所得」に、それぞれ表現を変えるなど

産業界に配慮したかたちでの公約実現を目指すことを表明した。また、政権は法人税を現

行の 30％からまず 23％に、そして最終的には 20％への軽減を検討しているものの、BOI

奨励事業として法人税免税恩典を享受している企業や、もともと法人税を支払っていない

赤字企業にとっては、純粋なコスト増になる。 

 

＜賃金上昇で周辺国との競争激化も＞ 

 内需を中心とした最終消費者向け製品製造企業は、賃金上昇を通じた購買力上昇の恩恵

を受けられるが、部品や中間材製造企業は賃金コスト上昇分を販売価格にそのまま転嫁で

きるとは限らない。また自由貿易協定が進められる現在、企業向け販売価格の上昇は、顧

客を国外調達に向かわせる可能性もある。 

 

 バンコク日本人商工会議所会頭でタイ国トヨタ自動車の棚田京一社長は、最低賃金 300

バーツへの引き上げについて、地元テレビ局チャンネル 3 のインタビューで「生活者の視

点からみれば、賃金引き上げで収入が増えても、それ以上に生活費が上昇したら意味がな

い」として、物価コントロールの重要性を語った。さらに企業の視点からは、「自動車販売

価格の維持には、2～3 万点にもなる部品の購買価格の維持が必要。これは中小の自動車部

品生産企業にとって労働コスト上昇分を販売価格に転嫁することが極めて難しいことを意

味する。タイの輸出企業は世界が競争相手で、競争力維持には、部品をタイ国内ではなく

インドやインドネシアから調達することになるかもしれない」と、賃金上昇による今後の

競争激化を示唆した。 

 

 中小企業促進事務所（OSMEP）は、中小企業の労働コストは、総生産コストの 16.2％を

占めるとし、「1％の賃金上昇は 0.16％の労働コスト上昇につながる。最低賃金 300 バーツ

は労働コストを 35.7～80.7％上昇させ、また生産コストを 5.8～13％引き上げることになる」

と指摘している（「バンコク・ポスト」紙 7 月 19 日）。中小企業の中には、労働コスト上昇

分を打ち消すために、今以上のコスト削減努力に加え、利益のさらなる圧縮をも決断せざ

るを得ないところも増えてこよう。 

 

（助川成也） 
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18．安価で無尽蔵な労働力の供給に限界（アジア・オセアニア） 

2011 年 09 月 01 日 バンコク発  

 

 アジア・オセアニアの労働市場の特徴は、労働力のタイト化、物価上昇による賃金上昇

圧力、外国人労働政策・規制の強化の 3 点にまとめられる。バングラデシュやパキスタン

にとって、海外就労者からの送金は貴重な収入源で、政府も就労を後押ししている。一方、

フィリピンは専門的技能を持つ人材や知識者の海外流出に危機感を持ち始めている。労働

者の受け入れ国は、リーマン・ショック以降、外国人労働者数を抑制する方針を打ち出し

ている。長年にわたって安価で無尽蔵ともいわれたアジアの労働力に大きな変化が表れて

いる。特集最終回。 

 

＜失業率は概して低下傾向＞ 

 アジア・オセアニア各国の失業率は近年、一部を除き低下傾向にある。ASEAN はインド

ネシアとフィリピンが 7％台だが、ほかは 1～3％台と低い（表 1 参照）。特にタイは 2010

年が 1％、11 年第 2 四半期は 0.6％とほぼ完全雇用状態になっている。 

 

 

 

 失業率の低下による労働市場のタイト化に対し、これまでシンガポールやマレーシア、

タイは非熟練外国人労働者を導入することで何とかしのいできた。外国人労働者は、失業

率の高い国から低い国へ、賃金の低い国から高い国へ移動する。表 2 は、国境を越えた移

民について、流入から流出を引いた 1,000 人当たりの「純移民人数」の各年平均人数だ。

純移民人数は移民労働力と同義ではないが、おおよその傾向を表しているとみられる。 
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 「プラス」は移民の流入国を、「マイナス」は流出国を表す。アジア・オセアニア地域で、

流出が多い国は、バングラデシュ（マイナス 4.0）、カンボジア（マイナス 3.7）、フィリピ

ン（マイナス 2.8）、ラオス、スリランカ（ともにマイナス 2.5）、パキスタン（マイナス 2.4）

と続く。 

 

 アジアで最大の海外向け労働力供給国のバングラデシュは、アラブ首長国連邦（UAE）、

オマーン、シンガポールなどを中心に労働者を派遣しており、その数は 700 万人ともいわ

れる。単年度で 110 億ドルにも上る本国送金額は政府の貴重な収入源になっている。パキ

スタンは、労働省内に人的労働力輸出委員会を設けるなど、海外就労を政府が全面的に支

援している。同委員会は、人的労働力輸出戦略・マーケティング戦略構築に加えて、重要

な雇用者や出稼ぎ先の政府関係者の招聘（しょうへい）、技術訓練の強化などを実施してい

る。また、メコンの最貧国の 1 つカンボジアでは、これまで国内での就労機会が限られて

いたため、タイなどへの労働供給国となってきた。 

 

＜専門職や知的人材の流出に危機感＞ 

 これらの国からの労働者は主に非熟練労働者が中心だが、フィリピンでは看護師、エン

ジニア、医師などの専門職に携わる人材が海外で就労することも尐なくない。フィリピン

国内ではこれら専門職が活躍できる場が限られており、優れた人材の海外流出を招いてい

る。これまで海外就労者の本国送金を当てにしていた政府は、アキノ政権誕生以降、専門

的技能を持つ人材や知識者の海外流出に危機感を持ち始めている。政府関係者は、「知のス

トック」が構築されないことは国家の発展にとって大きな問題、と指摘する。 

 

 ミャンマーでも、高等教育を受けた優秀な人材は、

賃金が高いシンガポールやマレーシアなどでの就労

に意欲を持つなど、優秀な人材の国外流出は、今後、

同国が経済発展ステージを迎える際の脆弱（ぜいじ

ゃく）性として懸念される。 

 

＜非熟練労働者の就労審査を厳格化＞ 

 一方、労働者受け入れ国は主に所得が高い先進国

や中進国だ。アジア・オセアニア地域で労働者を受

け入れている割合が高い国は、シンガポールが 30.9

と突出し、これにオーストラリア、ニュージーラン

ドが続く。中進国では、タイ（プラス 1.5）、マレー

シア（プラス 0.6）が純流入国だ。しかし近年、こ

れらの国では外国人労働者の受け入れを抑制する方
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針が打ち出されている。 

 

 高い経済成長に伴う労働需要増加に対し、これまで外国人労働者を積極的に受け入れる

ことで対応してきたシンガポールは、08 年 9 月のリーマン・ショックに端を発する世界経

済危機に際し、外国人就労許可の発給基準を厳格化するなど、真っ先に外国人労働力を削

減対象とした。リー・シェンロン首相は、外国人労働者をあくまで「調整弁」と位置付け

ている。今後は、引き続き高い労働需要に対し、労働生産性を上昇させることで対応して

いく方針だ。 

 

 電気・電子分野の産業が集積しているマレーシアでは、近年、進学率の上昇もあり、労

働者は製造現場を敬遠し、サービス業を指向する傾向にある。実際にマレーシアの鉱工業

就業者の比率は、00 年の 23.8％から 10 年には 17.4％に低下した。その間、サービス業で

は約 10 ポイント上昇するなど、ほかの国に比べてもサービス化が急速に進んでいる（表 3

参照）。 

 

 

 

 これまでマレーシアの電気・電子産業などの製造業を支えてきたのは外国人労働者だ。

しかし政府は、治安上の問題などから外国人労働者の削減に踏み出しており、実際に就労

ビザ発行の厳格化、年次雇用税の企業負担化などを行っている。日系企業の中には「ワー

カー100 人を申請したにもかかわらず、許可されたのは 2 人だけ」など、生産自体に支障が

出ている事例も報告される。政府は、外国人労働者への依存軽減、労働者不足の解消、国

民の雇用促進という 3 つの課題に対応するため、パートタイム労働者の就業規則の改正を
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通じて労働力の創出に努めている。 

 

 タイでは、11 年に入り失業率が 1％を割り込むまで低下、労働力不足が企業の生産拡大

などの足かせになりつつある。労働力不足の深刻化は、ミャンマーやカンボジア、ラオス

など国境を接する国からの外国人労働者流入に拍車を掛けている。しかし、タイ投資委員

会による投資奨励恩典を享受している企業は、「外国人雇用は熟練労働者と専門家のみ」に

制限されているため、最近では投資奨励恩典を返納してまで外国人労働者に依存する企業

もある。 

 

 オーストラリアの場合、出稼ぎ労働者は移住ビザの取得が求められるが、発給対象は主

として技術者に限られる。移民の受け入れ方針も、10 年 7 月から個人技術者の移住を主と

した「供給型」から、雇用主からの指名が必要な「需要型」に移行しつつあり、移住者に

は即戦力としての貢献が求められている。 

 

＜インフレを機に高まる賃金上昇圧力＞ 

 アジア諸国では近年、食料や石油価格の上昇を中心とするインフレを契機とした賃金上

昇圧力がある。中国政府は第 12 次 5 ヵ年規画（11～15 年）で、都市と農村住民の収入を

年平均 7％以上増加させ、10 年後に倍増させる目標を打ち出している。 

 

 タイでも賃金の大幅な上昇が見込まれている。11 年 7 月の総選挙に勝利して発足したイ

ンラック新政権は、その選挙公約に「全国一律最低賃金 300 バーツ」（1 バーツ＝約 2.6 円）

を掲げていた。タイ産業界は懸念しているものの、インラック政権の目玉政策でもあり、

完全な撤回は望めそうもない。マレーシアでも 11 年内または年明けには、最低賃金制度の

導入が検討されている。主要経済団体は「最低賃金導入は全体的な賃金の底上げにつなが

り、企業経営を圧迫する」と強く反対している。 

 

 ベトナムの場合、08 年以降、毎年賃金が 10～20％近く上昇している。特に高いインフレ

率は賃金上昇圧力にもなり、ストライキ発生の要因にもなっている。11 年はさらに物価上

昇が激しいため、10 月に年内 2 度目の最低賃金引き上げが検討されている。 

 

＜アジアはもはや「安価で無尽蔵な労働力の宝庫」ではない＞ 

 これまで安価で無尽蔵ともいわれる労働力を武器に「世界の工場」として位置付けられ

てきたアジアの投資・労働環境は大きく変わりつつある。中国から ASEAN や南西アジアな

ど周辺国に企業が拡散していること、日本の投資先としてこれらの地域が注目され、さら

に円高が進出に後押ししていることなどから、新たな企業進出がさらなる労働市場のタイ

ト化の要因になっている。 
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 特に、中国・華南地区の珠江デルタ地域には、これまで外資企業を中心に大量で低廉な

労働力を生かす労働集約型産業が集積していた。しかし、毎年の賃金上昇に加え、政府が

10 年後に所得を倍増させる目標を発表したため、賃金高騰で競争力が弱まった産業・企業

は安価な労働力を求め、周辺国にあふれ出している。 

 

 日本企業の場合、中国の賃金上昇、労働力不足に加え、10 年に全国に拡大した労働争議

とそれに伴う操業停止、10 年 9 月に尖閣諸島付近で発生した中国漁船による海上保安庁巡

視船への衝突事件に端を発する通関業務の遅延といったリスクもあって、投資先としての

目線を ASEAN や南西アジアに向けはじめた。 

 

 この動きをさらに円高が後押しする。欧米経済の不透明感から、8 月 19 日には円の対ド

ルレートが 75 円 95 銭と戦後最高値を記録し、アジアを中心とした既存拠点の能力増強投

資や新規進出を検討するきっかけとなっている。 

 

 一方、労働力の確保が従前に比べて難しくなっていることには留意すべきだ。新たにア

ジアに進出する企業は、アジアはもはや「安価で無尽蔵な労働力の宝庫」ではないことを

肝に銘じた上で、事業戦略を慎重に構築する必要があろう。 

 

（助川成也） 
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