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アンケート返送先    FAX： 03-3587-2485 

e-mail：ORB@jetro.go.jp 

日本貿易振興機構 海外調査部 北米課宛 

 

 

● ジェトロアンケート ● 

調査タイトル：北米における労働組合と労働権法制定の動き 

 今般、ジェトロでは、標記調査を実施いたしました。報告書をお読みになった感想につ

いて、是非アンケートにご協力をお願い致します。今後の調査テーマ選定などの参考にさ

せていただきます。 

■質問１：今回、本報告書での内容について、どのように思われましたでしょうか？   

（○をひとつ） 

 

４：役に立った ３：まあ役に立った ２：あまり役に立たなかった １：役に立たなかった 

 

 

■質問２：①使用用途、②上記のように判断された理由、③その他、本報告書に関するご

感想をご記入下さい。 

 

 

 

■質問３：今後のジェトロの調査テーマについてご希望等がございましたら、ご記入願い

ます。 

 

 

 

■お客様の会社名等をご記入ください。(任意記入) 

ご所属 

□企業・団体 

 

□個人 

会社・団体名 

 

部署名 

 

 

※ご提供頂いたお客様の情報については、ジェトロ個人情報保護方針

（http://www.jetro.go.jp/privacy/）に基づき、適正に管理運用させていただきます。

また、上記のアンケートにご記載いただいた内容については、ジェトロの事業活動の評

価及び業務改善、事業フォローアップのために利用いたします。 

 

～ご協力有難うございました～ 
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はじめに 

 

2013 年の全米の組合組織率は 11.3％と、前年比で横ばいとなった。1983 年に 20.1％だ

った組織率は、84年に 18.8％と 2割を切って以来、低下の一途を辿っている。これを挽回

するべく、労働組合はいくつかの拠点で組合組成を働きかけている。組合組成に関わる法

制度は日系企業の進出環境に大きく影響する。 

 

特に南部諸州は歴史的に組合組織率が低い。また労働権法（RTW 法：Right to Work）の

存在が良好な投資環境を支えてきた。本来、従業員は就労条件として、組合に加入し組合

費を支払うよう義務づけられているが、各州は RTW 法を制定することにより、仮に組合が

組成されても、労働者に、組合に加入しない選択肢を与えることになる。現在、RTW 法は

24州で制定されている。 

 

ただ、RTW法があっても、組合組成の動きは起こらない訳ではない。また RTW法がなくて

も、シリコンバレーなど組合組成とは無縁の地域もある。各地域における RTW 法制定の動

きや、RTW法の下での労働争議の事例をシリーズで紹介する。 

 

今のところ、良好な投資環境をゆるがす程に組合組成が激変する影響は無いとするコメ

ントが多いものの、経営者側としては意識し続けるべき点だろう。本調査は、2014 年 3 月

から 4 月にかけてジェトロの通商弘報に掲載された原稿を取りまとめたものである。それ

ぞれの事例が北米での事業展開に取り組む方々にとって参考となれば幸いである。 
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全米自動車労組、外資系の進出相次ぐ南部で巻き返し図る  

 

2014年 03月 24日 ヒューストン事務所発 

 

 米国北部で影響力が低下している労働組合は、製造業の進出が盛んな南部で勢力を拡大

するため、攻めの姿勢を強めている。全米自動車労働組合（UAW）も、近年自動車関連産業

で多くの企業誘致に成功しているミシシッピ州などで積極活動を展開しているものの、労

組加入を拒める労働権法を早くから取り入れるなど、伝統的に反労組的で保守的な南部州

では苦戦を強いられている。 

 

＜労組加入率の低いミシシッピ州で攻防＞ 

 かつて全米で最強の労組と呼ばれ大きな影響力を誇った UAW の弱体化が進んでいる。組

織人員は、ピーク時の 1979年の 150万人強から約 3分の 1に減少した。その原因の 1つが

南部州を中心に導入が進む労働権法（RTW 法）だが、2012 年には UAW の牙城だった中西部

のミシガン州やインディアナ州でも制定され、組合はさらなる打撃を受けている。 

 

 危機感を強める UAW が生き残りをかけて照準を合わせているのが、外資を中心に製造業

の進出が続く南部州だ。産業誘致に特に熱心なミシシッピ州では、2013年だけで 10億 3,000

万ドルの対内投資と 6,200 人の雇用を獲得した。特に自動車関連産業では、横浜ゴムによ

るトラック・バス用のタイヤ工場建設（投資額 3億ドル、初期雇用 500人）、日産自動車の

サプライヤー・パーク建設（5,000 万ドル、800 人）、ドイツ系のフォイヤー・パワートレ

インによるクランク軸工場の建設（1 億 4,000 万ドル、300 人）、トヨタ紡織ミシシッピの

工場拡張計画（2,100 万ドル、180人）など大型の進出・拡張計画が続いた。また航空産業

でも、オーロラ・フライト・サイエンス（本社：バージニア州）や、レイシオン・スペー

ス（本社：マサチューセッツ州）などが同州での工場建設や拡張を発表した。 

 

 ミシシッピ州は、労働組合への加入率が 4.3％（2012 年度米労働省調べ）で、ノースカ

ロライナ、サウスカロライナ、アーカンソーに続いて全米の州で 4番目に低い。参加率が 5％

以下の州はこの他にバージニア、ジョージア、テネシーと、アイダホを除けば南部州ばか

りだ。また、労働者が労働組合への加入を拒否できる RTW 法もこれら全ての州で古くから

導入されており、ミシシッピ州では 1954年に施行され、1960年には州憲法に盛り込まれた。

伝統的に反労組的な色彩が濃い保守的な州といえる。 

 

＜南部をターゲットに積極的な組合結成活動＞ 

 UAWの強い影響力は米自動車業界のコスト高を招き、ゼネラルモーターズ（GM）破綻の要

因ともなったといわれており、多くの外資系企業は UAW への加入を避けている。2014 年 1

月時点で、外資系自動車工場で労働組合があるのはイリノイ州ノーマルにある三菱自動車

の工場だけで、南部州にはない。各社とも、RTW法があり雇用環境に恵まれた南部州に次々



 

Copyright (C) 2014 JETRO. All rights reserved.  3 

と生産拠点を広げており、工業化が遅れていた南部の経済発展にも寄与している。 

 

 こうした南部の外資系自動車工場に目を付けた UAW は、積極的な労働組合結成活動を繰

り広げている。2011 年から稼働しているテネシー州のチャタヌーガにあるフォルクスワー

ゲン（VW）工場では、UAWが組合結成を促す署名活動を行い、約 3割の従業員の賛同を得た。

VW 側は妥協案としてドイツ式のワークカウンシルをつくることを提案し、UAW 側と話し合

いを進めている。ワークカウンシルは経営者側と労働者側の双方で構成され、労働環境や

生産性などについて労働者の声を反映させるためのいわば労使協議会で、労使紛争を回避

する手段として欧州では広く取り入れられている。しかし、RTW法では企業が後ろ盾となる

「カンパニー・ユニオン」は禁止されており、ワークカウンシルはこれに抵触する可能性

が高いとされている。 

 

＜日産工場でも大規模な働き掛け＞ 

 また、UAW は 2012 年からミシシッピ州において、日産のキャントン工場に労働組合をつ

くる働き掛けを強めている。組合結成を支持する同工場の従業員を、UAWが南アフリカ共和

国やスイスのジュネーブでの自動車ショーに合わせて行った記者会見に送り込んだり、ブ

ラジルの日産自動車ディーラーに対してピケを張ったりするなど、かつてない規模の活動

を繰り広げている。 

 

 日産キャントン工場は、ミシシッピ州最初の自動車生産工場として 2003 年に開所した。

現在 5,600 人以上の従業員を抱えており、従業員数が州で 2 番目に多い企業として存在感

を誇る。そのため、州政府関係者は「労働組合がないビジネス環境はこの地域の製造業の

発展に大きく寄与してきた。この風潮に変化が起きれば、地域の損失となる」と組合結成

の動きに懸念を示す。 

 

 UAWは、日産のスマーナ工場（テネシー州）でも 1980年代から組合結成を試みたものの、

失敗に終わっている。組合結成の是非を問う投票が 1989 年と 2001 年の 2 回行われたが、

いずれも反対多数で否決されている。今回のキャントン工場での試みでは、UAWは全米黒人

地位向上協会（NAACP）の支援を得ることに成功し、労組運動を公民権運動につなぐ戦略に

出た。ミシシッピ州は黒人の割合が 37％と全米で最も高く、キャントン工場の従業員も大

半が黒人だ。 

 

 このほか、UAWはメルセデス・ベンツのタスカルーサ工場（アラバマ州）や BMWのスパル

タンバーグ工場（サウスカロライナ州）でも組合結成の動きをみせており、南部州への集

中攻撃はしばらく続きそうだ。 

 

＜組合の「圧力」から守る法案の支持が拡大＞ 

 他方、これらの動きに対抗して、労働組合の一層の弱体化を図ろうとする動きも南部州
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を中心に出ている。トム・プライス下院議員（共和党・ジョージア州）とオリン・ハッチ

上院議員（共和党・ユタ州）が提出した「被雇用者権利法（Employee Rights Act）」の法

案は、南部州出身議員を中心に連邦議会で 70人の共同提案者を得ており、ミシシッピ州の

2 人の上院議員（いずれも共和党）も名を連ねる。同法案は 2011 年に最初に提出され、類

似の法案も出されているが、2003年 11月に共同提案議員が 2倍に増えるなど支持を広げて

いる。 

 

 この法案は、労働者を労働組合の「圧力」から守ることを目的とするもので、労働組合

結成の是非を問う投票は無記名投票とすること、ストライキの決行は無記名投票により過

半数の支持を得ること、労働組合による圧力的行為の刑罰化、労働組合の活動により被っ

た金銭的損害（違法に集められた組合費やストライキにより得られなかった賃金など）の

賠償などを内容に盛り込んでいる。 

 

 反組合派は、労働組合が組織拡大のために労働者に組合結成への投票やストライキを強

制し、労働者の意にそぐわない目的で活動費を使っている、などとたびたび批判してきた。

労働組合は民主党の重要な支持基盤であり、政治活動との線引きも曖昧だ。米労働総同盟・

産別会議（AFL－CIO）は、2010 年に活動費の 6 分の 1 を政治活動やロビー活動に使用して

おり、組合員の 6割がこれに反対しているという調査結果もある。 

 

 日産キャントン工場の従業員も、組合結成に対する賛成派と反対派の間で揺れ動く。あ

る従業員は「多くの人たちは会社に賃上げ圧力をかけるために UAW のキャンペーンに参加

してみせるが、実際に組合結成に賛成の投票をするとは思えない」と述べている。 
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民主党の強い州では労働者寄りの法整備 

 

2014年 03月 25日 ロサンゼルス事務所発 

  

 カリフォルニア州などの民主党の影響力が強い州では、労働組合加入の義務付けなどを

禁止する労働権法（RTW法）制定の動きは鈍い。カリフォルニア州のように、州議会で多数

を占める民主党の政治力を背景に、最低賃金の引き上げなど労働者に配慮した法整備がみ

られる。 

 

＜ハワイ含む西部 7州のうち 4州が RTW法未制定＞ 

 RTW 法の制定状況をみると、カリフォルニア州およびその東に位置する西部 6 州（ユタ、

アリゾナ、ニューメキシコ、ネバダ、コロラド、カリフォルニア）とハワイ州のうち、ネ

バダ、ユタ、アリゾナの 3州は 1960年に取り入れている。 

 

 RTW法は州法であるため、州知事が及ぼす影響が大きいといわれている。同法が未制定の

4州の知事の所属政党はカリフォルニア州、コロラド州、ハワイ州が民主党で、ニューメキ

シコ州が共和党だが、ニューメキシコ州も州議会は上下両院ともに民主党が多数を占めて

いる。 

 

 RTW法がこれら 4州に広がっていくかどうかについては、企業寄りで労働組合の権力を制

限したい共和党と労働組合を支持基盤とする民主党との間での議論に委ねられるが、民主

党の影響が強いことから RTW法の制定は進みにくいとみられる。 

 

＜資金提供を通じ政治に影響力を確保＞ 

 労働省の統計によると、2013年のカリフォルニア州の労働組合組織率は 16.4％で、労働

者 1,484万 5,000人に対して労働組合員は 243万人だ。労働組合組織率の全米平均は 11.3％

で、カリフォルニア州は 6位（1位はニューヨーク州の 24.4％）。南カリフォルニアの中心

であるロサンゼルス・ロングビーチ・サンタアナ都市圏では、労働者 527 万 2,000 人に対

して労働組合員は 68 万 3,000人で、労働組合組織率は 13.0％だ。 

 

 労働組合の目的としては労働者の賃金、社会保障、その他の労働条件の向上が挙げられ、

労働組合の代表者は使用者と定期的に会合を開き、労働協約交渉を実施している。協約の

内容について合意に達しない場合には、ストライキを実行するための投票を組合員に要求

することもある。実際の活動は職場や地域単位に置かれる支部（ローカル・ユニオン）が

担っている。 

 

 もう 1 つの大きな活動として政治資金提供がある。労働組合は使用者側に立つことが多

い共和党よりも、労働組合に好意的な政治家や候補者が多数いる民主党の選挙運動に多額
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の寄付をしている。民主党が多数を占めるカリフォルニア州議会においても、2013年 10月

の最低賃金の引き上げやメード、ベビーシッターなどの家内労働者に対して超過勤務手当

の支給を保障する法案が可決成立するなど、労働者に配慮した法整備がみられる。 

 

＜ロサンゼルス周辺労組を中心に大規模デモ＞ 

 2012 年 2 月にはロサンゼルス・チャイナタウンにネイバーフッド・マーケット（比較的

狭い商圏で食品を中心に扱う小売業態）をオープンするとしたウォルマートは、オープン

の是非を問う住民投票を実施するとした市議会の決定前に建築許可を得ていたことが発覚

し、出店に反対する市民グループや労働組合は抗議デモを実施した。ロサンゼルス周辺で

は大規模デモとして当時話題になった。 

 

 ウォルマートは、労働組合の結成は断固として許さない姿勢で低賃金かつ福利厚生のな

い条件で従業員を雇っていた過去があり、多くの従業員の医療などが公的扶助で賄われて

いたほか、進出先の地域では既存の商店を閉店に追い込み、その地域の賃金レベルを下げ

るという悪影響をもたらしていたことが指摘されている。 

 

 また、2014 年 6 月には米国西海岸の港湾労働組合と船会社などの使用者団体との労働協

約の更新が予定されている。過去の労使交渉では 2002年に交渉が決裂しロサンゼルス・ロ

ングビーチ港を含む港への立ち入りが制限され、物流に大きな影響を与えた。2012 年にも

ロサンゼルス港でストライキが発生し、1 日当たり約 10 億ドル相当の荷物が止まるなどの

影響が出た。今回の労使交渉では、港湾ターミナルの機械化による人員合理化と医療保険

制度改革における健康保険の労使負担割合が、交渉の中心議題とされている。 

 

（注）雇用される権利が保障されるという意味であって、雇用が保証されるわけではない。 
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当面は米国での労働権法の波及効果を見定める 

 

2014年 03月 26日 トロント事務所発 

 

 近年、米国のみならずカナダでも労働組合の組織率が低下傾向にある。しかし、カナダ

では労働権法（RTW法）を制定している州はない。2015年の次期総選挙を控え、各党は RTW

法の制定に慎重になっているとみられる。当面は米国で広がる RTW 法の波及効果を見定め

る状態が続くとみられる。 

 

＜労働組合の組織率は徐々に低下＞ 

 カナダ雇用社会開発省の発表によると、2012 年にはカナダの従業員の約 3 人に 1 人が労

働組合に加入、または組合費を徴収されている。労働組合の組織率は 1997年に 33.7％だっ

たが徐々に低下し、2012年時点では 31.5％になっている。州別にみると、ケベック州が最

も高く、39.9％、ブリティッシュ・コロンビア州が 31.3％、オンタリオ州が 28.2％、アル

バータ州が 23.5％となっている。 

 

 「グローブ・アンド・メール」紙によると、政府の発表とは異なるとしながらも、2012

年 1月の労働組合加入率は 29.9％と前年同月比 0.3ポイント低下し、1965年以来、初めて

30％を下回ったとしている。 

 

 当地 CIBC銀行のエコノミストは 2013年 11月に発表した報告書で、労働組合組織率の低

下は従業員の交渉力の低下をもたらす要因になり得るとし、この背景には、カナダの労働

者たちが、国境の南、すなわち、米国の RTW 法制定州との競争にさらされていることを挙

げている。 

 

＜RTW法の有無が企業の製造戦略に影響も＞ 

 実際に、労働組合との交渉決裂に伴い工場閉鎖に追い込まれ、製造拠点が米国の RTW 制

定州に移ったケースも出ている。 

 

 2012 年、米国の建設機械製造大手のキャタピラー（本社：イリノイ州）は、オンタリオ

州ロンドン市の鉄道機関車工場で賃金半減交渉に臨んでいたが、組合側はキャタピラーの

要求を拒否。その結果、キャタピラーはオンタリオ州ロンドン工場を閉鎖し、RTW法制定州

の 1つであるインディアナ工場に生産を移した。これは一例にすぎないものの、RTW法制定

の有無が企業の製造戦略にどれほどの影響を与えているか定かではないが、それが 1 つの

ポイントになることは想像できる。 

 

 また、組合がないからといって必ずしも企業が低賃金で雇っているわけではない。トロ

ント大学のラファエル・ゴメス准教授（労働・雇用関係）は、オンタリオ州の自動車セク
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ターを例に上げ、トヨタやホンダなど労働組合が組織されていない企業でも、一般的に賃

金と福利厚生の水準は「デトロイトスリー」〔ゼネラルモーターズ（GM）、フォード、クラ

イスラー〕と同等レベルになっていると指摘する。 

 

＜RTW法の導入には慎重な見方が大勢＞ 

 カナダにおける RTW 法制定への機運はそれほど高くない。その理由の 1 つには、制定が

進んでいる米国の各州の経済、雇用（失業率）の状況を見極めたいということがある。 

 

 最近では、米国の RTW 法制定州で失業率がさほど改善していなかったり、就労できたと

しても賃金は低い水準にとどまっていたりといった報道がみられる。また、RTW法制定州で

あるインディアナ州の労働組合を例に、強い交渉力を持った労働組合が同州の技能開発セ

ンターにおける労働者の技能の多様化や向上に貢献しているといった報道もある。 

 

 カナダでは、RTW法の制定へ向けた具体的な動きはみられない。これには、RTW法制定を

視野に入れた労働・雇用政策が次期総選挙に与える影響を慎重に見極めたいという各党の

思惑があると思われる。 

 

 他方、連邦政府の政権を担う保守党は 2013 年 11 月、党の主要政策の中に、公的部門の

労働者および労働組合の力を弱めていく方針を盛り込んだ。米国で制定が進む RTW 法を意

識したものと思われるが、全容はいまだ具体的にみえていない。 

 

 また、オンタリオ州の進歩保守党のティム・フダック党首はかつて、同州の製造業の再

生に向け、RTW法の制定に前向きな姿勢を取っていたが、最近では、党内で RTW法の制定を

党の主要政策にすべきかどうか意見が分かれている。 

 

 今後、カナダにおいて RTW 法制定の動きが高まっていくとすれば、それは米国の RTW 法

が制定されている 24 州の経済や雇用への波及効果を見極めた上でのことかもしれない。 
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ハイテク企業と一般労働者の反目深まる－シリコンバレーに根強い反組合意識

（1）－ 

 

2014年 03月 27日 サンフランシスコ事務所発 

 

 シリコンバレーを本拠に革新的な技術を生み出し続ける大手ハイテク企業は、どこも労

働組合を持たない。その背景には、労働条件に恵まれた従業員には労働組合を組織する理

由が見当たらない、歴史的に労働組合を良しとしない企業風土がある、の 2 点がある。ハ

イテク企業には、労働組合がイノベーション創出を阻むのではないかとの懸念があり、一

般企業の労働者にはテクノロジーが雇用を奪っているとの見方が根強い。シリコンバレー

の労働事情について 2回に分けて報告する。 

 

＜コンピュータ職種の給与は州平均の 2倍＞ 

 グーグル、アップル、ヤフーなど、シリコンバレーに本拠を置き世界的な成功を収めて

いるハイテク企業は、高額な給与や手厚い福利厚生など従業員を中心に据えた労働条件を

持つことで知られる。 

 

 カリフォルニア州雇用開発局（EDD）によると、2013年第 1四半期の同州の平均年収は 5

万 2,978ドルだったが、シリコンバレーのコンピュータ関連職種は 10万 2,785万ドルとお

よそ 2倍だった。人材スカウト企業ジョブスプリング・シリコンバレーによると、大手ハ

イテク企業のソフトウエアエンジニアの年収はさらに高額になるという。 

 

 2013年 3月時点で、新卒のソフトウエアエンジニアが大手ハイテク企業で得る年収は 8

万ドル、ビッグデータ情報処理プログラムのハドープ（Hadoop）を使った経験が 3年ある

エンジニアの年収は、17万 5,000ドルに達する。プログラム言語ジャバ（Java）を使いこ

なせるシニアレベルのエンジニアになると、少なくとも 14万ドル、多くて 16万 5,000ド

ルの年収が確保できる。シニアレベルでなくても、3～5年の経験があるエンジニアの基本

年収は 11万～13万ドルで、それ以外にも自社株やボーナスなどが与えられるという（ブロ

グサイト「ジョブスプリング・パートナーズ」2013年 3月 4日）。 

 

＜清掃作業員とエンジニアの年収の差は 3倍＞ 

 一方で、2,300人が属する合同交通労働組合（ATU）とサービス従業員国際組合（SEIU）

が 2013年に 2度ストライキをしたベイエリア高速鉄道（BART）の場合、職員の平均年収は、

ATU組合員が 6万 2,614ドル、SEIU組合員が 7万 3,410ドルだ（「コントラコスタ・タイム

ズ」紙 2013年 7月 2 日）。BARTの組合員の平均年収はカリフォルニア州の平均年収を上回

るものの、大手ハイテク企業に勤める新卒のソフトウエアエンジニアには及ばない。 

 

 また、シリコンバレー周辺で組合員が最も多い SEIUに多く所属する同州の清掃作業員（2

http://www.labormarketinfo.edd.ca.gov/LMID/OES_Employment_and_Wages.html
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万 9,530ドル）や食品関連従事者（2万 4,515ドル）と新卒のソフトウエアエンジニアの平

均年収を比較すると、その差はおよそ 3倍、シニアレベルのエンジニアと比較すると、そ

の差は 5.6～6.7倍にもなる（表 1参照）。 

 

 

 

＜ハイテク企業は高額な医療費も負担＞ 

 ハイテク企業に勤務するエンジニアは、給与だけ例にとってもその他の職種と大きな差

があるが、福利厚生制度の中で重要な医療保険についても一般企業の従業員より恵まれて

いることは明らかだ。 

 

 米国では医療費が自己破産の最大の理由で、19～64歳の人口の約 20％が支払いに苦労し

ているといわれるほど高額だ（「CNBCニュース」電子版 2013年 6月 25日）。雇用を通して

加入できる健康保険の加入オプションの有無や自己負担の割合の大小は、勤務先を選ぶ判

断材料の 1つになり得る。医療政策に関する調査を行う NPOであるカイザー家族財団（KFF）

によると、カリフォルニア州で雇用主が提供する健康保険を持つ人の、医療費の自己負担

の平均割合は 18％だ。 

 

 一方、シリコンバレーのハイテク企業には、医療費の自己負担割合を 0％にしているとこ

ろが多い。ニュースや情報を可視化するブログのクール・インフォグラフィックスによる

と、ツイッター、フェイスブック、ビジネス向け SNSのリンクトインなどがその例だ。 

 

 これらの企業に勤める従業員は医療費を負担する必要がない。また、全ての医療費を負

担しない場合でも、グーグルなどは医師、理学療法士、整体療法士（カイロプラクター）

などを社内に常駐させ、就業中に具合の悪くなった従業員のために備えているという（ブ

ログサイト「クール・インフォグラフィックス」2013年 10月 7日）。 
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＜軽装やペット帯同の出勤も＞ 

 その他、食事や飲み物、クリーニングサービスを無料で従業員に提供したり、インター

ネット環境の整った通勤用のシャトルバスを運行するなど、手厚い福利厚生で知られる企

業がシリコンバレーには多い。また、在宅勤務を認め、コアタイム（出勤義務のある時間

帯）を持たないなどフレキシブルな就業条件のほか、Tシャツにデニムといった軽装や、ペ

ットを連れての出勤を認めるなど、自由でカジュアルな労働環境の企業も枚挙にいとまが

ない。 

 

 労働組合が雇用主に求めてきた条件をはるかに上回るこうした労働環境下で勤労するハ

イテク企業の従業員にとっては、あえて労働組合を組織する理由がない（ハイテク系ブロ

グサイト「テッククランチ」2013年 7月 29日）ということなのだろう。シリコンバレーや

その周辺地域にも、組合員の多い労働組合はあるが（表 2参照）、大手ハイテク企業の多く

は労働組合を持っていないのが現状だ。 

 

 

 

＜1970年代には反組合意識が存在＞ 

 シリコンバレーのハイテク企業が労働組合を持たない理由のもう 1つが、歴史的に受け

継がれてきた強い反労働組合意識だと考えられる。半導体最大手インテルの創始者の 1人

で、「シリコンバレーの主」と呼ばれたロバート・ノイス氏は生前、「労働組合を持たない

企業であり続けることが、企業の存続には必要不可欠」と述べており、シリコンバレー創

成初期の 1970年代には、既に反組合意識があったことがうかがえる。 

 

 「ニューヨーク」誌（2013年 7月 11日）は、ノイス氏やその周辺の開発者たちは、「一

大ハイテク企業集積地としてのシリコンバレーを築くに当たって、絶え間なく変化するテ

クノロジー業界に必ずしも有益とは限らない労働組合が絡むような伝統的な労働スタイル

を企業から排除する機会とみていた」と分析する。 

 

＜労働組合の結成を回避するため厚遇に＞ 

 シリコンバレーのハイテク企業で平均以上の給与や福利厚生を従業員に与えることとな

ったきっかけも、その反組合意識にあったとされる。スタンフォード大学の歴史学者レス
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リー・バーリン博士は、シリコンバレー創成初期には、「経営陣に反抗する東海岸とは違う

新しいコミュニティーを創るという強い夢想的緊張感があった」との見方を示す。 

 

 加えて同博士は、「ハイテク企業は、規制、税、政府の介入などに反対していたわけでは

なく、単純に自社へ労働組合を持ち込みたくないという思いから、他の企業より高額な給

与や豊かな福利厚生を与えることで従業員の幸福度を満たし、労働組合結成を避けるよう

に仕向けていた」とする（「ニューヨーク」誌 2013年 7月 11日）。 

 

＜労働組合はイノベーションを阻むとの研究も＞ 

 ハイテク企業の反組合意識は現在もシリコンバレーで生き続けているようにみえる。テ

クノロジー動向や経済政策をテーマとしたブログサイト「テックダート」の創設者マイク・

マスニック氏は「ハイテク産業の労働組合は、経営陣と従業員が必要とする柔軟性を奪い、

イノベーションのスピードを著しく落とす。経済とイノベーションにとっての天災となる」

と厳しい見方を示す（ブログサイト「ザ・デイリー・ビースト」2013年 7月 14日）。 

 

 実際に、労働組合がイノベーション創出を阻害している可能性があることは研究者によ

って明らかになっている。南フロリダ大学やニューオリンズ大学などの経営学の准教授ら

が 2013年 10月に発表した、労働組合結成とイノベーションの関係性を調査した報告書「労

働組合のイノベーションにおける因果効果」は、「労働組合はイノベーションに悪影響」と

結論付けた。それによると、従業員投票により労働組合結成が認められた企業は、投票後

（注 1）の 3年間で特許取得件数が 8.7％、特許引用数が 12.5％減少し、イノベーションの

量、質ともに低下しているという。 

 

＜「テクノロジーが雇用を奪う」と労働組合側＞ 

イノベーション創出を拒む要因となり得ることを理由にハイテク企業が労働組合を嫌う

一方で、労働者側もハイテク企業に強い反発心を抱いている。IT分野のブログサイト「テ

ッククランチ」は、技術が従来の産業を崩壊させ、雇用機会を奪っていると労働組合側が

認識していることが理由の 1つだとしている。 

 

 2013年、「テッククランチ」が 1,000人の労働組合員と、「テックピープル」と呼ばれる

ハイテク産業の従業員を対象に行ったインターネット上での調査によると、「従業員の雇用

を奪う革新技術が開発された場合、雇用主はどうすべきか」という質問に、30％のテック

ピープルが「革新技術を採択し解雇するべき」と回答したのに対し、同様の回答をした組

合員は 16.5％にすぎず、労働者側が自らの雇用を奪う可能性があるテクノロジーを支持し

ない傾向にあることが見て取れる（「テッククランチ」2013年 7月 29日）。 
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＜革新技術への反発は 30年前から＞ 

 この傾向は近年に始まったことではない。「リレーションズ・インダストリーズ」誌に寄

稿されたスティーブン・ペイトニチス氏の調査報告書「労働組合のテクノロジーの変化に

対する考え方」によると、既に 1983年に、調査に参加した 54の組合団体のうち 42.6％が

従業員の雇用が守られるのであればテクノロジーを受け入れる、14.8％がテクノロジーの

受け入れには反対、と回答している（注 2）。 

 

 マサチューセッツ工科大学の経済学者ダロン・アセモグル博士は「過去 30年間で誕生し

たテクノロジーは、高い技術を持たない労働者の業務を代わって行っている。そういった

労働者は所得が限られたり、雇用そのものを奪われたりする場合がある」と分析している

（ウェブサイト「サロンドットコム」2013年 7月 19日）。 

 

（注 1）米国で労働組合を組織するには、まず従業員の 30％から組合結成に賛同する署名

入りのカードを回収し、経営陣が組合結成を承認するか、そうでない場合には従業員によ

る投票を行い、半数以上の支持を得なければならない。 

（注 2）1983年「リレーションズ・インダストリーズ Vol.38」『労働組合のテクノロジーの

変化に対する考え方』 
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クリエーター層の「見下す」発言に市民も反発－シリコンバレーに根強い反組

合意識（2）－ 

2014年 03月 28日 サンフランシスコ事務所発  

 

 シリコンバレーのハイテク企業側と一般企業の労働者が反発し合う構図は 2013年通勤鉄

道会社でストライキがあった際、「テックピープル」と呼ばれるハイテク企業従事者が発し

た労働組合批判とも受け取れる発言で鮮明になった。こうした発言には、ハイテク企業の

クリエーター層による労働者や中産階級への敵対心が垣間見えるとの分析もある。シリコ

ンバレーの労働事情報告の後編。 

 

＜ストライキで労組への反目が浮き彫りに＞ 

 サンフランシスコと周辺地域を結ぶ鉄道網のベイエリア高速運輸（BART）で、2013年に

2度ストライキがあった。2,300人が属する 2つの労働組合、合同交通労組（ATU）とサー

ビス従業員国際組合（SEIU）が待遇改善などを求め、7月初旬と 10月初旬にそれぞれ約 4

日にわたって起こしたストライキで、サンフランシスコ周辺の交通は終日大混乱し、およ

そ 40万人の通勤・通学者に影響が出たといわれる。 

 

 こうした中、テックピープルが発した、労働組合批判とも取れる発言が波紋を呼んだ。

発端は、1回目のストライキが始まった 7月に、公共放送アメリカン・パブリック・メディ

アのビジネス向けラジオ番組「マーケットプレイス」に寄せられた、2人のコメントだった

とされる。 

 

 1つは、テクノロジー系オンラインサイトのパンド・デイリーの創始者で、コラムニスト

のサラ・レイシー氏が「ハイテク産業にいる人々は、世の中は能力主義社会だと感じてい

る。必死に働き何かを創り出す。それは労働組合とは正反対だ」と発言したこと。もう 1

つはソフトウエア開発ユーザーボイスのリチャード・ホワイト最高経営責任者（CEO）の、

「従業員を仕事に戻し、望んでいる給与を与え、2度とストライキが起こらないように、彼

らの仕事を自動化するべきだ」とのコメントだった（「マーケットプレイス」2013年 7月 4

日）。 

 

＜テックピープルの印象が悪化＞ 

 この 2人の発言は、ソーシャルメディアを通して広く知られることとなり、労働組合支

持者の反感を買っただけでなく、テクノロジー産業以外を見下す発言と捉えた市民からも

批判が出た。 

 

 そのほか、ツイッターのメディア部門でグローバルオペレーションの代表を務めるベ

ン・グロスマン氏は「茶色と黒で、BARTのストライキを起こした人に似合うものは？それ

はドーベルマン（怒り過ぎ？渋滞にはまって長い 1日だ）」と自身のツイッターアカウント
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に投稿した。グロスマン氏の真意はともかく、この発言は「犬のドーベルマンに、ストラ

イキを引き起こした人を攻撃させたいくらい、ストライキの影響による交通渋滞がひどく

てイライラしている」という意味にも解釈できる。 

 

 このツイートは即日削除されたが、その翌日に BARTの労働者 2人が、作業中に電車にひ

かれて死亡する事故が起きたことも手伝って、不謹慎な発言だったとして批判を浴びた。

またドーベルマンを「茶色と黒」と表現したことが、BARTの労働組合に多いマイノリティ

ーを意図したのではないかとの臆測を生み、批判を拡大させることになった（ウェブサイ

ト「ドッグスター」2013年 10月 22日）。 

 

 シリコンバレーの大手ハイテク企業の従業員は、雇用主が福利厚生の一環として提供し

ている、Wi－Fi完備のシャトルバスを通勤に利用している場合が多く、BART のストライキ

による通勤への影響は少なかった。それにもかかわらずストライキに批判的なコメントを

発信したことが、テックピープルの印象を一層悪化させた可能性もある。 

 

＜「自分は特別な存在」という意識も＞ 

 ハイテク企業による反労働組合意識は、シリコンバレー誕生初期には企業を存続させる

ため、またイノベーション創出への悪影響を回避するために生まれたものだった。しかし

労働組合の結成を回避するため、従業員に平均以上の給与と福利厚生を与えた結果、シリ

コンバレーのハイテク企業で働くことは特別で、他の企業に勤める人とは違うのだ、とい

う意識を植え付けたとの見方もある（「オカラ・スターバナー」紙 1983年 12月 25日）。 

 

 テックピープルによる反組合意識は、「自分は特別な存在」という意識が行き過ぎて、労

働者や中産階級への敵対心を含んでいるという見方も出ている。「ニューヨーク」誌（2013

年 7月 11日）は、「ハイテクコミュニティーは、長期的な視点で労働組合が崩壊していく

様子を観察しているだけではない。知的創作物を創造する『クリエーター階級』が、その

創作物を享受する『労働者階級』を打ちのめす例をつくるために、労働組合反対の姿勢を

強めている。反労働組合意識は、今や階級闘争の側面を持っている」と論じている。 

 

＜グーグルのシャトルバスに抗議＞ 

 一方で、労働組合や中流階級に属する人々も、ハイテク従事者への反発心を強めている

ようにみえる。2013年 12月 9日、サンフランシスコのミッション地区で、交通整理員のよ

うに黄色いベストをまとった人たちの団体が、市内から郊外の本社へ社員を運ぶグーグル

のシャトルバスを取り囲み、運行を妨害した。 

 

 同団体の主張は、同社が社員をバスに乗せるために市営バスのバス停を利用しているこ

とが公共インフラの不適切な使用に当たる、というものだった（注 2）。しかし本当の目的

は、多くのテックピープルが市内に流入したことで、これまで中流階級が多く住んでいた
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同地区の家賃が上昇し、家賃が支払えなくなった住人が引っ越しを余儀なくされているこ

とに対する抗議だったとされる。 

 

 同団体の弁護士は「ハイテク企業が運行する通勤バスが、長年ミッション地区に居住し

てきた中流階級の住民を追いやった。中流階級とハイテク企業に勤めるエリートの 2層構

造社会の象徴だ」とし、「通勤バスの運行ルートに沿って家賃が高騰していることは明らか

に大問題」とコメントしている（ブログサイト「スレートドットコム」2013年 12月 9日）。 

 

 

 

 また抗議行動の最中、グーグルの社員を装った労働組合員の男性が同社の印象を意図的

に悪化させるような「寸劇」を見せたことも話題になった（ウェブサイト「ミッション・

ローカル」2013年 12月 9日）。「ここは家賃の払える人が住むところ。家賃が支払えないの

なら出て行ったらいい。気の毒だとは思うが、もっと良い仕事を探すべきだ」と声を張り

上げたものだが、この男性はこの地区の住民でも、グーグルの社員でも、抗議団体の一員

でもなかった。後にこの男性は「通勤バスの問題だけではない。それ以上にサンフランシ

スコで何が起きているのかを表現した政治劇」だったと認め、「毎日サンフランシスコの

人々が立ち退きを迫られて、家を失っていることは大きな問題だ」と述べている（「スレー

トドットコム」2013 年 12月 9日）。 

 

＜ハイテク企業の通勤バスが原因で家賃高騰＞ 

 抗議行動が行われたサンフランシスコのミッション地区では、グーグル以外にもアップ

ル、フェイスブック、ヤフーなどの大手ハイテク企業が通勤バスを走らせ、郊外の社屋ま

で毎日 3万 5,000人を運んでいるといわれる（ウェブサイト「オール・シングス D」2013
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年 7月 21日）。 

 

 カリフォルニア大学バークレー校の調査によると、これらのハイテク企業の通勤バスの

停留所から徒歩圏内の物件はサンフランシスコの他のどの地域よりも人気があり、抗議行

動の現場から 0.5～1 マイル（約 0.8～1.6キロ）以内にある 2LDKのアパートは 20％、0.5

マイル以内の同等のアパートの家賃は 27％も上昇しているという。このような家賃の上昇

は、「グーグルバス効果」や「サンフランシスコのドットコムブーム 2.0」などと呼ばれて

いる（「サンフランシスコ・エクザミナー」紙 2013年 12月 9日）。 

 

 また、こういった通勤の利便性が高い地域に入居したがるテックピープルには、企業の

福利厚生の一環で食事や洗濯のサービスが無料で提供されているため、自宅で調理や洗濯

をする必要がなく、食器洗浄機の有無や洗濯機が用意されているかなどは、物件を探す際

の条件になりにくい。そのため、立地条件は良いが、その他の原因で人気のなかった物件

にも借り手がつくようになり、同地域全体の家賃をつり上げる原因になっているとも指摘

されている（「ウォールストリート・ジャーナル」紙電子版 2012年 3月 16日）。 

 

（注 1）ベイエリアとは、サンフランシスコ湾岸地域の総称で、米西海岸での金融、保険産

業の中心地サンフランシスコと、その対岸のオークランド、その南に広がる先端産業の集

積地シリコンバレーを含む。 

（注 2）サンフランシスコ市内でバスゾーンを不当に占拠した場合、271ドルの罰金が科せ

られることがある。同市営交通局（MUNI）は 2013年 7月、MUNIのバスと一般企業の通勤バ

スが共用できる停留所を市内 200ヵ所に設置する計画を提案した。この計画は 2014年の夏

から開始される予定で、利用する企業は料金を支払って許可証を取得し、運行スケジュー

ルを市に提出する。 

 

 

  



 

Copyright (C) 2014 JETRO. All rights reserved.  18 

テネシーの VW工場労働者は UAW加入を否決 

 

2014年 03月 31日 ニューヨーク事務所発  

 

 テネシー州は労働権法（RTW法）が制定されているが、同州チャタヌーガにあるフォルク

スワーゲン（VW）の組立工場で 2月に、全米自動車労働組合（UAW）への加入の是非を問う

選挙が実施され、結果は否決に終わった。これに対し UAW は、政治家や外部グループによ

る妨害があったとして、全米労働関係委員会に申し立てを行うなど、抗戦の構えだ。バー

ジニアより北東の州は全て RTW 法の未制定州だが、一部の州では制定を試みる動きもみら

れる。 

 

＜UAWが VW工場の取り込みに失敗＞ 

 テネシー州のチャタヌーガにある VW・オブ・アメリカの組立工場で 2月 14日、UAWを組

合代表とするかどうかを問う投票が行われた。舞台が外国企業の工場であることも相まっ

て、注目を集める選挙となった。投票結果は、賛成 626 票、反対 712 票で否決された。ち

なみにテネシー州は RTW 法を制定しており、同法の存在などにより企業にとって経営しや

すい労働環境があることを、企業誘致のアピール材料の 1つとしている。 

 

 UAWはこれまで、影響力の巻き返しを図るため、南部の外国自動車メーカーの工場の組合

取り込みを目指してきた。VW 側もまた、米国でドイツ流の労使協議会を設置するかたちで

応じる準備があり、そのためには、労働者を代表する組織の存在が必要だった。両者の思

惑は一致し、VW と UAW は、ドイツ企業が広く採用している労使協議会の設立協議で合意。

労使協議会設置のために UAW が同工場での組織化の準備を行うことや、経営側は UAW の行

動に対して中立を維持し、その活動を邪魔しないことで合意していた。 

 

 UAWという強力な労働組合が、経営側了解の上で取り込みを試みるという好条件から、UAW

幹部は結果について自信を示していたが、結果は UAWの敗北に終わった。今回のケースは、

UAWによる外資系工場への進出の頓挫というだけにとどまらず、労働運動そのものの退潮ぶ

りを示す象徴的な結果となった。投票結果を受けて、UAWは声明で「私たちは、組合をつく

るという労働者の基本的な権利を邪魔する政治家や外部の利益グループに攻撃された」と

述べた。 

 

＜UAWは結果に納得せず、労働関係委に申し立て＞ 

 テネシー州のビル・ハスラム知事（共和党）は、UAWの取り組みはテネシー州への企業進

出を阻むものだと、主張していた。ボブ・コーカー上院議員（前チャタヌーガ市長、共和

党）は 2月 12日、「UAWを追い返せば、VWがスポーツ用多目的車（SUV）の新車製造ライン

をチャタヌーガ工場につくることが保証されるだろう」とコメント。また、増税反対運動

の旗手である保守ロビイストのグローバー・ノーキスト氏は、掲示板広告や地方新聞に反



 

Copyright (C) 2014 JETRO. All rights reserved.  19 

対広告を掲載。UAW賛成に投票するとデトロイトの二の舞になる、と訴えた。 

 

 チャタヌーガ工場内部でも、反対する動きはみられた。UAWへの加入を強いられることを

嫌う声や、UAWの賃金交渉の力を疑問視する声などを背景として、反対派従業員が草の根的

な活動を行っており、そういった反対活動の影響を指摘する向きもある。とはいえ、VW チ

ャタヌーガ工場のフランク・フィッシャー最高経営責任者（CEO）は、投票結果は新ライン

設置と関係がないと述べ、ドイツの VW本社もコーカー議員のコメント内容を否定していた。 

 

 UAWは、コーカー上院議員、ハスラム州知事、テネシー州議会の保守派指導部などによる

妨害があったとして、全米労働関係委員会（NLRB）に申し立てを行った。また、VW チャタ

ヌーガ工場のフィッシャーCEOは「労働者は UAWを拒絶したが、労使協議会の考えに反対の

票を投じたわけではない」と強調。米国労働法と整合性の取れたドイツ流の労使協議会の

設立に向けた取り組みを続けることを表明した。 

 

＜北東部でも RTW法制定に向けた動きも＞ 

 南部のテネシー州は RTW 制定州だが、北東部州は知事、議会ともに民主党が仕切ってい

るケースが多く、バージニア州より北東は RTW 法の未制定州ばかりとなる。ただ、北東部

州でも制定に向けた動きがないわけではない。ニューハンプシャー州は、2011 年に共和党

が主導権を握る議会が RTW 法案を通したものの、当時の州知事（民主党）が拒否権を発動

した。2013年に再び法案が提出されたが、11月の選挙で議会は民主党が多数派となったた

め、2014 年 2 月に否決された。またメーン州でも、共和党の州議会議員から RTW 法案が提

出されたが、2013年 4月に否決されている。 

 

 先進的な会社法を導入していることで知られるデラウェア州でも、RTW法の制定に向けた

動きが出ている。2013 年 11月、同州にあるゼネラルモーターズ（GM）の工場を購入し、エ

コカーの生産を計画していたベンチャー企業のフィスカーが経営破綻した。中国自動車部

品大手の万向集団がフィスカーを買収することになったものの、旧 GM工場での生産の可能

性は低いとされる。これが、同州の景気回復の遅れもあり、問題となっている。 

 

 こうしたことを受けて、デラウェア州の共和党議員の間からは、旧 GM工場のある地域な

どを「RTW法区域」とする提案が挙がった。州単位での RTW法制定ではなく、地域限定での

提案は珍しいケースだ。しかし、同州の議会は民主党が多数派を占めており、民主党の州

知事は後ろ向きで、組合も反対の意向を示している。 
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南部では組合活動が多様化するも、影響は限定的 

 

2014年 04月 01日 アトランタ事務所発 

 

労働権法（RTW法）が制定されている南部および南東部の共和党政権州では、企業側が強

く、組合の影響が少ない労働者を確保するのは比較的容易とされてきた。また、企業の進

出や拡張先として、南部・南東部を選ぶ理由の 1つにもなっていた。最近では、労働組合

の活動に新たな傾向がみられるものの、労組の影響力は依然としてそれほど大きくはない。 

 

＜サプライヤーの組合組織化が増えるとの見立ても＞ 

 テネシー州のフォルクスワーゲン（VW）で 2 月中旬、工場の組合組織化と全米自動車労

働組合（UAW）加入の是非を問う従業員投票の結果、いずれも否決されたことは、組合に

対する南部の労働者の厳しい目を浮き彫りにするかたちとなった。UAW は今後、主要自動

車メーカーに納める、より小規模な製造者やサプライヤーにおける組合活動を強化すると

みられている。例えば、アラバマ州でダイムラーに納めるサプライヤーの中では、既に ZF

インダストリー、フォーレシア・インテリア・システムズ、インテバの工場における組合

組織化に成功している。こういったサプライヤーの工場組織化の事例が増えるとの見方も

ある。 

 

 VW やダイムラーのような主要自動車メーカーにおいては、排他的交渉代表になろうとす

る者（労働組合）は、全国労働関係局（NLRB）に従業員投票の実施を申請し、団体交渉を

行う代表が投票で選出された後に、雇用主と交渉できる。しかし、サプライヤーなどの小

規模企業においては、同局の新規則により申請が簡素化されており、被雇用者の過半数の

支持がなくても記名・秘密投票によって従業員投票を行うことができ、「組合授権カード」

に被雇用者の署名を募り、30％を超える支持を取り付ければ、組合組織化が実現する。 

 

＜組合活動の新手法として 2つの傾向＞ 

 現在の労働組合活動の傾向について、日系企業の労務弁護などを務めるバーマン・フィ

ンク・バンホーン法律事務所の小島清顕弁護士に聞いたところ、2 つの新しい傾向があると

のことだった。 

 

（1）大規模組織化（Wholesale Organizing） 

 外資や州外の本社に直接働き掛ける手法で、本社の大株主を味方に付けて組合の代弁を

させたり、経営幹部個人への圧力をかけたりして、本社から子会社や米国法人への指示に

より、組合活動に「協力」するように仕向ける手法。本社を攻めることで、複数の現地法

人に労組をつくることから、こう呼ばれる。VW でも同様の手法が取られ、ドイツ本社の意

向で、本社労働組合の幹部がチャタヌーガ工場へ出向き、経営陣と勤務環境改善を協議す

る労使協議会に参加する準備を行っていた。 
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（2）市民団体（Community Work Centers）との連携による組織化 

 市民団体と連携し、機会均等や労働者の勤務環境改善の一環として、従業員を組合に組

み入れ、活動を強化していく手法。特に低賃金労働者や、マイノリティー（人種、性別、

職階）別にアプローチすると効果的で、場合によっては特定の移民や人種別などの団体の

草の根活動をともに行うこともある。 

 

 2006 年に組織された「勤労者世帯のためのパートナーシップ（The Partnership for 

Working Families）」と呼ばれるグループは、全米 16 都市（アトランタ、ボストン、デン

バー、ミルウォーキー、ミネアポリス、ニューヘイブン、ニューヨーク、ピッツバーグ、

フェニックス、シアトルのほか、カリフォルニア州に 6 ヵ所）の市民団体によって形成さ

れている。こういった団体との連携で、一見労働組合活動にはみえない、被雇用者の社会

的な地位向上を目指す市民活動として雇用主へアプローチしてくる。社会的な市民権運動

のため、雇用主は拒否しづらく、また労働者にも受け入れられやすい特徴が利用されてい

る。 

 

 アトランタ支部は、「公正な職（Jobs with Justice）」「アトランタ被雇用者結成委員会

（Atlanta Workers Organizing Committee）」といった名称で、ウェブサイト上では、州

教職員の雇用改善、スクールバス運転手の最低賃金引き上げ、環太平洋パートナーシップ

（TPP）反対運動などの活動を行っている。 

 

＜組合組織率が依然として低い南部・南東部＞ 

 こういった新手法は、南東部地域における自動車製造拠点では大きな成功を収めてはい

ないが、日本でいわれる 3K（きつい、汚い、危険）の職種で支持を伸ばしている、という。 

 

 ここ 2 年間の NLRB への従業員投票申請リストによると、南部・南東部地域においては、

フロリダ州の病院や介護関連施設のほか、テキサス州のエネルギーおよび関連産業施設（例

えば石油精製施設など）が活動の中心になっている。 

 

 しかし、2013 年に 8 年ぶりに組合組織率が 5％台へ戻ったジョージア州、過去 10 年間 5

～6％台で推移しているフロリダ州、同様に 4～5％台のテキサス州は、いずれも他地域に比

べれば組織率は依然、相当低い水準にある。現時点では、労働組合の活動が南部・南東部

地域の生産活動に大きな影響を与えるまでには至っていない。 

 

 

  

http://www.forworkingfamilies.org/sites/pwf/files/campaigns/map_05%2015%2012_1200px.jpg
http://www.forworkingfamilies.org/sites/pwf/files/campaigns/map_05%2015%2012_1200px.jpg
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知事選控えたミシガン州で労働権法議論再燃の兆し 

 

2014年 04月 02日 シカゴ事務所発 

 

自動車産業の中心都市デトロイトを抱えるミシガン州では、2012年 12月に労働権法（RTW

法）が成立した。その後 1年余りが経過し、この問題は落ち着いたかにみえるものの、2014

年 11月の知事選挙を控え、同法を支持する共和党など保守層と、反対する民主党との間で

議論が再燃する兆しが出てきた。シリーズの最終回。 

 

＜州知事は法の正当性を訴え＞ 

 ミシガン州は RTW 法が制定された州としては全米で 24 番目と遅いが、雇用の裾野が広

い自動車産業の中心都市を抱え、全米自動車労働組合（UAW）の本部を有するなど、その

社会的影響力は大きい。2012 年 12 月に同法が成立した際、共和党を中心とする保守層は

「さびついたベルト地帯（Rust Belt）も、ビジネスがオープンになる」と歓迎した。しか

し、反対派は RTW 法を労働組合つぶしの法律だと批判しており、2014 年 11 月に予定され

ている州知事選挙では、現職のスナイダー知事の再選を阻止しようと誓ったとされる。 

 

 スナイダー知事は 2014 年 2 月、メディアの取材に、「（2010 年の知事当選時）私は RTW

法制定を推進していたわけではなかったが、この問題に対して私の立場は明確だ。実際問

題として、もし同法が（2010 年当時、目の前に）あったなら、それを推進するのは良いこ

とだと考えただろう」と述べ、「同法のおかげで、ミシガン州は良くなっていると思うか」

との質問には、「そのとおり」と答えるなど、同法の正当性をアピールしている。ミシガン

州の代表的な産業である自動車業界が回復基調にあることも知事の発言を後押しする。

RTW 法の成立で、UAW が従来のような活動ができなくなるのではないか、との臆測がミ

シガン州に企業を呼び込む好材料になっているとの見方もある。スナイダー知事は就任後、

州内で 22 万人の雇用を生み出したと主張する。 

 

＜州の失業率は改善されず＞ 

 一方、RTW法が成立したことによって、ミシガン州の失業率は改善されたのかというと、

そうでもないことが反対派の論拠となっている。例えば、同州の失業率（直近の 2013 年

12 月）は 8.4％で、全米 51 州中 48 位と依然高い。RTW 法は、あくまで景気浮揚策の 1

つの手段だと考えたとしても、同法の成立だけをもって失業率に関連付ける論拠には無理

があるかもしれない。同法の賛成派（保守系シンクタンクのマキナック・センター）は「こ

れといったデータがないので、同法の経済的効果を図る方法はない。データを得るのに 10

年ぐらいはかかるだろう」と主張している。これに対して、民主党の州議会議員が「10 年

後に彼らはどうするつもりだ。10 年後に彼らは、あと 10 年必要というのではないか」と反

論していると地元紙「シカゴ・トリビューン」（2013 年 12 月 11 日）が伝えている。 
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 中西部では、2012 年に成立したミシガン州とインディアナ州のほかに、州法成立の動き

はまだないが、特にミシガン州は雇用の裾野の広い自動車産業を抱える代表的な地域だけ

に、今後の動向に各州の関心が集まっている。 
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