
【労使関係の時代とその後】

このように労働組合活動に対する規制は強まったが、労働組合そのもの

は、戦後のアメリカ社会におけるエスタブリッシュメントとして、確固た

る地位を確立した。全国組合は巨大で強力な組織となり、また 1955 年には、

長年の確執に終止符を打って、AFLと CIO とが合併し、全米の 1700 万人

の労働組合員のうち 1500 万人を組織するAFL-CIO（アメリカ労働総同盟・

産業別労働組合会議）が発足した。

全体的な組合組織率（農業労働者を除く）も 30％を超えて、基幹的な鉱工

業を中心に安定した団体交渉関係が形成され、数年ごとの交渉による包括

的な労働協約の締結、苦情・仲裁手続による協約期間中の自主的な紛争解

決というパターンが広く普及した。非組織被用者に対する保護は公正労働

基準法しかないという状況の下、団体交渉・労働協約こそが良好な労働条

件へのルートとなり、1950 年代はまさに「労使関係の時代」であった。

しかし、1960 年代以降は、北部工業地帯からサンベルト地域への産業移

動、商業・サービス業の伸長、ホワイトカラーの増加など就業者構造や雇

用形態の変化、さらには海外へのアウトソーシング等の影響によって、労

働組合の勢力は次第に低落していく。1960 年代は公共部門の組織化が進ん

だためあまり目立たなかったが、組合組織率は、1970 年の 27％が、1980 年

は 22％、1990 年は 16％、2000 年には 13.5％と低下する。2008 年の組織率

は 12.4％、民間部門に限れば 7.6％であり、一般の私企業で組合に所属して

いる労働者は、13 人に 1人もいないというのが現状である。

このような中、2005 年には、危機感を募らせたいくつかの有力組合が、

AFL-CIO を脱退して新しい連合体CTW（Change to Win）を結成
1)

し、アメ

リカの労働運動は 50 年ぶりに分裂の時代を迎えた。

【法制の停滞】

他方で、労使関係に関する法律的な枠組みは、ランドラム・グリフィン

法以降、現在に至るまで変更されていない。わずかに、1976 年に病院など
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1) 2009 年末現在、SEIU（サービス）、UFCW（食品・商業）、チームスターズなど 5つの組合

が加盟しており、傘下の組合員数は、AFL-CIO の約 1150 万人に対して、CTWが約 550 万

人といわれる。



の保健施設に関する若干の規定が追加されたのみである。1977 年には、

NLRBの救済権限を強化する法案が連邦議会の下院を通過したが、上院を

通過できないまま廃案に終わった。また、1994 年には、クリントン大統領

の委嘱を受けて、大きく変貌した今日の職場の状況に適合するように雇

用・労働法制の全体的な見直しをはかる「労使関係の将来に関する委員会」

（Commission on the Future of Worker-Management Relations）の報告書がま

とめられたが、具体的な成果には結びつかなかった。

もっとも、近年は少し変革への動きも見られる。2007 年には、代表組合

選出の容易化、初回の協約交渉への仲裁導入、および法違反への救済強化

を定める法案が下院で可決されたが、上院は通過しなかった。しかし、オ

バマ政権の下で、2009 年春に再び同様の法案が連邦議会に提出されており、

今後の動きが注目される。

Ⅱ 雇用差別禁止法の発展

【1964 年公民権法第 7編】

アメリカ社会にとって、人種差別は、最も深刻かつ根深い問題である。

南北戦争の結果、奴隷解放が行われるとともに、1865 年から 70 年にかけ

て合衆国憲法第 13・14・15修正が採択され、人種差別は公式的には否定さ

れた。しかし、これらの憲法規定は、州の行為に対する適用において様々

な抜け道を許していたのみならず、私人間における一般的な人種差別行為

には、そもそも適用が否定された。その結果、雇用上の人種差別は、労働

組合による差別も含めて、長い間放置されたままとなり、ニューディール

もこれに変更をもたらさなかった。

しかし、1950 年代以降、特に公教育における人種隔離政策を第 14修正

違反とした 1954 年の Brown 事件
2)

が契機となり、公民権運動が大きく盛り

上がった。それは、多大な苦難と軋轢の末に、ケネディー大統領暗殺によ

る悲嘆のモメンタムと、後を継いだジョンソン大統領の辣腕の議会工作に
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2) Brown v. Board of Education, 347 U. S. 483（1954).



よって、ついに 1964 年公民権法（Civil Rights Act of 1964）に結実した
3)

。

この法律は、ホテル、レストラン、劇場などの公共施設における差別禁

止をはじめ、様々な事項をカバーする包括的な平等立法であるが、その第

7編（Title VII）で、雇用関係のすべての局面について、「人種、皮膚の色、

宗教、性、または出身国」にもとづく一切の差別を禁止した。使用者によ

る差別はもちろん、労働組合や雇用斡旋機関の行う差別も禁じられる。そ

して、その実施のための機関として、雇用機会均等委員会（Equal Employ-

ment Opportunity Commission）、いわゆる EEOCが設置された。

この第 7編が、雇用上の人種差別と戦うための強力な武器となったこと

は、言うまでもない。初期の判例は、差別意図の推認方式の確立や、差別

意図がなくても違反を認める差別的インパクト法理によって、積極的に対

応した
4)

。それと同時に、第 7編による性差別の禁止が、職場の男女平等を

大きく進展させ、またフェミニズム運動に対する刺激ともなって、多大な

社会的影響を及ぼした。

【雇用差別禁止立法の進展】

その後、1964 年公民権法第 7編は、1972 年に EEOCの権限強化を中心

とした改正を受けた。また、1978 年には、妊娠差別を性差別の 1類型とし

て禁じる規定が追加された。

さらに、1989 年に連邦最高裁が、Wards Cove 事件
5)

をはじめとする一連

の判決で、差別禁止につき極めて制限的・消極的な姿勢を示したため、

1991 年公民権法（Civil RightsAct of 1991）による大きな改正が行われ、これ

らの判決が逐一否定されると同時に、損害賠償救済が新しく導入された。

ただ、その一方で、近年では、差別禁止やアファーマティブ・アクション

の推進がマイノリティーの優遇をもたらし、白人男性が逆差別を受けてい

るとの批判も高まっている。
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3) しばしば指摘されるように、 �civil rights�は、「市民としての権利」ないし「人権」という

べき広い概念であるが、本書では「公民権」という言葉を、そのような意味のものとして使

用する。

4) McDonnellDouglas Corp. v. Green, 411U. S. 792（1973）；Griggs v.Duke Power Co., 401U.

S. 424（1971).

5) Wards Cove Packing Co. v. Atonio, 490 U. S. 642（1989).



また、1967 年の、雇用における年齢差別禁止法（Age Discrimination in

Employment Act）、および、1990 年に制定された、障害を持つアメリカ人

法（Americans with Disabilities Act）によって、連邦法で禁止される差別事

由は、「年齢」と「障害」にも拡大している。属性による差別の禁止という

点では第 7編と同じ精神に立つものであるが、それぞれ独特の差別概念と

法理を形成しており、また、実際上これらにより保護される対象者は白人

男性が多いという、微妙なずれもある。

2008 年には、「障害」の定義について判例の縮小的な解釈を否定するた

めに、障害を持つアメリカ人法が改正され、また、遺伝子情報にもとづく

差別を禁止する法律（Genetic Information Nondiscrimination Act）が新たに

制定された。

そのほか、これらの連邦法を補完して、州の差別禁止立法もそれぞれに

発展を遂げており、それらが重なり合って、網の目のような雇用差別禁止

法の体系が形成されている。

Ⅲ 個別的労働立法と雇用契約関係

【制定法による労働条件・雇用関係規制】

労働条件に対する連邦法の規制は、かつては 1938 年の公正労働基準法が、

ほとんど唯一のものであった。同法が定める最小限の基準を除けば、適正

な労働条件の確保は、法律ではなく労働組合の役割とされていたのである。

しかし、1970 年代以降、労働条件や雇用関係において個々の被用者を保護

する法律が増加した。

1970 年の職業安全衛生法（Occupational Safety and Health Act）、1974 年

の被用者退職所得保障法（Employee Retirement Income SecurityAct）、1988

年の被用者ポリグラフ保護法（Employee Polygraph ProtectionAct）、同年の

労働者調整・再訓練予告法（Worker Adjustment and Retraining Notification

Act）、1993 年の家族・医療休暇法（Family and Medical Leave Act）などが、

その代表例である。

また州法でも、伝統的な賃金・時間立法や労災補償法制に加えて、様々
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な新しい事項に関する被用者保護立法も増えている。

いずれの法律についても、その立法が必要となるような個別の事情が

あったことは当然であるが、巨視的に見れば、組合勢力の退潮により労働

協約の適用下にある被用者が減少するにつれて、このような保護立法の役

割がますます大きくなっていくことが予想されよう。

【解雇自由原則の動揺】

また、1980 年代には、コモン・ローのレベルにおいても、解雇自由原則

に対する例外を認める裁判例が急増した。その中心は、契約上の解雇制限

を認める法理と、パブリック・ポリシーに反する解雇を不法行為とする法

理である。これらにより、長年にわたり雇用契約関係を支配してきた「随

意的雇用」の原則に動揺が生じたとして、大きな議論を呼んだ。さらにモ

ンタナ州では、1987 年に、正当事由のない解雇を禁止する法律の制定にま

で至った。

それとともに、近年では、解雇以前の様々な雇用上の問題に関しても、

被用者が使用者を相手に訴訟を提起する例が増えた。その中から、伝統的

な法理ではとても認められなかったような諸種の不法行為法理も出現して

おり、制定法による規制の増加と相まって、「雇用関係法」（employment law）

の重要性は高まっている。

【コンティンジェント労働の増加】

アメリカでは法的には解雇自由が原則であっても、他方で、大企業を中

心に、被用者に対して比較的安定した雇用と、付加給付を含む良好な労働

条件が提供されてきた。しかし、特に 1980 年代から 90 年代以降、そのよ

うな安定した職がリストラの対象となって減少し、代わりに、不安定で条

件の悪い非典型・非正規の雇用が目立つようになる。それらは一般に、「コ

ンティンジェント労働」（contingent work）と総称され、大きな関心と議論

を呼んでいる。

コンティンジェント労働には、パートタイム、派遣、臨時雇い、独立請

負など様々なものが含まれており、法的な位置づけや問題はそれぞれに

よって異なるが、このような雇用の質的な変化は、労働法に対しても新た
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な課題を提起している。

【経済危機のインパクト】

2008 年秋に始まった深刻な経済危機は、巨大企業の倒産や大量の人員整

理を引き起こし、アメリカ社会に大きなインパクトを与えた。これに対し

て連邦政府は、2009 年 2月にアメリカ復興・再投資法（American Recovery

and ReinvestmentAct）を制定し、史上最大規模の景気刺激策をとる中で、

失業保険制度の改善支援、職業訓練の強化、倒産・レイオフ防止のための

資金援助などの緊急対策を行っている。このような雇用政策的側面につい

ては以下ではあまり触れないが、連邦・州のそれぞれにおいて、アメリカ

なりの努力を行っていることに注意が必要である。

この経済危機がアメリカ労働法にどのような影響を与えるのかについて

は、今後の展開を注視するしかない。ただ、アメリカの労働法の基礎が大

恐慌後のニューディールの中で形成されたという歴史的な経緯や、失業や

労働条件悪化の経験がもたらす社会心理的な側面などを考えれば、たいへ

ん興味深いものがあろう。

Ⅳ アメリカ労働法の視点

以上のような歴史像を前提に、次章からは、労使関係法（第 2章）、雇用

差別禁止法（第 3章）、労働条件規制と雇用契約（第 4章）の順に概観し、現

在のアメリカ労働法の姿を探っていく。その場合の理解の鍵として、ここ

で 3つのポイントを指摘しておきたい。

第 1は、アメリカにおける、いわば非労働法的な土壤である。社会その

ものが、個人の自由と市場原理を強く信奉し、社会政策や階級連帯の意識

に乏しい。それを反映した苛酷なコモン・ローに対し、制定法によって、

内容と手続がくっきり確定された「権利」を形成していくことが、労働法

のアプローチとなる。依拠すべき社会的コンセンサスのようなものがない

分、労使関係法にしても、雇用差別禁止法にしても、どこか人工的でエキ

セントリックな要素がある。しかし、立法によって新しい社会を形成する
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という前向きなエネルギーも、そこから生じるのである。

第 2は、連邦法と州法との関係である。ニューディールの労働立法は、

それ以前の州法を主体とする労働法に対して、「連邦法としての労働法」を

確立した。しかし、それによって州法の機能が消滅したわけではない。た

とえば、労使関係については連邦法が州法をほとんど排除するのに対し、

雇用差別に関しては、連邦法と州法が重畳的に適用される。このように、

連邦法と州法とが、事項や分野によってそれぞれ異なった形で相互関係を

形成しており、これを正しく理解しなければならない。

第 3は、労働関係における裁判所の位置である。過去の裁判所の頑迷な

態度に鑑みて、全国労働関係法では、特別の行政委員会（NLRB）に第 1次

的な法律判断と救済の権限を与えた。裁判所の役割は事後的な司法審査に

限られ、その枠内で、NLRBの決定による独自の法運営が行われている。

これに対して 1964 年公民権法第 7 編では、やはり特別の行政委員会

（EEOC）が設けられているが、法律判断と救済は裁判所において行う。実

際、連邦裁判所が差別の是正において果たした役割は、大きなものがある。

その他の法律でも、裁判所と行政機関と被用者本人との関係はそれぞれに

異なっており、煩雑ではあるが、それらをフォローする必要がある。また、

労使の自主的な紛争解決手段と裁判所との関係も、アメリカでは非常に重

要な問題である。
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