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争議行為の目的制限法理の再考―「権利紛争の解決を目的とする争議行為の正当性」の

米日台比較を中心として 

         張 智程 

第１．本論文の目的 

 本論文は、労働組合が企業別組織形態を有する日本と台湾において、集団的労使関係法

における権利紛争を目的とする争議行為の正当性判断について、適当な判断基準を導くこ

とを目的とする。具体的には、権利紛争を目的とする争議行為の制限に対して、異なる規

制の在り方を取ったアメリカの二つの私的部門労使関係法、すなわち、1926 年に制定さ

れ、1934 年に改正された鉄道や航空産業に適用される鉄道労働法 Railway Labor Act 

(RLA)と、1936 年に制定された、一般的労使関係に適用される全国労使関係法 Nation 

Labor Relation Act (NLRA）の争議行為に対する立法規制の形成過程の比較、及び判例

法理の展開や変容に対する分析作業を通じて、権利紛争を目的とする争議行為の制限を導

入する際に不可欠な前提要素を考察し、日台の集団的労使関係法における権利紛争を目的

とする争議行為に対する規制の在り方についての手がかりや示唆を得ることを目的とす

る。 

第２．具体的な内容 

第一章 問題の提起と研究の意図 

第 1 章では，本稿の問題を提起する。争議行為とは、労働組合その他の労働者集団が

労働者の要求実現を目的として行うストライキその他の団体行動をいう。従来、各国の集

団的労働法は、労働組合が行う団体行動（争議行為）の正当性を判断するにあたり、当該

団体行動の主体、目的、手続、態様などの観点から、総合的な考慮を行ってきた。ドイツ

などの欧州国家においては、上記観点のうち、団体行動（争議行為）の目的の正当性を判

断するに当たり、目的が権利紛争であるか利益紛争であるかを截然と区別する。権利紛争

である場合には、当該紛争の解決は司法機関を通してのみ可能であり、権利紛争を目的と

して行われる争議行為は、法治国家原則における司法の究極的支配という原則に反し、目

的において正当性を有しないため、目的の正当性を一般に否定している。 

台湾では、2011 年の集団的労働三法大改正において、ドイツの争議行為法理から強く

影響を受け、権利紛争を目的とするストライキを禁止する条文が設けられている（新労働

組合法 26条）。 

日本では、戦後の労使関係法制において、憲法 28条の労働基本権が団体交渉権をその

中心に位置づけたため、争議行為の目的の正当性は、当該争議行為が団体交渉の目的事項



のために遂行されているか、又は、争議行為の目的事項が団体交渉によって解決可能であ

るかを基準に判断されている。そのため、たとえ争議行為の目的事項が権利紛争であると

しても、それが団体交渉によって解決可能である限り、争議行為を行う目的の正当性は一

般的に認められる。 

したがって、日台両国では、権利紛争の解決を目的とする争議行為の正当性について、

正反対の考え方がとられている。しかし、両国とも、権利紛争の解決を目的とする争議行

為に対する制限の根拠にまで遡った考察はなされておらず、かつ、この問題点に対して一

定の判断基準が示されていないという問題点を明示する。次に、この問題を解決するため

に、従来の研究には欠けているアメリカ労使関係法の議論状況とその検討の価値を明示す

る。 

 

第二章 全国労使関係法（NLRA）における権利紛争を目的とする争議行為に対する規

制法理の発展と変容 

 

第 2章では、アメリカの一般的産業に適用される全国労使関係法（NLRA）における権

利紛争を目的とする争議行為に対する規制法理の展開、発展と変容に対する分析を行う。 

 

Ⅰ．立法過程における NLRAの争議行為に対する規制のあり方 

まず、本稿は、NLRA の争議行為に対する規制の在り方の形成過程を振り返り、その

立法政策に特有の「力の平衡による産業平和」という法思想が同法の争議行為規制に与え

た影響を分析する。 

NLRAは、1937年の不況期に、ニュー・ディール政策の一環として立法された法律で

あり、その立法目的は、団結して自らの使用者と集団的に交渉する労働者の権利を保護す

ることにある。同法は、排他的交渉代表制度と不当労働行為制度を、その中心的な内容と

する。争議権との関係では、同法が団体行動権の保障を規定すると共に、労働者側の争議

行為に対して、何らかの制限も定めていなかったことは、NLRAの最大の特徴である。 

NLRAは、1930年代の大恐慌という特殊な時代背景の下、ニュー・ディール政策の一

環として立法された。この時代まで、労使紛争に対しては、産業平和や通商秩序を損なう

ものとして、抑圧が加えられてきた。これに対して、NLRA は、労働者の購買力回復を

通じた経済復興を最終的な目的としていたため、労働者の団結権・団体交渉権・団体行動

権の行使を保障しようとした。このことは、①NLRA制定前の「労使争議報告書」、②立

法審議過程の答申書、③立法後まもなく出されたNLRBの「年度報告書」からも窺える。

NLRA の立法者らは、使用者の不当労働行為こそが、産業平和への「障害物」であると

考えた。すなわち、使用者の不当労働行為を法律によって排除し、企業内での友好的な団

体交渉の運営を確保できれば、労使紛争は減少すると考えたのである。こうした考えは、

NLRAの争議行為の保障規定に表れている。 

 



Ⅱ．NLRAにおける権利紛争を目的とする争議行為に対する法理の発展と変容 

その後、一般的労使関係の産業現場においては、NLRA の制定により、労働組合の組

織化の成功及び争議行為の頻発という社会状況の変化が生じた。連邦最高裁の判例法理は、

NLRA 制定後の労使関係の実態の展開に対応するために、権利紛争を目的とする争議行

為に対して、二つのアプローチを展開している。 

 

①差止命令による権利紛争を目的とする争議行為制限法理の展開 

第一のアプローチは、争議権保障の「労働組合対国家」の関係における、権利紛争を目

的とする争議行為に対する「差止命令（Labor Injunction）」の相当性に関する判例法理

の展開である。具体的に述べると、以下の通りである。差止命令は 19世紀末以来、使用

者が争議行為に対抗するために最も頻繁に用いられた手段であったが、20 世紀の反差止

命令立法運動の結果として、差止命令を一般的に禁止するノリス・ラガーディア法が成立

した。さらに、集団的な労働条件を一般的労使関係に導入しようとして立法された NLRA

は、労働者の団結、団体交渉、及び団体行動を行う「権利」を幅広く容認したため、アメ

リカの集団的労使関係に劇的な変容をもたらした。 

NLRA が制定されると、労使間の力関係に大きな変化が生じ、労使はいずれも、労使対

抗から生じる損害を回避し、平和的労使関係がもたらす利益を共有するのが得策と判断し

た。こうして、労働協約による苦情処理・仲裁付託制度並びにノー・ストライキ条項の締

結が、労使の妥協点として、一層定着するようになる。また、第二次世界大戦中（1942

年～45年）、労使関係は全国戦時労働局（National War Labor Board）による戦時労働

統制体制に置かれた。全国戦時労働局は、苦情紛争を解決するために、企業内苦情処理手

続を推進し、労使間が仲裁付託を労働協約で合意することを強く勧奨した。こうして、苦

情紛争に対する仲裁付託条項が、広く確立することとなった。 

NLRA の立法後、労使間では、労働協約の締結に基づいて、権利紛争の解決のための

苦情処理並びに仲裁交付制度の慣行が形成された。連邦最高裁はこうした産業実態の下で、

権利紛争を目的とする争議行為に対して制限法理を展開したのである。 

こうした判例法理の展開は、3つの段階に分けられ、それぞれが独自の意義を有してい

ると考えられる。すなわち、まず Lincoln Mills 事件判決は、協約に定める権利事項に対

する裁判所の履行強制の権限を肯定することにより、労働協約に基づく労使間の権利義務

関係に介入することを正当化した（第一段階）。次に鋼鉄三部作判決は、権利紛争におけ

る仲裁制度に、裁判所の司法審査に対する優先を認めることにより、実効的な紛争解決制

度を確保してきた（第二段階）。最後に Boys Markets判決は、仲裁という実効的な権利

紛争解決制度が確立されたことを基礎として、ノリス・ラガーディア法による連邦裁判所

の差止命令発令権限の制限を除却し、仲裁の付託によって平和的解決が可能である限り、

権利紛争を目的とする争議行為の正当性を失わせる法理を完成した（第三段階）。 

こうした NLRA 及びそれを解釈適用する連邦最高裁の判例法理の放置主義から制限主

義への変容には、次の 2 つの事実が重要な役割を演じた。すなわち、①NLRA の立法に

よって、労使間の力関係が変化し、団体交渉や労働協約に基づく集団的労働条件決定シス



テムが確立されると共に、苦情処理・仲裁付託という労使間の自主的権利紛争解決制度が

普及したこと、②自力救済に代わる「第三者による実効的な紛争解決制度」が形成された

ことである。本稿の問題関心からは、権利紛争の解決を目的とする争議行為の禁止を実現

せしめた要因として、これら 2つの事実が重要な位置を占める。 

 

②不当労働行為ストライキ法理の展開 

第二のアプローチは、「労働組合対使用者」の関係における、「不当労働行為ストライキ」

に関する判例法理の展開である。「不当労働行為ストライキ」は、NLRAが不当労働行為

という法的概念を創設したことにより、新たに判例法理の展開により生じたストライキの

形態である。本論文は、不当労働行為に抗議する目的で行われる不当労働行為ストライキ

に関する判例法理の形成や、その構成要件、法的効果に対する検討を踏まえ、権利紛争を

目的とする争議行為の正当性という文脈の中で、その存在の原因や正当性に対して検討を

行う。 

 具体的に述べると、権利紛争を目的とする争議行為の正当性を考える際、上記で検討

した差止命令法理に関する判例は「紛争解決機関によって平和的解決が可能である限り、

争議行為をしてはならない」という立場を中心に構成されているが、一方で、労使間にお

ける①実際の力関係の格差構造や②権利紛争ための紛争解決制度の実効性の存否に対す

る判断は、不可欠な判断要素であるのに、「平和」という大前提の下で、常に軽視されて

いた。したがって、不当労働行為ストライキ法理は、NLRA の生成期に現れた「力の均

衡」思想から導き出された産物であり、労使関係の基盤的な力格差の変動や、現実の紛争

解決制度の実効性を考慮し、Mackey Radio判決（スト労働者の無条件復職権）、Mastro 

Plactics判決（ノー・ストライキ条項の適用除外）及び Thayer判決（労働者による非違

行為の免責）の作成を通じて、不当労働行為ストライキという特別の争議行為の類型に目

的の正当性を認め、紛争解決の実効性を回復させようとして、主流の争議行為制限法理に

牽制するために形成されたものという位置を有する。 

 

第三章 鉄道労働法（RLA）における権利紛争を目的とする争議行為に対する規制法理

の展開と変容 

第 3 章では、アメリカの鉄道労使関係に適用される鉄道労働法（RLA）における権利

紛争を目的とする争議行為に対する規制法理の展開、発展と変容に対する分析を行う。ア

メリカの鉄道・航空産業に適用される鉄道労働法（RLA）は、同国において現存する最

古の労使関係法制である。同法は 1926 年に可決され、1934 年の法改正を経て、現在ま

で適用されている。RLA は、NLRAと並び、アメリカにおける労使関係法制の一翼を担

っている。 

RLAが NLRAと比較する場合に最もの特徴では、同法が 19世紀末から行われた 5つ

の鉄道労働紛争解決立法を継承し、労使紛争を「中心的紛争」（major disputes）と「周

辺的紛争」（minor disputes）に類型化し、それぞれについて解決手続を定めながら、同

法の争議行為規制手法を制定した点である。これらのうち、労働協約に対する解釈・適用



の是非を争う労使紛争と定義される周辺的紛争は、RLAの 1934年の改正で導入された、

アメリカ初の常設行政紛争処理委員会「全国鉄道調整委員会」（NRAB）によって処理さ

れる。NRABは、同紛争の処理に対して最終的かつ拘束的な効力を有すると解され、「強

制仲裁」制度と位置づけられる。本稿は、こうした RLAにおける周辺的紛争の処理に対

する規制の展開過程を検討する。 

 

①鉄道産業における労使関係の特徴と労使関係立法の展開 

現行の RLA法制を検討するためには、鉄道産業における集団的労使関係の特徴を把握

する必要がある。20 世紀初期のアメリカ鉄道産業をその他の一般的労使関係と比較した

場合は、それは以下のような特徴を有する。すなわち、①伝統的で強大な職能別組合の存

在、②鉄道労働争議の特殊性、③団体交渉制度の確立である。 

①について、鉄道産業における労働組合は産業別にではなく、職能別に組織される。ま

た、鉄道産業における被用者は、その職務内容の高度専門性や代替不可能性、伝統的貴族

意識などから、戦闘意欲の高い戦闘的な労働組合となった。 

②について、①の特徴と相まって、使用者はストライキを事前に予想したとしても、ス

トライキがもたらす損壊を未然に防止できない。鉄道産業は一般産業よりも、ストライキ

による打撃をうけやすい産業である。また、鉄道会社に対して行われたストライキは、全

国の交通運輸やその他の産業にも、波及的な損害をもたらす。 

③について、19 世紀末から鉄道産業の団体交渉では、職能別組合、全国の鉄道を代表

する使用者団体に団交を申し入れ、全国規模の交渉が行われるとの慣行が確立した。 

こうして、鉄道産業は、他の産業にはない特殊性（職能別組合による強力な全産業交渉、

専門性が高く、他の労働者による代替が困難な業務、争議行為により損害を与えやすい産

業構造）を有していたことである。この二つの事情が、鉄道労使関係に対等な団体交渉構

造をもたらした。また、こうした対等な労使関係は、1926年に制定され、1934年に改正

された現行の鉄道労働法の立法過程に大きな影響を与えた。 

同法における争議行為の類型化や設計、厳格な手続規制は、労使の力の均衡を前提とし

て、国家が産業平和の達成を政策目的として強く打ち出したことを背景として成立したと

いう性格を有すると同時に、「労使合意による平和的解決」という性格をも色濃く有する。

すなわち、上記の規制は、政府によって一方的に導入されたものだけではなく、争議行為

により生じるマイナスの側面を認識した労使当事者、特に労働組合の強い働きかけによっ

て、自主的に達成された側面もあった。 

 

②判例法理による RLAにおける周辺的紛争に対する争議行為の絶対的制限法理の完成 

その後、最高裁は、「NRAB による周辺的紛争の平和的解決」という明確な政策的意

図の下で、戦後から 1970年代まで、Chicago River事件、Marion事件や Brotherhood of 

Locomotive Engineers事件など一連の判決を経て、RLAの下での「周辺的紛争の絶対的

平和的解決」という現行の法構造を完成させている。連邦最高裁は、RLA の立法目的を

も勘案し、NRAB による周縁的紛争の解決は、労働者の自力行使に対する「合理的代替



手段」に当たるとした。さらに、連邦最高裁は、このような紛争解決手続が存在する以上、

NRAB によって解決することが可能である周縁的紛争に対して、労働組合は争議行為を

行使できず、絶対的平和義務を負うと判示した。 

 

第四章 結論：権利紛争を目的とする争議行為制限法理－RLAと NLRAの比較から得ら

れる示唆 

第 4 章では、アメリカの RLA と NLRA に対する比較検討を通して得られた知見によ

り、日本と台湾のそれぞれの規制を総合的に比較し、日本、台湾、及びアメリカの 2 つ

の労使関係法が適用される産業の特徴、労働組合の組織実態、労使関係の特徴などを総合

的に勘案し、権利紛争を目的とする争議行為の正当性法理に関して、①対等な集団的労使

関係が存在するのか、および②実効性を有する第三者による紛争解決制度が確保されてい

るのか、という 2点を適当な判断基準として提示することを試みる。 

①対等な集団的労使関係の有無 

アメリカにおいては、対等な集団的労使関係が存在して初めて、権利紛争の実効的な自

主的解決が可能となるという認識の下で、争議行為に対する法規制が展開されてきた。鉄

道産業においては、既に対等な集団的労使関係が存在していたため、RLA は、制定当初

から権利紛争を目的とする争議行為を制限する規定を有していた。これに対して、NLRA

が適用対象とする労使関係では対等な集団的労使関係の不在が最大の問題と看做されて

おり、この認識が、同法の争議行為の制限に対する謙抑をもたらしていた。対等な集団的

労使関係の有無が、制定当初の RLAと NLRAとの規制のあり方を規定する、最大の要因

だったのである。 

これに対して、日本と台湾のどちらにおいても、企業別組合が労働組合の主要な組織形

態であり、使用者に対する交渉力が必ずしも強いとは言えない。このような状況下では、

労使当事者の双方が満足する権利紛争の解決を自主的に形成することは、困難であると思

われる。 

それにも関わらず、台湾の新労使紛争処理法は、労働組合の組織形態や団体交渉の実態

が全く異なるドイツにおける権利紛争を目的とする制限法理をそのまま取り入れており、

これは、制度の形成過程を無視するものであり、大いに問題があると言える。 

 

②実効性を有する第三者による紛争解決制度の有無 

RLA と NLRA という 2 つの労使関係法の発展過程に共通するのは、「第三者たる紛争

解決機関が、問題となる権利紛争に対して、判定によって公正で実効的な解決を与えるこ

とが可能か」という点が含まれていることで、権利紛争を目的とする争議行為の正当性を

制限するのに重要であるという点である。 

 

ⅰ．第三者による紛争解決制度の有無について 

まず、鉄道労使関係に適用される RLAは、早くから労使紛争を主要的紛争と周縁的紛



争とに区別した上で、後者の紛争については NRAB という排他的専門紛争処理機関を設

置し、当該紛争を終局的・拘束的に解決する権限を与えていた。次に、一般的労使関係に

適用される NLRA について、連邦最高裁は、連邦政策にも鑑みて、また、労働協約中に

仲裁付託条項及びノー・ストライキ条項が広く締結されているという、集団労使関係の実

態を基礎にして、労使間の権利紛争が仲裁の交付によって解決可能である場合には、権利

紛争につき、仲裁制度が争議行為に代替可能であるため、当該紛争を解決するための争議

行為は正当性を有しない、という判断枠組みを導き出した。 

日台両国では、労働者の団体行動権は、憲法上根拠づけられているものである。しかし、

団体行動権にもとづく労働争議は、無制限に許容されるわけではなく、問題となる労使紛

争が、他の平和的な紛争解決手続により解決可能である限り、労働争議が制限されるとい

うことも、十分に考えられる。日台で一般的な企業別の団体交渉においては、個別的な苦

情調整と集団的な労働力の取引とが両方とも扱われているところ、そもそも、これら 2

つの問題に係る労働争議の正当性につき、同一の判断基準を用いる必然性は存在しないと

いう点も、指摘できる。 

したがって、権利紛争を目的とする争議行為の正当性を、団体交渉の対象となりうるか

否かのみによって判断する日本の通説的な判断枠組みは、少なくとも産業平和や各主体の

基本権の調整に鑑みて、妥当ではない。 

 

ⅱ．紛争解決制度による実効的解決の可能性について 

一方、アメリカ法の検討からは、自主的な紛争解決を否定するのであれば、紛争解決手

続の存在に加えて、当該解決手続による解決が、自主的な紛争解決と比較して、「最も適

当な解決」であることが必要だ分かる。 

NLRA の展開過程では、仲裁尊重法理の確立に伴い、相対的に実効的な権利紛争解決

制度が確保された上で、連邦最高裁が Boys Markets判決の作成を通じて、仲裁による解

決が可能な場合に限り、権利紛争を目的とする争議行為の制限が可能であるとしている。

一方、連邦最高裁は、NLRB の救済が紛争延滞や救済の不十分さに直面し、紛争解決の

実効性を減少させるのに伴い、Mackey Radio判決（スト労働者の無条件復職権）、Mastro 

Plactics判決（ノー・ストライキ条項の適用除外）及び Thayer判決（労働者による非違

行為の免責）の作成を通じて、不当労働行為ストライキという特別の争議行為の類型に正

当性を認め、紛争解決の実効性を回復させようとしたのである。 

これらの検討からは、権利紛争に対する労働争議の制限を考えるに当たって、その他の

紛争解決手続が実効性を有するかという点についての考慮が、不可欠であるということが

導かれる。 

台湾の労使紛争処理法は、裁判により労使紛争が実効的に解決可能か否かを検討するこ

となく、専らドイツの法理を継承し、裁判所の紛争解決能力を「法的支配理論」から抽象

的に肯定している。しかし、上記の観点からすると、台湾の労使紛争処理法が、権利紛争

を目的とする争議行為の正当性を、裁判所の紛争解決の実効性や、労働裁判所等の新しい

紛争解決機関の設立を検討することなく否定したことには、問題があると言わざるを得な



い。 

これに対して、日本では、権利紛争を目的とする争議行為に代わる実効的な紛争解決手

続が整備されているといえ、この点からすると、争議行為の正当性を制限することについ

て検討する余地があると解される。日本においては、今日、さまざまな労働者集団による

集団的な活動の形態は、伝統的なストライキに留まらず、街宣活動等、多様なものになっ

ている。こうした新しい形態の団体行動の正当性を判断した判決の中には、他の紛争解決

手続による解決が可能であるため、団体行動の正当性を制限せざるをえない、という判断

をするものも現れている。今後は、紛争解決手続の実効性（迅速性、柔軟性、及び当該事

件が将来にわたるルール形成の可能性）をも検討の対象として、このような団体行動の正

当性に関する判断枠組みを精緻化する必要がある。 




