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学習のねらい

産業カウンセラーは，働く人々を対象に支援や助言を行う専門家である。
その役割を果たすためには，実際に働いている人々の実態を知ることと同
時に，働き方のルールである労働法を知ることが必要である。
そこで本章では，産業カウンセラーとして活動するうえで理解しておく
ことが必要な労働に関係する法（労働法規）の枠組みと，その基盤にある
考え方を学ぶ。

1 労働法の歴史
(1) 「労働法」の背景―２つの革命と労働者の貧困

労働法は，次の２つの革命を背景にして生まれた。
１つは，18世紀後半の市民革命である。たとえば，1789年に起こったフラ

ンス革命では，「人は，生まれながらにして，自由であり，権利において平等
である」との人権宣言が採択され，「個人の自由」を柱とした市民法秩序が形
成された。この市民法秩序は，一方で，それ以前の封建的な規制・束縛から個
人を解放するという側面をもっていた。かつての封建領主や同業組合などによ
る束縛を受けることなく，各個人が自らの意思で働き生活する「自由」を享受
することができるようになったのである。

しかし，このことは同時に，人々からかつての伝統的共同体における保護や
安定を奪うことをも意味していた。人々は地域や同業組合などの中間集団（国
家と個人の間に介在する集団）の中で得られてきた助け合いや支え合いのネッ
トワークを失う危険にさらされるようになった。「個人の自由」を得ることは，
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その反面で，「社会の保護」を失うことにもつながったのである。
さらに，市民革命と前後して，イギリスを起点に産業革命が起こった。

1769年にイギリス人のワットが蒸気機関をつくり，1814年にはスティーヴン
ソンが蒸気機関車をつくりだして，1825年にはイギリスで蒸気機関車が実用
化された。これらの機械の発明により，大きな工場での大量生産が可能になり，
また，大量に生産された安価な製品が他国の市場にも広く輸送され，売りさば
かれるようになった。18世紀後半にイギリスではじまった産業革命は，19世
紀にはフランス，ドイツ，アメリカに広がり，19世紀末ごろには日本にも伝
播された。18世紀後半から19世紀にかけて，世界の先進諸国に，機械による
大量生産の時代が到来したのである。

それ以前の労働は，たとえば物を製造する作業についても，規模の小さい作
業場で，親方と職人や徒弟（見習い中の弟子）とが声をかけあう家族的な雰囲
気の中で行われることが多かった。親方と職人，徒弟は同じ屋根の下に住み，
職人や徒弟は親方のために働く代わりに，親方から仕事を伝授されたり，食事
など生活に必要なものを提供されたりする関係にあった。このかつての人間
的・共同体的な労働関係は，産業革命が進展していく中で，次第に大企業家と
その工場で働く大量の非熟練労働者という関係に移り変わっていくことになる。
大工場で大量生産された安い製品が市場に流通するようになると，小規模の作
業場でつくられた割高な製品はだんだん売れなくなっていき，小規模の家族的
経営では生産を続けることが難しくなる。

次第に，生産の拠点は，小規模の作業場から都市部の大工場に移っていく。
そこには，農村という生活拠点を離れて都市の工場街に移動してきた者や，そ
れまで小規模の作業場で培ってきた技能（熟練）が市場価値を失い大工場で働
かざるをえなくなった者などが集まり，大量生産のための比較的単純な（非熟
練）作業に従事することになる。そして，これらの人々の多くは，不安定な雇
用状況や劣悪な労働条件・労働環境で働くことを余儀なくされた。このような
現象は，工業化・都市化が進んだ当時の先進諸国にある程度共通してみられた。
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(2) 「労働法」の誕生―「個人の自由」を修正する「集団」の発明

ではなぜ，市民革命と産業革命が結びついたときに，このような事態が生じ
ることになったのか。その根本的な理由は，労働を契約（自由な取引）の対象
に委ねようとする考え方（ ｢労働契約」または「雇用契約」という概念）が生
まれたことにあった。

そもそも労働には，物の売買などの契約とは異なり，「個人の自由」（契約の
自由）に委ねておけないいくつかの重要な特徴がある。

第１に，労働契約は働く人間そのものを取引の対象とするという側面をもっ
ている。したがって，契約の内容によっては，取引の対象とされた労働者とい
う人間そのもの（その肉体や精神）が侵害されてしまうことがある。たとえば，
長時間過酷な状況で働くという契約によって労働者の健康や生命が損なわれる
事態が生じることがあり，本人の同意さえあればそのような危険が生じること
も社会的に許容されうるのかが問題になる。

第２に，労働者は，会社（使用者）にくらべ，経済的に弱い立場に立たされ
ていることが多い。その理由は，労働者が自らの労働力以外に財産をもってい
ないことが多いこと（労働者の無資力性）や，今日の労働力は今日売らないと
意味がないため買いたたかれやすいこと（労働力の非貯蔵性）にあるといわれ
ている。そのため，会社と契約を結ぶときに，会社が必要以上に値（賃金）を
引き下げてきたとしても，今日や明日の生活の糧を得るために，労働者は自分
が心から望んでいない条件であっても同意せざるを得ないという事態が生じう
るのである。

第３に，労働者は働くときに自由を奪われていることが多い。労働契約にお
いては，具体的にどのような方法で働くかは使用者の指示や命令（指揮命令）
によって決定されるものとされており，働くときに労働者個人の自由（自らの
判断で行動する自由）が奪われているともいえる。この点は，患者との契約で
医療行為を行う医師（委任〔準委任〕契約に基づくサービス提供）や注文者と
の契約で家を建てる大工（請負契約に基づくサービス提供）と，使用者から指
揮命令を受けながら働く労働者（労働契約に基づくサービス提供）とを区別す
るポイントとなる，労働契約の重要な特徴である。




18

515　18章　労働法規の基本

これらの特徴をあわせもった労働契約を個人の自由に委ねておくと，その特
徴に由来するさまざまな弊害が生じかねない。それが社会的に一気に顕在化し
たのが，19世紀から20世紀にかけての工業化の時代であった。かつての社会
的なつながりや熟練の価値を失った，財産をもたない大量の非熟練労働者が，
自由で平等な個人による契約社会という新しい法秩序の下で，不安定で過酷な
内容の契約を結ぶことが事実上強いられた。そのなかで，過酷な労働や失業者
としての生活不安に直面しながら，人間としての自由や尊厳を失っていくとい
う事態が，工業化・都市化が進展するとともに各国で見られるようになったの
である。

このような事態が顕在化し深刻化する中で，そこに現れた労働者の肉体的・
経済的な危険と人間としての自由の欠如を是正する技法として発明されたのが，

「集団」法としての「労働法」であった。ここで生まれた「労働法」は，市民
革命がもたらした「個人の自由」を修正する技法として，①労働時間規制，社
会保険制度など国家によって労働者に一律に与えられた「集団的保護」，およ
び，②労働者が団結して使用者と団体交渉をし，その際にストライキなどの団
体行動をとることを認める「集団的自由」という２つの点で，法の世界に「集
団」の次元を組み込んだ。

集団的保護と集団的自由を２つの柱とする集団法としての労働法の原型が，
19世紀中盤から後半にかけて，ヨーロッパを中心に誕生したのである。

(3) 労働法の発展―｢黄金の循環｣

19世紀に誕生した労働法は，20世紀になると，経済成長と強く結びつきな
がら大きな発展を遂げていく。その１つの起点となったのは，1930年代のニ
ューディール政策であった。

ニューディール政策の目的の１つは，大恐慌の要因となった過少消費の克服
であった。1920年代の自動車，電気製品をはじめとする大量生産・大量消費
ブームの中で工業製品の生産量は大きく伸びていったが，労働者の実質賃金は
それほど上昇せず，同時に貧富の差も拡大傾向にあったため，1920年代の後
半には消費が過剰な生産に追いつかなくなっていった。そして1929年に大恐
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慌に突入すると，多くの企業は賃金や雇用を維持できず，消費の冷え込みがさ
らなる不況をもたらすデフレ・スパイラルの状態に陥った。

この自由放任資本主義に内在する構造的な問題を克服するために，ルーズベ
ルト政権は労働者層の購買力を引き上げることを主眼とした改革を行ったので
ある。ルーズベルト大統領は，「われわれのさまざまな目標のなかで，わたし
はこの国の男性，女性，子供たちの保障（security）を第１に位置づける」と
宣言し，また，「未来に向けての崇高な目標は，１つの言葉で要約されうる。
それは『保障』である。これは単に侵略者による攻撃に対して安全を確保する
肉体的保障を意味するだけでなく，経済的保障，社会的保障，精神的保障をも
意味するのである」と述べた。1935年の社会保障法や1938年の公正労働基準
法は，このような政策の一環として制定されたものであった。

また，アメリカのニューディール政策とほぼ時期を同じくする1936年，フ
ランスでは人民戦線政府が誕生し，大幅な賃上げ，有給休暇の保障，週48時
間から40時間への大幅な労働時間短縮などの労働立法・社会政策によって国
民（労働者）の購買力を高め，経済の回復を図ろうとする積極的な経済政策が
展開された。

これらの動きに象徴されるように，20世紀の労働法は，国の経済政策の一
環としても位置づけられるようになる。その背景には，①生産管理システムと
しての「テーラー主義」，②社会思想としての「連帯」や「産業民主主義」と
いう考え方，③自由放任資本主義に代わる新たな経済思想としての「ケインズ
主義」という，当時の社会的・思想的状況が存在した。これらの社会的・思想
的背景の中で描き出された１つの標準的な労働者像が「工場で集団的・従属的
に働く均質な労働者」であり，この存在が当時の社会を牽引する原動力となっ
ていた。これに対し，国家（いわゆる「福祉国家」）が，集団的・画一的な形
で保護を与えるというのが，20世紀の労働法の基本的なあり方であった。

国の経済政策の一環として位置づけられたこの労働法は，第２次世界大戦後
の経済成長期に経済の発展と連動しながら大きな発展を遂げることになる。労
働法や社会保障法などによる社会的保護の充実（賃金の引上げ，社会保障の充
実など）によって国民の購買力が引き上げられると，消費が拡大し投資が刺激
されて総需要の拡大や生産性の上昇（経済成長）につながる。この経済成長の
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成果が社会的保護の充実という形で再び労働者に分配・還元され，さらなる消
費拡大・経済成長がもたらされる。その成果がさらに労働者に分配され，いっ
そうの経済成長につながる。

このように戦後の経済成長期には，労働法や社会保障法などによる社会的保
護と経済成長とが有機的に結びつく形で国の社会と経済が発展していくという

「黄金の循環」が，先進諸国の間にある程度共通する現象としてみられた。

(4) 労働法の危機―社会の複雑化とグローバル化

しかし，この20世紀的な経済社会システムとその一環としての労働法は，
1973年の石油危機を契機とした世界的な経済危機・社会変化の中で，大きな
転機を迎えることになる。その背景には，大きく次の３つの事情がみられた。

第１に，経済成長の減速によって，かつての「黄金の循環」が反転したこと
である。石油危機をきっかけとして経済成長のスピードが鈍化し失業者が増加
すると，それらの人々の生活を支えるための社会的負担が高まる。この社会的
負担の増加は，税金や社会保険料の引上げという形で国民や企業の経済活動に
制約を課すことになり，経済活動が収縮して経済状況が悪化すると，さらに社
会的負担や財政赤字が増加・累積するようになる。このように，かつての「黄
金の循環」（経済成長→社会的保護の充実→経済成長→……）が途絶え，社会
と経済が連動して悪化していくという悪循環（経済状況悪化→社会的負担増→
経済状況悪化→……）が生じるようになった。

第２に，産業構造の変化に伴って，労働法の前提とされていた標準的な労働
者が減少し，これとは異なる多様なタイプの労働者が増加したことである。社
会が成熟し，安価で工業生産を行う発展途上国が台頭していく中で，多くの先
進諸国では，産業構造の重心が工業からサービス業に移っていった。このポス
ト工業化・サービス経済化の動きによって，企業の経営・生産体制はかつての
画一的・集団的なものから多様化・複雑化したものとなり，そこで働く労働者
の姿も多様化していった。工業化社会の原動力とされた集団的・均質的な工場
労働者とは異なり，自律性・裁量性の高いホワイトカラー労働者，専門性の高
い技術労働者，労働時間・期間等が限定されたパートタイム労働者・有期契約
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労働者・派遣労働者などが増加していったのである。労働法が前提としていた
「工場で集団的・従属的に働く均質な労働者」は，社会実態として溶解してい
った。

第３に，1970年代の石油危機，1980年代の規制緩和政策（レーガノミック
ス，サッチャリズム）を契機とした国際競争の激化に加え，1990年代以降，
情報化社会が本格的に到来したことによって，経済のグローバル化が世界的に
一気に加速することになった。それに伴って，市場と技術の動きは高速化し，
企業はこの速く多様な変化に対応できる経営・生産体制を整えることを迫られ
るようになった。これは，国家に対しても，当事者が変化に迅速かつ柔軟に対
応できるような競争環境を整備し，同時に社会的公正さを確保できるシステム
を構築するという課題を提起するものであった。かつての大量生産・大量消費
の時代から多様性・不確実性の時代に移行する中で，企業としても，国家とし
ても，変化に迅速に対応できる柔軟で動態的なシステムをつくることが求めら
れるようになった。

このような経済社会環境の大きな変化を受けて，旧来の労働法は機能不全に
陥った。労働法が前提としていたモデルが溶解し，市場と技術の動きが高速化
すると，従来の定型的なモデルを前提とした集団的・画一的な保護・規制は，
社会の多様で複雑な変化に十分に対応できなくなっていく。また，集団的自由
を享受してきた労働組合も，そもそも組織率が低いサービス産業の拡大や非正
規労働者層の増加によって，その影響力の低下や正統性の危機に直面している。
さらに，従来のケインズ主義的システム（その一環としての労働法や社会保障
法）は，経済社会状況や人口構造の変化の中で，財政赤字の肥大化という問題
をもたらしている。

各国はこのような危機に直面し，特に1980年代以降，旧来の労働法のあり
方に修正を加える改革を進めている。その方向性は，主として次の３つに整理
できるだろう。第１に，国家（法律）による画一的な保護・規制では多様化す
る社会の利益・実態に十分に適応できないため，労使の分権的な話し合いによ
って具体的な規制のあり方を定めることを許容・促進する「労働法の柔軟化」
である。この動きは，特に労働時間規制の分野で進展している。第２に，集団
としての労働者ではなく，多様化する労働者個人（市民）の視点からの保護・
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規制を図る「労働法の個別化」である。たとえば差別禁止法やプライバシー保
護法の発展が各国でみられる。第３に，国家による硬直的な労働市場規制を緩
和し，民間事業の参入による労働市場機能の活性化を図ろうとする「労働市場
の自由化」である。有料職業紹介事業や労働者派遣事業の適法化がその例であ
る。

21世紀になり，労働法をめぐる状況はさらに混迷を深めている。
一方で，労働法は，1980年代以降，旧来の伝統的システムの危機（集団的・

画一的な法と多様化する実態との乖離）を克服するため，柔軟化・個別化・自
由化に向けた改革を進めてきた。しかし他方で，1990年代以降，労働市場の
グローバル化や競争激化が加速し，再び深刻な労働問題が発生している。たと
えば日本では，1990年代以降のリストラやコスト削減の波にさらされ，会社
に残された正社員（特に若手社員）が担う仕事の量や目標管理等によるストレ
スは増大し，メンタルな病気や過労自殺，過労死といった問題が深刻化してい
る。その反面では，パート，アルバイト，派遣・請負労働者，ニートなど社会
的に公正な処遇を受けていない非典型的な労働者や非就業者が数多く存在し，
ワーキング・プアや格差問題が同時に社会問題となっている。働きすぎ（働か
されすぎ）の労働者と働こうと思っても希望どおりには働けない（そういう環
境にない）者とに，労働環境が二極化を生じているのである。

労働法は，現在の困難な問題にどのように取り組み，今後将来に向けてどの
ような方向に進んでいくべきか。産業カウンセラーの皆さんを含め，労働問題
に携わるすべての人々に投げかけられた大きな課題である。

2 労働法の枠組み
(1) 「法」とは何か？

「法」は，社会のルールを定めたものであり，最終的には国家の力を借りて
実現されるという性格をもつものである。ここで，ある人が国家の力を借りて
救済を求めることができるかどうかのポイントとなるのが，「権利」という概
念である。たとえば，ある人に月３万円の約束で下宿を貸しているのに，借り
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ている人が家賃を払ってくれない場合，貸主は借主に月３万円の家賃の支払い
を求める「権利」があるとされる。権利の反対の言葉は「義務」であり，この
例では，借主は貸主に月３万円の家賃を支払う義務を負うことになる。このよ
うに，権利をもつ人は，最終的には裁判所などの国家権力の力を借りながら，
法的に救済を受ける（権利を実現する）ことができる。逆に，義務を負ってい
る人は，その義務を果たすことを怠っていると，きちんと義務を果たすよう国
家から強制されることになる。法は，このような意味で，権利と義務を定めた
体系であるということができる。

(2) 人は何を根拠に他人から強制を受けるのか？ 
　　──「契約」と「法律」

法が権利と義務の体系であるとすれば，この権利や義務は何によって根拠づ
けられるのか。言葉を換えて言うと，人は，どのような根拠がある場合に，他
人（さらには裁判所などの国家権力）から強制を受けるのか。

今日の市民法秩序の基礎を築いたフランス革命では，個人の「自由意思」が
法的義務の根源にあるものと考えられた。人々は，自分の自由な意思に基づく
行為によってのみ，他人から強制されうる。逆に，自らの自由な意思に基づく
行為がなければ，人は何ら法的義務を負わない（他人から法的に強制を受ける
ことはない）と考えられたのである。そしてここでは，個人の自由な意思に基
づいた行為（法的根拠）となりうるものとして，２つの形態が想定されていた。
１つは，複数の人の自由な意思が合致した場合に成立する「契約」である。も
う１つは，国民の自由な意思に基づいて形成されたもの（国民の「一般意思」
の表明）である「法律」である。フランス革命以後の近代的な法体系のもとで
は，人は「契約」と「法律」に基づいてのみ他人から強制を受けるものと考え
られている。

では，今日の日本の労働法では，契約や法律はどのような内容のものとなっ
ているのか。

働く人（労働者）と会社（使用者）の間の関係は，法的には，個々の労働者
と使用者の間の「労働契約」（民法上は「雇用契約」と呼ばれる）に基づくも
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のと考えられている。労働契約（雇用契約）とは，労働者が使用者に使用され
て労働し，使用者がこれに対して賃金を支払うことを約束する契約である（労
働契約法６条，民法623条）。労働者と使用者の間に働くことと賃金を支払う
ことについての合意（自由な意思の合致）がある場合に労働契約は成立し，こ
の契約に基づいて，労働者は使用者から指揮命令を受けて労働する義務，使用
者は労働者に対価としての賃金を支払う義務を負うことになる。

労働契約は，その内容について誤解があったり後で紛争が生じたりすること
を避けるために，できる限り書面によって内容を確認することが望ましい（労
働契約法４条）。しかし，必ず書面によって締結されなければならないわけで
はなく，労働契約は口頭の約束でも成立するし，言葉で明確には表されていな
い内心の意思の合致（黙示の合意）で成立することもある。実際に働いている
受講者の中にも，労働契約書を書面で取り交わしていないという方がたくさん
いらっしゃるのではないだろうか。

労働契約の内容となる具体的な権利や義務も，明示の合意だけでなく，黙示
の合意でも発生する。たとえば，ある会社では，年末に「もち代」として従業
員に５万円ずつ支給する慣例が創業以来50年以上続いているとする。このこ
とは会社の規則や契約書に書かれているわけではなく，また，会社と従業員と
の間に明示的な約束があるわけでもない。しかし，会社も従業員も心の中では，
年末に従業員に５万円を支払わなければならない，支払ってもらえると思って
いる。このような場合，会社と従業員との間には年末に５万円のもち代を支払
う黙示の合意が成立していたとして，裁判所が会社にその支払いを命じること
がありうる。

また，労働関係においては，明示または黙示の合意の有無にかかわらず，当
事者間の信頼関係（信義則〔民法１条２項，労働契約法３条４項〕）に基づい
て，契約上の権利や義務が設定されたり修正されたりすることがある（信義則
による契約の補充的・修正的解釈）。たとえば，明示または黙示の合意がなく
ても，労働者を指揮監督の下で働かせている使用者は，信義則上，労働者の生
命や健康を危険から保護するよう配慮する義務（安全配慮義務）を負うと解釈
されている。また，契約上は１年の期間の定めが置かれ，１年経過すれば期間
の満了により契約関係が終了することが合意されているとしても，労働者が雇
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用の継続について合理的な期待を有しているといえる場合には，期間満了後も
契約が更新されたのと同様の法律関係（１年契約が更新された状態）が生じる
ことがあると解釈されている。これらの点では，当事者の自由意思に基づく純
粋な契約解釈を修正し，当事者間の信頼関係という事実・実態を考慮に入れた
契約解釈が行われている。

これらの労働契約の解釈のあり方については，その枠組みとしては，契約に
関する一般的なルールが適用されているが，その具体的な内容については，場
合によっては，労働契約関係の人間性や継続性という性格を取り込んだ解釈

（当事者間の信頼関係を考慮に入れた解釈）がなされている。
働く人と会社との関係は，労働契約に基づく関係を基礎としつつ，これに対

してさまざまな法律が規制を加えている。たとえば，労働基準法，最低賃金法，
男女雇用機会均等法，育児介護休業法などの法律である。また，民法上の一般
規定である権利濫用（１条３項）や公序（90条）が規律を加えることも多い。
労働法の中でよく出てくる解雇権濫用法理，採用内定法理，配転・出向法理，
懲戒権濫用法理などは，民法上の権利濫用のルールが労働法で発展していった
ものである。現在では，これらの法理の一部は労働契約法という法律の中に明
文化されている（14条：出向法理，15条：懲戒権濫用法理，16条：解雇権濫
用法理など）。

これらの法律規定は「強行法規」と呼ばれ，当事者の合意の有無や内容にか
かわらず当事者を規律するものとされている。たとえば，法律上労働時間の上
限が週40時間と定められている（労働基準法32条参照）のに，会社と労働者
の間で週50時間働きますという契約を結んだとしても，週40時間を超える契
約部分は無効とされ，法律の定めに従って契約内容は週40時間に修正される
ことになる（同13条，最低賃金法４条２項など参照）。また，労働基準法，最
低賃金法，労働安全衛生法などの法律は，労働基準監督署（長）という行政機
関によって使用者がそれをきちんと守るよう指導や監督が行われており，また，
法律を守らない悪質な使用者（会社）に対しては懲役や罰金などの罰則が科さ
れている。
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(3) 労働法に固有の法源―「労働協約」と「就業規則」

契約と法律は，一般に，人々の権利や義務を根拠づけるもの（「法源」と呼
ばれるもの）となる。この２つは，民法などの世界と同様に，労働法の世界で
も重要な役割を果たしていることは，これまで述べてきたとおりである。さら
に，日本の労働法では，この２つに加えて，次の２つのものが労働者と使用者
間の権利と義務を根拠づける法源となりうる。それは，労働協約と就業規則で
ある。

労働者が労働組合という組織をつくり，この労働組合と会社との間で話し合
い（団体交渉）が行われ，取り決めがなされることがある。この労働組合と会
社との間で締結される労働条件などに関する合意・協定のことを「労働協約」
と呼んでいる。

労働協約は，一定の様式（書面に作成し署名または記名押印する）を満たす
場合には，そこに定める基準に反する労働契約の部分を無効とし，無効となっ
た契約部分を補うという効力（「規範的効力」と呼ばれる）が認められる（労
働組合法14条，16条）。たとえば，労働組合の組合員と会社との労働契約（個
別の契約）にはボーナスは月給の２か月分と定められているが，労働協約にボ
ーナスは月給の３か月分との規定が設けられた場合には，月給の２か月分との
労働契約の定めは無効になり，労働協約の規定に従って，労働契約の内容は月
給の３か月分に修正される（組合員は会社に月給３か月分のボーナスの支払い
を求める権利をもつ）ことになる。

日本の労働法におけるもう１つの法源として「就業規則」がある。日本の会
社では，労働条件や職場規律など職場におけるルールが就業規則という形で定
められていることが多く，これは，労働者と会社との間に権利や義務を設定す
る法源として，実際上きわめて重要な役割を果たしている。そこで，就業規則
の法的な位置づけについて，ここで少し詳しくみておくことにしよう。

労働基準法は，常時10人以上の労働者を使用する使用者に一定の事項を記
載した就業規則を作成することを義務づけている（89条）。ここで記載が義務
づけられている事項は，労働時間，賃金，退職，食費・作業用品等，安全衛生，
職業訓練，災害補償，表彰・制裁，その他労働者のすべてに適用される事項と
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いった広範なものにわたっている。その結果，日本では，就業規則に労働条件
や職場規律など職場のルールのほとんどが記載されるに至っている。

また，労働基準法は，使用者が就業規則を作成しまたは変更するにあたり，
３つの手続を踏まなければならないことを定めている。①事業場の労働者の過
半数代表（労働者の過半数が加入する労働組合，それがないときには労働者の
過半数を代表する者）からの意見聴取（90条１項），②所轄の労働基準監督署
長への届け出（89条１項），③作業場の見やすい場所への掲示や電子機器によ
る公開などの方法による労働者への周知（106条）である。

就業規則に定められた労働条件には，その職場（事業場）の最低基準として，
これを下回る労働契約の部分を無効としそれを補う効力（就業規則の最低基準
効）が認められている（労働契約法12条）。たとえば，会社の就業規則に時給
1200円と記載されているにもかかわらず，その会社と労働者の間の労働契約

（個別の契約）には時給1000円とされている場合，就業規則の基準（時給1200
円）を下回る労働契約の部分（時給1000円という合意）は無効となり，労働
契約の内容自体が時給1200円になる（労働者には会社に時給1200円の支払い
を求める権利が認められる）。その逆のケース（就業規則には1000円，労働契
約には1200円と記載されている場合）はどうであろうか。この場合には，就
業規則より有利な労働契約の規定は有効なまま残ることになる。

就業規則の最低基準効は，就業規則と労働契約の双方に定めがある場合の調
整の問題である。しかし，ある事項について，就業規則にのみ定めがあり，法
律や労働協約や労働契約には定めがない場合，その就業規則の規定にどのよう
な効力が認められるのだろうか。この点については，就業規則の法的性質をめ
ぐる問題として従来から議論されてきた。たとえば，懲戒処分について，ある
いは退職手当の支給について，就業規則にのみ規定がある場合，労働者がこれ
に同意する意思を表明していないとしても，これらの就業規則規定は労働者や
会社を法的に拘束する効力をもつのかが問題となった。

この点について，学説は，就業規則を法律（法規）に類似したものとみる見
解と，契約とみる見解とに大きく分かれていた。これに対し，最高裁判所は，
就業規則の内容が合理的である限り労働契約の内容として拘束力をもつとの立
場をとった（秋北バス事件・最高裁1968年12月25日判決，電電公社帯広局事
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件・最高裁1986年３月13日判決）。2007年に制定された労働契約法は，この
判例法理を明文化し，就業規則が合理的な労働条件を定め，それが労働者に周
知されていた場合には，労働契約の内容はその労働条件によると定めている

（７条）。たとえば，懲戒処分に関するルールが就業規則に定められていた場合，
その規定が労働者に周知され，かつ，規定の内容も通常みられるような合理的
なものであったときには，会社はその規定に基づいて労働者に懲戒処分を課す
権利をもつ（労働者は原則としてその処分に従う義務を負う）ことになる。

就業規則をめぐる最大の問題は，就業規則が変更されて賃金が引き下げられ
るなど労働条件の内容が不利益に変更される場合である。労働者の同意なしに
なされた変更に法的拘束力を認めると，使用者の決定によって労働者に一方的
に不利益が課されることになりかねない。逆に，個々の労働者の同意が必要で
あると，反対する労働者が少しでもいる限り，職場全体にわたる集団的な制度
改正ができなくなってしまう。この点について，最高裁判所は，労働者に不利
益な労働条件を一方的に課すことは原則として許されないが，その規定が合理
的なものである限り個々の労働者はその適用を拒否することはできないと判示
し，変更内容の「合理性」を要件に就業規則変更の拘束力を認める立場をとっ
た（前掲秋北バス事件判決）。

労働契約法は，この法理を法律上明文化し，使用者は労働者との合意なく就
業規則変更により労働条件を不利益に変更することはできない（９条）。ただ
し，変更を労働者に周知させ，その内容が合理的な場合には，変更後の就業規
則が労働契約の内容となると定めている（10条）。この「合理性」については，
①労働者の受ける不利益の程度，②変更の必要性，③変更後の内容の相当性，
④労働組合等との交渉状況を総合的に考慮して判断するものとされている（同
条）。

１つ事例を見てみよう。経営指標が地方銀行の中で最下位になった銀行が人
件費削減のために人事制度改革に着手した。就業規則を改訂して，55歳以上
の行員を管理職から外して新たに専門職という職位を設け，それに伴って管理
職を外された行員の年収が約300万円ないし430万円減少した（減少率は約33
～46％）。この事案で，最高裁判所は，次のように判示した。①賃金面での不
利益はきわめて重大であり，かつこの変更は特定の行員（高年層）にのみ重大
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な不利益を課すものであり（他の行員の労働条件はこれに伴って改善されてい
る），この不利益を緩和する十分な経過措置等もとられていないことから，④
行員の９割を組織している多数組合がこれに同意していても，これを大きな考
慮要素と評価することは相当でない。したがって，この変更には合理性は認め
られない（みちのく銀行事件・最高裁2000年９月７日判決）。このように，裁
判所は，就業規則の変更をめぐる事情（①から④など）を総合的に考慮し，変
更の合理性を判断している。

また，就業規則変更の拘束力を認めるもう１つの要件である労働者への「周
知」について，近時の裁判例には，使用者が全体朝礼で就業規則変更につき概
略的に説明しただけで，説明文の配布や説明会の開催など全従業員に具体的に
説明する努力を払っていなかった場合には，周知（実質的周知）の要件を欠く
としたものがある（中部カラー事件・東京高裁2007年10月30日判決）。労働
者への周知は，契約内容の変更（不利益変更）に反対している労働者にも変更
を義務づける根拠となる重要な要件である。したがって，単に情報へのアクセ
スを可能とするだけでなく，内容の認識・理解を可能とするような具体的な説
明の努力をすることが使用者に求められているといえる。

(4) 日本の労働法の体系と特徴

以上のように，働く人と会社の間の労働をめぐる関係は，労働契約を基礎と
しつつ，それに規制を加える法律（強行法規），労働協約，就業規則（最低基
準効）という，あわせて４つの法源によって規律されている。これを，法的な
強さの順に整理しなおすと，次のようになる。

【労働法の法源】

① 法律（強行法規） 例：労働基準法，最低賃金法，民法１条３項・90条など
② 労働協約（←労働組合法16条：規範的効力）
③ 就業規則（←労働契約法12条：最低基準効）
④ 労働契約（明示・黙示の合意，信義則〔民法１条２項〕による補充・修正

など）
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働く人と会社の間の労働をめぐる関係については，これらの４つの法源の中
のどれかによって根拠づけられ権利・義務となることではじめて，労働者が使
用者に（または使用者が労働者に）法的な請求をすることが可能になる。逆に
いうと，これらの４つの法源のどれによっても根拠づけられていないものにつ
いては，裁判所の力を借りてその実現を図ることができない（法的にいうと

「請求の根拠を欠く」）ことになる。
労働法をめぐる問題は，究極的には，これらの４つの法源のいずれかによっ

て権利や義務として構成できるかどうかにかかってくる。労働法を体系的に理
解するためには，まず何よりも，これらの４つの法源からなる労働法の枠組み
を頭に入れておくことが重要である。

3 労働法の当事者
(1) 「労働者」―労働法の適用範囲

その人に労働法が適用されるのかどうかを決めるための概念として，「労働
者」概念がある。これには，①労働基準法をはじめとする労働関係法規（男女
雇用機会均等法，最低賃金法，労働安全衛生法，労働者災害補償保険法，育児
介護休業法，労働者派遣法，雇用保険法など）の適用範囲を決める労働基準法
上の労働者概念，②労働契約をめぐる判例法理（およびそれを明文化した労働
契約法）の適用対象を決める労働契約（法）上の労働者概念，③労働組合法の
適用対象を決める労働組合法上の労働者概念の３つがある。

1） 労働基準法上の労働者

労働基準法は，職業の種類を問わず事業に「使用される者で，賃金を支払わ
れる者」を労働者と定義している（９条）。ただし，この労働者にあたる場合
でも，①同居の親族のみを使用する事業の労働者（たとえば家族経営で同居の
家族のみで行っている事業の労働者）と，②家事使用人には，労働基準法の適
用はないとされている（適用除外。116条２項）。
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労働基準法上の労働者性を判断するうえで重要なポイントとなるのは，Ⓐ
「使用」性（使用者の指揮命令を受けて働いていること）と，Ⓑ「賃金」性
（労働の対償として報酬を得ていること〔11条参照〕）の２点である。この点
を具体的に判断するために，裁判所は，Ⓐ「使用」性について，①仕事の依頼
に対して諾否の自由がないか，②業務遂行上指揮監督を受けているか，③就業
の時間や場所の拘束があるか，④他人によって代替させることができないか，
Ⓑ「賃金」性について，⑤報酬額が労務提供の時間の長さ（残業時間の長さな
ど）に応じて決まっているか，ⓒその他の考慮要素として，⑥機械・器具など
を会社から提供され報酬が高額でないなど事業者性が薄いか，⑦他社での就業
が禁止されるなど専属性が強いか，⑧給与所得の源泉徴収や社会保険料の控除
など公租公課の負担の面で労働者として扱われているか，といった点を総合的
に考慮して，労働者性を判断している。

最高裁判所の判決例では，トラック持込みのいわゆる傭車運転手について，
業務遂行上具体的な指揮監督を受けておらず（②），報酬は労働時間の長さに
かかわらない出来高制で（⑤），自己所有のトラックを使い必要経費等も自己
で負担しており（⑥），所得税の源泉徴収や社会保険料の控除もない（⑧）と
いう事情を考慮し，労働者性が否定された。また，月額６万円の奨学金等を得
て大学病院で臨床研修をしていた研修医については，指導医による指示や就業
時間・場所の拘束があり（②・③），病院から奨学金等が支給され給与所得と
して源泉徴収もなされていた（⑧）という点を考慮して，労働者性が肯定され
ている。

ここで理論的に忘れてはならないのが，これらの事情の判断は，契約上の定
め（形式）ではなく，実質的な事情（実態）に基づいて行わなければならない
ことである。そもそも，労働基準法を含む労働関係法規の多くは，当事者の意
思（合意）にかかわらず守られなければならないという強行的な性格をもって
いる。この強行法規の適用にあたって当事者の合意や契約の形式を重視するこ
とは，当事者の意思や操作によって容易に強行法規が潜脱されることにつなが
り，法の基本的な性格に反する。したがって，たとえば，仕事の依頼に対する
諾否の自由の有無（①）や専属性の強さ（⑦）は，契約上の文言ではなく，実
態に即して判断しなければならない。また，当事者が操作しやすい公租公課に
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ついての取扱い（⑧）は，労働者性の判断において本来は重視されるべきでは
ない。

2） 労働契約（法）上の労働者

日本の裁判所が判決の積み重ねの中でつくり出してきた法理として，就業規
則法理，解雇権濫用法理，雇止め法理，採用内定法理，配転・出向法理，懲戒
法理などの判例法理がある。2007（平成19）年に制定された労働契約法は，
これらの労働契約法理の一部を法律上明文化している。

これらの法理が適用される労働契約（法）上の労働者を，労働契約法は，
「使用者に使用されて労働し，賃金を支払われる者」と定義している（２条１
項）。この定義は，「使用」性と「賃金」性によって労働者性を定義している点
で，労働基準法上の労働者性と基本的に同一のものと考えられている。したが
って，1に述べた労働基準法上の労働者性の判断基準が，労働契約（法）上の
労働者性についてもそのままあてはまることになる。ただし，労働契約法は，
同居親族のみを使用する使用者の労働契約は適用除外としているが，家事使用
人については適用除外としておらず（22条２項），労働基準法が適用されない
家事使用人にも，労働契約法（理）の適用はありうる。

3） 労働組合法上の労働者

労働組合法は，同法の適用対象となる労働者を，職業の種類を問わず「賃金，
給料その他これに準ずる収入によって生活する者」と定義している（３条）。

この労働組合法上の労働者概念は，①使用者に現に使用されていること（「使
用」性）が問われていないこと，②報酬の面でも厳密な意味での「賃金」性は
問われず，賃金などに準ずる収入によって生活する者（「給料等生活者」）であ
れば足りるとされている点で，労働基準法より広く労働者性が認められている。
これは，労働基準法と労働組合法の趣旨の違いに由来する。すなわち，労働基
準法は，人的な従属関係（「使用」性）のもとに置かれる労働者を対象に，使
用者に具体的な作為（例：賃金の通貨・直接・全額・一定期日払いなど）や不
作為（例：法定基準を超える時間外労働をさせないこと）を命じている。一方，
労働組合法は，経済的に弱い地位にある労働者に団結活動や団体交渉を行うこ
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とを認めて，対等な立場での労使自治を促そうとするものである。この法の趣
旨（１条１項参照）からは，主として，経済的従属性（使用者より経済的に弱
い地位にあること）が求められ，労働基準法のように厳密な意味での人的従属
性（「使用」性）は要求されていない。

この点を考慮して，2011年４月12日の最高裁判決は，①労働者が事業組織
に組み入れられているか，②契約内容が使用者により一方的に決定されている
か，③報酬が労務の対価（賃金に準ずる収入）としての性格をもつか，という
労働者の経済的従属性を基礎づける事情を考慮しつつ，これに，④業務の依頼
の応じるべき関係，⑤指揮監督関係の存在という事情も考えあわせて，労働組
合法上の労働者性を判断するという枠組みを採用した。そして，これらの点を
判断するうえでは，契約の形式ではなく，労働の実態をもとに判断しなければ
ならないとし，結論として，舞台に出るオペラ歌手や製品メンテナンスを行う
カスタマーエンジニアの労働者性を肯定した（国・中労委〔新国立劇場運営財
団〕事件判決，国・中労委〔INAXメンテナンス〕事件判決）。

その他，失業中の者，トラック持込みの傭車運転手，プロ野球選手などにつ
いても，広く労働組合法上の労働者性は認められるものと解釈されている。

(2) 「労働組合」―労働組合法の保護を受ける要件

労働者は労働組合を組織し，使用者と対等な立場に立って労働条件などを話
し合う団体交渉を行う権利を有している（同時にストライキなどの団体行動を
行う権利も認められている。憲法28条参照）。労働組合法は，適法な労働組合
が使用者に団体交渉を申し入れた場合には，正当な理由なくこれを拒否しては
ならない（７条２号）など，労働組合への一定の保護を定めている。労働組合
法の基本的な目的は，団体交渉による労働条件対等決定の促進にある（１条１
項参照）。

このような役割を担う労働組合について，労働組合法は，①労働者が主体と
なって（主体），②自主的に（自主性），③労働条件の維持改善その他経済的地
位の向上を図ることを目的として（目的），④組織する団体またはその連合体

（団体性）であり（２条），⑤その民主的な運営を確保するために一定の事項
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（均等取扱いや民主的意思決定手続など）を記載した規約を作成すること（民
主性。５条２項）を求めている。

なかでも，②自主性の要件については，人事の直接の権限をもったり，労働
関係の機密事項に接する監督的地位にある労働者など，「使用者の利益を代表
する者」の参加を許すものであってはならないとされている（２条但書１号）。
これを受け，実務上は，課長などの一定の役職に達すると労働組合を脱退する
取扱いがなされていることが多い。しかし，法的には，この利益代表者にあた
るかどうかの判断は，課長以上といった肩書きではなく，会社からの独立性の
確保という法の趣旨に照らし，実際に使用者の利益代表者といえる具体的な権
限をもっているかという実質的な観点からなされなければならない。したがっ
て，課長など管理職の肩書きをもつ者であっても，法的には「利益代表者」に
はあたらず，労働組合に加入できることも多い。

(3) 「使用者」―労働法上の責任追及の相手

労働法上，会社（使用者）が負う義務や責任にはいろいろなものがある。た
とえば，賃金支払義務は労働契約によって基礎づけられており，違法な時間外
労働を命じない義務は労働基準法によって課されている。また，労働組合と誠
実に団体交渉を行うことは労働組合法によって義務づけられている。これら労
働法上のさまざまな義務や責任を負う主体である使用者とはだれなのか。これ
を明らかにするために，労働法上の「使用者」という概念が用いられている。

具体的には，①労働契約上の義務を負う労働契約上の「使用者」，②労働基
準法上の義務や責任を負う労働基準法上の「使用者」，③労働組合法上の義務
を負う労働組合法上の「使用者」の３つがある。

1） 労働契約上の使用者

労働契約上の義務を負う使用者（労働契約上の使用者）は，労働者が労働契
約を締結している相手方である会社である。しかし，契約を結んでいる会社が
ペーパーカンパニーで実態がない場合や，会社を裏で実質的に支配し契約責任
を免れようとしている者がいる場合など，契約を締結している相手方以外の者
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に使用者としての責任を追及すべき場合もある（「使用者」概念の拡張）。この
使用者概念の拡張を認める法技術として，大きく２つの法理がある。

１つは，法人格否認の法理といわれるものである。これは，親子会社の例で，
子会社と労働契約を締結している労働者が親会社の責任を追及する場合などに
用いられる。具体的には，①親会社が子会社の株式を所有しているだけでなく，
ヒト（人事）・カネ（財務）・シゴト（業務執行）等の面でも子会社を支配・管
理し，子会社の法人格がまったく形骸にすぎない場合（法人格形骸型）や，②
子会社を背後から支配し（労働条件等について具体的に支配・決定する力をも
ち），その法人格を違法・不当な目的で（例：組合をつぶすためや解雇規制の
適用を免れるため）濫用した場合（法人格濫用型）に，子会社の法人格を否認
し，労働者が親会社に直接契約責任を追及することを認めるものである。法的
にいうと，親会社が責任の帰属を否定することを信義則（民法１条２項）上許
さないという点が，その根拠とされる。会社法の制定により会社の設立が容易
になったぶん，この法理による法人格の操作や濫用のチェックの必要性は高ま
っている。

もう１つは，黙示の労働契約成立の法理である。これは，たとえば，ある会
社に雇用されている労働者が他の会社に派遣されて働いている場合に，労働者
が派遣先の会社に賃金の支払いなど契約上の責任を果たすことを求める法理と
して用いられる。ここでは，労働契約の定義（労働契約法６条参照）に沿って，
①その会社（派遣先）に「使用されて」（指揮命令を受けて）働き，②その会
社（派遣先）から対価として「賃金」の支払いを受けていたことについて，③
両当事者に共通の認識（明示または黙示の合意）があったことを証明できれば，
労働契約の相手方たる使用者として責任を追及することが可能となる。労働者
派遣の例では，指揮命令（①）は派遣先が行い，賃金の支払い（②）は派遣元
が行っていることが一般的であるが，指揮命令（①）だけでなく，実質的な賃
金の額の決定や賃金の支払い行為（②）を派遣先がやっており，労働者と派遣
先の間にこれらの点につき共通の認識（黙示の合意）があるといえる場合には，
派遣先を労働契約上の使用者として，賃金支払いなどの労働契約上の義務の履
行を求めることが可能となる。
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2） 労働基準法上の使用者

労働基準法上の使用者概念とは，労働基準法違反の罰則（117条以下）の適
用や行政監督（97条以下）の対象となる使用者を指す。労働基準法は，この
使用者を，「事業主」または「その事業の労働者に関する事項について，事業
主のために行為をするすべての者」と定義している（10条）。この「事業主の
ために行為をする者」とは，労働基準法が規制する事項について実質的な権限
をもっている者を指す。たとえば，時間外労働を命じる権限をもっている課長
が同法違反となる残業を部下に命じた場合には，この課長が同法違反の実行行
為者としての責任を問われることになる（「行為者罰」制度）。これと同時に，
事業主にも罰金刑が科されうる（両罰規定。121条）。

3） 労働組合法上の使用者

労働組合法上の責任を負う主体としての使用者は，原則として，労働契約を
締結している相手方である会社（労働契約上の使用者）である。しかし，この
原則には，次の２つの例外がある。

第１に，労働契約を締結している使用者以外に，労働条件等について「現実
的かつ具体的に支配・決定することができる地位にある者」がいる場合には，
その労働条件等については，その者が不当労働行為の主体である使用者にあた
ると解されている。実質的に支配している者が労働契約上の使用者以外にいる
場合に，実質的な権限をもっていない労働契約上の使用者とだけ団体交渉を行
っても，労働条件対等決定という法の趣旨は実現されないからである。子会社
の労働者の労働条件のうち，親会社が現実的かつ具体的に支配・決定している
労働条件のケースでは，親会社も使用者として団体交渉に応じる義務を負う。

第２に，「近い過去に使用者であった者」および「近い将来において使用者に
なる可能性がある者」については，不当労働行為の主体たる使用者とされること
がある。具体的には，ある労働者が解雇された場合に，解雇をした使用者が解
雇された労働者が加入する労働組合から団体交渉を求められてこれに応じなけ
ればならないことがあり，また，採用拒否など採用をめぐる問題について，使用
者となる可能性があった者の不公正な行為が不当労働行為とされることがある。
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4 雇用関係の展開と法
(1) 雇用関係の成立―採用をめぐる法規制

1） 採用の自由

日本では，使用者に幅広い採用の自由（どのような人をどのような基準で雇
うかを決める自由）が認められている。

最高裁判所の判例によれば，国籍・信条・社会的身分を理由とする労働条件
差別を禁止した労働基準法３条は採用には適用されず，思想・信条を理由とし
た採用拒否も当然に違法であるとはいえないとされている（三菱樹脂事件・最
高裁1973年12月12日判決）。また，組合活動を理由とする不利益取扱いを禁
止する労働組合法７条１号も原則として採用には適用されないものと解釈され
ている（JR北海道等事件・最高裁2003年12月22日判決）。ただし，女性であ
ることを理由とする募集・採用差別（男女雇用機会均等法５条），障害者であ
ることを理由とする募集・採用差別（障害者雇用促進法34条），労働者の募
集・採用にあたり年齢制限をつけること（雇用対策法10条）など法律上明文
で禁止されている場合には，採用の自由もその制限に服する。なお，長期勤続
によるキャリア形成を図る観点から若年者等を募集・採用する場合などやむを
得ない理由があるときには，労働者の募集・採用に年齢制限をつけることが例
外的に認められている（雇用対策法施行規則１条の３第１項）。

日本とは対照的に，アメリカやEU諸国では，採用段階も含めて雇用差別が
禁止されている。いくら採用後の差別を禁止したとしても，そもそも採用され
なければ，雇用社会に入ることすらできない。差別されている人たちにとって
は採用時の差別がもっとも大きな障壁となるため，雇用差別を禁止するときに
は採用段階の差別も当然禁止の対象に含まれるとされてきた。しかし，日本の
判例は，思想・信条を理由とした採用差別もただちに違法とはならないとして，
現在も使用者の採用の自由を広く認めている。その実質的な根拠としては，長
期雇用慣行をとっている日本の企業では人間的な信頼関係が重視され，かつ，
いったん採用すると解雇権濫用法理のもとで容易に解雇することもできなくな
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るため，採用時に候補者の人物・性格にかかわる事情を慎重に吟味して人選を
行うことを認めるべきであるという考えがある。しかし，このような判例の立
場に対しては，学説上強い批判も加えられている。

2） 採用内々定・内定・試用期間

この採用の自由も，使用者が採用者を決める過程にあてはまるものにすぎな
い。いったん労働契約が成立すると（両当事者の間に「入社する」「採用す
る」という合意が成立したと認められると），その後の使用者による一方的な
解約の意思表示（＝解雇）には，後に述べる解雇権濫用法理が適用されること
になる。では，労働契約はどの時点で成立するのか。

これは，個別具体的な事情に応じた契約の解釈の問題である。判例の中には，
使用者からの採用内定通知によって労働契約が成立し（ただし，内定通知に記
載された事由が生じた場合には内定を取り消すことがあるという解約権留保付
の労働契約の成立），その後の内定取消（留保された解約権の行使＝解雇）に
は客観的に合理的で社会通念上相当といえる理由が必要であるとしたものがあ
る（大日本印刷事件・最高裁1979年７月20日判決）。解約権行使（内定取消）
が認められる具体的な理由としては，成績不良による卒業延期，健康状態の著
しい悪化，虚偽申告の判明，逮捕・起訴猶予処分を受けたことなどがあげられ
る。

また，入社の際に適格性を観察する期間として試用期間を設けることがある
（一般に入社後３か月または６か月の試用期間が付されることが多い）。これに
ついても，（解約権留保付の）労働契約が成立しているものとされ，試用期間
終了時になされる本採用拒否は留保解約権の行使（＝解雇）であって，客観的
合理性・社会的相当性がある場合にのみ許されるとした判例がある（前掲三菱
樹脂事件判決）。これらの内定取消や本採用拒否に，客観的に合理的で社会通
念上相当といえる理由がない場合には，労働契約はその後も存続し賃金の支払
いなどを求めることができることになる。

採用内定の前に会社から通知される採用内々定についても，この時点で労働
契約が成立するか否かは個別具体的な事情に応じた契約の解釈の問題である。
裁判例では，正式な内定式の前の内々定の時点では労働契約は成立したとまで
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はいえないが，会社がきわめて簡単な通知で突然内々定を取り消し，その後も
誠実な態度で説明や対応をしなかったことに対し，内々定者の就労への期待利
益を侵害したとして55万円の損害賠償を命じたものがある（コーセーアール
イー〔第２〕事件・福岡高裁2011年３月10日判決）。

3） 労働条件の明示義務

使用者は，労働契約の締結に際し，賃金・労働時間その他の労働条件を労働
者に明示しなければならない（労働基準法15条１項）。労働契約の期間，就業
場所，従事すべき業務，労働時間，賃金，退職（解雇事由を含む）に関する事
項については書面の交付が求められている（労働基準法施行規則５条）。この
書面の交付は，当初の就業場所と従事業務を記載した辞令の交付とあわせて，
会社の就業規則の提示という方法で行われることも多い。また，労働契約法は，
その他の事項についても，できる限り書面により確認するものとしている（４
条２項）。労働契約の内容を明らかにしておくことは，労働者の権利や利益を
守るためにも，将来の無用な紛争を防ぐためにも，重要である。

(2) 人事―昇進・昇格・降格，配転・出向・転籍，懲戒処分など

日本企業の人事部（総務部内に位置づけられていることもある）は，企業内
の多くの情報と権限を掌握しており，社内でかなり大きなパワーを有している。
日本企業では人事畑を歩んできた人が社長になることも少なくない。人事部は
幅広く強力な人事権をもち，さまざまな人事上の措置を講じることをその務め
としている。しかし，この人事権の行使も，まったく自由にこれを行うことが
できるわけではない。法的には，主として次の２つの観点から制約が加えられ
ている。

第１に，前述のように，それぞれの措置を命じる契約上の根拠（労働協約，
就業規則または労働契約上の根拠）が存在することである。たとえば，就業規
則に配転命令の根拠となる合理的な規定が存在するなど契約上の根拠がない限
り，会社が労働者に配転を命じることはできない。

第２に，契約上の根拠規定が存在していたとしても，その権利の行使が権利
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の濫用（民法１条３項，労働契約法３条５項）にあたらないなど，法律（強行
法規）に違反しないことである。たとえば，①業務上の必要性がない場合，②
不当な動機・目的による場合，③労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える
不利益を負わせる場合など特段の事情があるときには，配転命令は権利濫用と
して無効となると解されている（東亜ペイント事件・最高裁1986年７月14日
判決）。また，男性のみを昇格させ女性を昇格させないことも，法律（男女雇
用機会均等法６条）違反として損害賠償の対象となる。

1） 人事考課（査定）

日本企業の人事管理においては，役職制度や職能資格制度がとられているこ
とが多い。会社内での役職（部長・課長・係長など），基本給（職能給）の指
標となる職能資格（主事３級６号俸など），賞与の支給係数などは，使用者

（上司等）が従業員を観察して行う人事考課（査定）に基づいて決定される。
人事考課制度が就業規則などを通じて労働契約の内容となっている場合，使

用者は人事考課権をもつことになる。人事考課は使用者の経営判断と結びつい
たものであり，特に日本では評価項目が能力・情意・業績など広範にわたり抽
象的なものも多い。そのため，使用者は人事考課を行うにあたり，原則として
広い裁量権をもつと解釈されている。

しかし，人事考課が，①国籍・信条・社会的身分（労働基準法３条），組合
加入・組合活動（労働組合法７条），性別（男女雇用機会均等法６条）など法
律上禁止された事由を考慮に入れた場合，②目的が不当であったり，評価が著
しくバランスを欠くなど裁量権の濫用（民法１条３項，労働契約法３条５項）
にあたる場合，③所定の考課要素以外の要素に基づいて評価をしたり，評価対
象期間外の事実を考慮するなど人事考課に関する契約上の定めに反する場合に
は，人事考課を違法として損害賠償を請求することができる。

たとえば，従業員が「社長は血も涙もないことをする。ひどいワンマン体制
だ」と社長批判の発言をしたことについて，その直後の査定で低い評価とした
ことは適法としつつ，その後の査定で再びこれを考慮して低評価としたことは
違法であるとした裁判例がある（マナック事件・広島高裁2001年５月23日判
決）。
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2） 昇進・昇格・降格

昇進とは役職の上昇を指し，昇格は職能資格の上昇を意味する。この昇進・
昇格の判断は，一般に，使用者に広い裁量権が認められる人事考課に基づいて
行われる。また，特に昇進の対象となるポストの数や配置については，使用者
の経営判断に基づいて決定されることが多い。したがって，労働者は，原則と
して，使用者の決定がなければ昇進・昇格した地位にあることを求めることは
できないと解釈されている。

しかし，例外がある。①就業規則の定めや労使慣行などを通じて昇進・昇格
することが契約の内容となっていると認められる場合（例：勤続10年で原則
として係員を係長に昇格させる旨が就業規則に定められている）には，昇進・
昇格した地位にあることの確認を求めることができる。また，②昇進・昇格決
定の基礎となった人事考課が法律上禁止された差別（男女雇用機会均等法６条，
労働組合法７条など）や権利濫用などにあたり違法と評価される場合には，損
害賠償を求めることができる。

降格とは，役職または職能資格を低下させることをいう。そのうち，役職を
低下させるにすぎない降格（例：賃金引下げを伴わない課長から係長への格下
げ）は，労働者の適性や成績を評価して行われる労働力配置の問題（役職の上
昇である「昇進」の裏返しの措置）と考えられる。したがって，使用者は，成
績不良や職務適性の欠如など業務上の必要性があり，権利濫用にあたらない限
り，その裁量によってこれを行うことができる。

これに対し，職能資格を低下させる降格は，基本給の変更をもたらす契約上
の地位の変更である。そのため，これについては，労働者の同意や就業規則上
の合理的規定など契約上の根拠が必要であり，また，契約上の根拠がある場合
にも，その契約内容に沿った措置か（例：降格に値する職務遂行能力の低下が
あった），権利濫用など強行法規違反にあたる事情がないかがさらに検討され
ることになる。

3） 人事異動―配転・出向・転籍

配転とは，職務内容や勤務場所の変更のことをいう。日本企業では，長期雇
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用慣行のもとで，企業内での幅広い能力形成や雇用維持のために，定期的に従
業員の配転を行っているところが多い。このうち，引越しを伴うようなものは
転勤とも呼ばれている。この配転（転勤）は労働者の生活やキャリア形成に影
響を及ぼすこともあるため，使用者と労働者との適切な利害調整が必要となる。

配転については，就業規則に「業務上の都合により配転を命じることができ
る」といった規定が置かれていることが多い。このような概括的な規定も，日
本企業での配転の重要性を考慮して，一般に合理的なものと解釈されている。
もっとも，職種や勤務地を限定する合意（黙示の合意も含む）がある場合には，
配転命令権はその合意の範囲内のものに限定される。たとえば，医師・看護
師・大学教員など特殊な資格や技能をもつ労働者については職種限定の合意が
認められ，また，現地採用の補助職員，勤務地限定の一般職社員については勤
務地限定の合意が認められうる。

配転命令権に契約上の根拠が認められる場合にも，その権利の行使は濫用に
あたってはならないという制約がかかる。たとえば，①長時間の新幹線通勤や
単身赴任という負担を負わせてまで配転しなければならない業務上の必要性は
認められない事案（ＮＴＴ西日本〔大阪・名古屋配転〕事件・大阪高裁2009
年１月15日判決），②いやがらせや退職へ追い込む意図で配転がなされた事案

（精電舎電子工業事件・東京地裁2006年７月14日判決），③配転すると病気の
家族を介護できなくなる事案（ネスレ日本〔配転本訴〕事件・大阪高裁2006
年４月14日判決など）で，配転命令は権利の濫用にあたると判断されている。

１つの企業を超えた労働者の異動として，出向と転籍がある。出向（在籍出
向とも呼ばれる）とは，出向元企業に従業員としての地位（籍）を残しながら，
出向先企業で働くことをいう。転籍（移籍出向とも呼ばれる）とは，移籍元企
業との労働契約関係を終了させ，移籍先企業と新たな労働契約関係に入ること
をいう。出向・転籍をめぐる最大の問題は，労働者の個別の同意なしに出向・
転籍を命じることができるかという点にある。

出向命令権の有無につき，判例は，就業規則と労働協約に出向命令権を根拠
づける規定があり，出向期間，出向中の地位，出向先での労働条件など出向労
働者の利益に配慮した出向規定が設けられていたケースで，使用者は労働者の
個別の同意なしに出向を命じることができるとした（新日本製鐵〔日鐵運輸第
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２〕事件・最高裁2003年４月18日判決）。出向に伴う不利益への配慮が十分に
なされている場合には，出向と配転とを実質的に同じものとみて判断すること
ができると考えられた。この場合でも，出向命令権の行使が権利の濫用になっ
てはならない点は，配転の場合と同様である。労働契約法は，出向の必要性や
出向させる労働者の人選などの点で，会社がその権利を濫用したという事情が
ある場合には，出向命令は無効とする旨を定め，この点を確認している（14
条）。

これに対し，転籍については，前の労働契約が解約され新たな労働契約が締
結されるものである以上，労働者本人の個別の同意が必要であり，使用者は一
方的に転籍を命じることはできないと解されている。

4） 企業組織の変動―合併・事業譲渡・会社分割

企業組織の変動をもたらすものとして，合併，事業譲渡，会社分割の３つが
ある。この変動の際に，労働契約はどうなるか。変動後の企業に引き継がれる
ことになるのかが大きな問題となる。

合併の場合には，合併後の会社（存続会社または新設会社）に，労働契約上
の権利義務を含むすべての権利義務が全面的に引き継がれる。

会社分割の場合には，法律（会社法757条以下など）に基づいて，権利義務
の帰趨が決まる。すなわち，会社分割の際に作成される分割計画書（または分
割契約書）に記載された権利義務は，分割先の会社（新設会社または吸収会
社）に引き継がれるのが原則である。ただし，承継される事業に主として従事
する労働者が，会社が作成する分割計画書に記載されていなかった（移籍の対
象とされていなかった）場合，異議を申し出ることにより分割先への移籍を主
張することができる（労働契約承継法４条）。逆に，承継される事業に主とし
て従事してはいなかった労働者が分割計画書に記載されていた（移籍の対象と
されていた）場合には，異議を申し出ることにより分割先への移籍を拒否する
ことができる（同法５条）。

これに対し，事業譲渡の場合には，譲渡元企業と譲渡先企業との個別の合意
に基づいて，どの権利義務が移転されるかが決定される。企業間の合意・決定
に委ねられているぶん，労働者の地位は不安定になりかねない。労働者との関
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係では，大きく２つの問題が生じる。
第１に，労働者の移転が譲渡元と譲渡先で合意されている場合，労働者は移

転を拒否できるかである。この点については，一般に労働契約上の権利の譲渡
については労働者の承諾が必要とされている（民法625条１項）ため，労働者
はこれを拒否し元企業に残ることができると考えられている。

第２の問題は，事業譲渡の対象から排除された労働者が自分も譲渡（移転）
の対象とするように求めることができるかである。この場合も，事業譲渡にお
ける権利義務の移転は譲渡元と譲渡先の合意（事業譲渡契約）によって決まる
のが原則であるため，譲渡先はある労働者を承継対象に含めない（排除する）
ことは可能であるとの解釈が一般的である。ただし，労働組合員であることや
労働条件変更に反対したことを理由に特定の労働者を排除するなど，その決定
が法律（労働組合法７条，民法90条など）に違反する場合には，その部分は
違法・無効と解釈される。また，事業を包括的に引き継いだ者（譲渡先）が事
実上従業員を継続して使用していたケース（Ａラーメン事件・仙台高裁2008
年７月25日判決）や，自動車学校の閉鎖に伴い解雇された労働者につき新た
に開設された学校の取締役が団体交渉の席で原則として全員移ってもらうと発
言していたケース（ショウ・コーポレーション〔魚沼中央自動車学校〕事件・
東京高裁2008年12月25日判決）などでは，当事者間の合理的意思解釈（黙示
の合意の認定など）により承継（譲渡先企業と労働者間の労働契約の成立）が
認められている。

5） 休職

休職とは，労働者に労働させることが適切でない場合に，労働契約を存続さ
せながら労働義務を一時消滅させることをいう。たとえば，傷病休職，事故欠
勤休職，起訴休職，出向休職，自己都合休職，組合専従休職などがある。休職
制度は，一般に労働協約や就業規則などに定められ，それに基づいて使用者が
一方的に発令することが多い。

休職期間中の賃金については，就業規則などに規定されていることが多いが，
会社側の都合や責任で休職とされている場合には，使用者の責任で働けなかっ
たものとして賃金の支払いを求めることができる（民法536条２項）。
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傷病休職や事故欠勤休職の場合，休職期間満了の時点で休職事由が消滅して
いないときには，解雇または自動退職とする旨が定められていることがある。
しかし，この場合も必ず退職となるわけではない。裁判例では，休職期間満了
時に従前の職務を支障なく行える状態にまでは回復していなくとも，相当期間
内に治癒することが見込まれ，かつ，当人に適切なより軽い作業が現に存在す
るときには，使用者は労働者を病気が治癒するまでの間その業務に配置すべき
であり，契約の自動終了という効果は発生しないものとされている（エール・
フランス事件・東京地裁1984年１月27日判決，キヤノンソフト情報システム
事件・大阪地裁2008年１月25日判決など）。

6） 懲戒処分

企業は，多数の労働者を組織し円滑に企業活動を行っていくために，就業規
則に服務規律を定めている。従業員がこの服務規律に違反したときに制裁罰と
して懲戒処分を課すことがある。懲戒処分の例としては，軽いものから順に，
けん責・戒告，減給，出勤停止，降格，諭旨解雇，懲戒解雇などがある。

懲戒処分を法的に有効に行うためには，まず，就業規則において懲戒の種別
および事由（経歴詐称，業務命令違反など懲戒を課す理由）を定めておくこと
が必要である（フジ興産事件・最高裁2003年10月10日判決）。懲戒処分は刑
罰と類似した性格をもつため，刑罰に関する罪刑法定主義という法原則になら
って，処分にあたって適正な手続を踏むこと（特に本人に対して懲戒事由を告
知して弁明の機会を与えること），同じ事由についてくり返し懲戒処分を行わ
ないこと（一事不再理の原則），新たに設けた懲戒規定をそれより前の事案に
適用しないこと（遡及的制裁の禁止）なども求められる。

また，就業規則に懲戒事由が定められ，形式的にそれに該当する行為があっ
たとしても，実質的に企業の秩序を乱すおそれがない場合には，就業規則規定
の趣旨に照らして，懲戒事由は存在しないと解釈されることがある（就業規則
規定の限定解釈）。たとえば，就業規則に職場内での政治活動を禁止する規定
があったとしても，業務を妨げずに平穏な態様で政治ビラを配り，実質的に企
業秩序を乱すような状況になかった場合には，懲戒事由としての就業規則違反

（禁止された「政治活動」）には該当しないとされる。また，兼業は会社の許可
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を得てから行うこと（兼業許可制）が就業規則上定められており，この許可を
得ずに兼業をしていたとしても，深夜に及ぶ長時間の兼業で本務たる業務に支
障が生じたり，競合企業での兼業で会社への背信行為にあたったりするなど，
会社に実際に支障が生じるおそれがなければ，懲戒事由たる「無許可兼業」に
は該当しないと解釈されている。

さらに，就業規則の懲戒規定に基づいて懲戒処分が課されたとしても，それ
が権利の濫用にあたるものであってはならない。ここでは特に，懲戒処分のも
とになった労働者の行為（企業秩序違反行為）の悪性の強さと懲戒処分の重さ
とをくらべて，処分が重すぎないかが判断される（労働契約法15条参照）。た
とえば，飲酒運転で逮捕されたことは「会社の名誉信用の毀損」などの懲戒事
由に該当しうるが，業務とは無関係の私生活上の行為であり，これ以外に勤務
態度等の点でそれまで問題となることがなかったような場合には，これに対し
懲戒解雇というもっとも重い処分を課すことは，権利濫用にあたると判断され
ることがある。他方で，法的に有効な配転命令を拒否することは，懲戒事由た
る業務命令違反にあたり，これに対し懲戒解雇処分を課すことも有効であると
されることが多いが，懲戒解雇は性急にすぎ配慮を欠いていたとして権利の濫
用にあたるとした裁判例もある（メレスグリオ事件・東京高裁2000年11月29
日判決）。

(3) 雇用関係の終了―解雇，辞職，雇止め，定年など

1） 解雇権濫用法理はどのようにして生まれたのか？

そもそも，日本の民法は，期間の定めのない雇用契約については，２週間前
に予告すればいつでも解約することができるとしている（627条１項）。この
規定は，労働者からの解約（辞職）にも，使用者からの解約（解雇）にも同様
に適用されるものとされており，民法上は，解雇は，労働者の辞職と同様に，
原則として自由と位置づけられている。実際に，戦後間もない昭和20年代の
日本では，解雇は実態としてかなり広く行われていた。

これに対し，地方裁判所レベルの判決・決定の中には，昭和20年代から，
解雇が与える労働者の生活への深刻な影響を考慮して，解雇に正当な理由を要
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求するものが見られはじめた。その後，昭和30年代以降の高度経済成長下で，
正社員の終身雇用（長期雇用慣行）を中心とする日本的雇用システムが徐々に
定着・浸透していくと，キャリアの途中での解雇の労働者への打撃は，中途採
用が難しくなっていくぶん，一般的により大きなものとなっていく。

このような社会状況の中で，昭和40年代には，正当な理由がない解雇は，
権利の濫用（民法１条３項）として無効となるという法理が，地方裁判所や高
等裁判所でほぼ定着するようになる。この流れを受けて，最高裁判所は，
1975年の日本食塩製造事件判決で，「使用者の解雇権の行使も，それが客観的
に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には，
権利の濫用として無効になる」と述べ，判例法理としての解雇権濫用法理を確
立した。このように，解雇権濫用法理は，正社員の長期雇用を重視する日本の
雇用システムと結びつきながら，裁判所が発展させていった法理である。

この法理は，2003年の労働基準法改正によって，労働基準法18条の２とし
て法律上明文化され，さらに2007年の労働契約法の制定に伴って，現在では
労働契約法16条として規定されるに至っている（労基法18条の２は削除され
た）。

2） 解雇権濫用法理の内容

労働契約法16条によると，解雇は，①客観的に合理的な理由を欠き，②社
会通念上相当であると認められない場合には，権利の濫用として無効となると
されている。労働者を解雇する場合には，客観的合理性（①）と社会的相当性

（②）の２つを備えていることが求められている。
このうち，解雇の合理的理由（①）としては，大きく，ⓐ労働者の能力や適

格性が低下したこと（例：労働者が私的な事故により働くことが難しい状況に
なった），ⓑ労働者が職場の規律を乱す悪い行為をしたこと（例：労働者が度
重なる遅刻や早退で企業秩序を乱した），ⓒ経営上の必要性（例：経営難で人
員整理もやむをえない）という３つのタイプのものがある。

これらの理由のうちのどれかが存在した（つまり，①客観的に合理的な理由
がある）としても，さらに解雇は，社会通念上相当なものとして認められなけ
ればならない（②社会的相当性）。この点について，日本の裁判所は，簡単に
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は解雇の社会的相当性を認めず，労働者側に有利なさまざまな事情を考慮に入
れたり，解雇以外の手段による対処を求めたりすることが多い。次の３つの例
を見てみよう。

１つめは，ニュースのアナウンサーの事例である。朝６時のラジオニュース
を担当していたアナウンサーが，２週間に２度寝過ごして放送事故を起こした。
しかも２度目の事故については当初上司に報告せず，その後事実と異なる報告
書を提出した。この労働者の規律違反行為（ⓑ）を理由としてなされた解雇に
ついて，最高裁判所は，この労働者のみを責めるのは酷である，普段の勤務成
績は悪くない，２度目の事故についても謝罪の意を表明しているなどの事情を
勘案し，解雇に処することは「必ずしも社会的に相当なものとして是認するこ
とはできない」として，解雇を無効とした（高知放送事件・最高裁1977年１
月31日判決）。

２つめは，タクシー運転手の事例である。タクシー運転手として勤務するこ
とを予定して入社した労働者が，視力低下のため二種免許を喪失し，タクシー
運転手として勤務することができなくなった。この能力低下（資格喪失）（ⓐ）
を理由としてなされた解雇について，東京地方裁判所は，会社がタクシー運転
手以外の仕事をこの労働者に提供することは困難ではないことから，資格喪失
のみをもって解雇することはできないと判断した（東京エムケイ事件・東京地
裁2008年９月30日判決）。

３つめは，部門閉鎖に伴う解雇の事例（ⓒ）である。経営悪化した会社が，
再生手続開始を申し立てた後，同社の紡績部門を閉鎖することとして同部門で
働いていた労働者105名を解雇した。これに対し，名古屋高等裁判所は，紡績
部門を継続したら将来破綻に陥ることが避けられないという事情は主張立証さ
れておらず，解雇の回避に努めていたともいえず，解雇前の労働組合への説明
も不十分であったことなどから，解雇権の濫用として無効であると判断した

（山田紡績事件・名古屋高裁2006年１月17日判決）。
解雇が権利濫用として無効とされると，労働契約上の権利はそのまま存続す

るものとして取り扱われる（労働契約上の権利を有する地位が確認される）。
違法な解雇によって働けなかったことについても，その責任は使用者側にある
として，その期間中の賃金の支払いが命じられることが一般的である（民法
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536条２項参照）。
このように，裁判所が個別の事案の中で解雇の社会的相当性をかなり厳しく

求めている点，そして，解雇が権利濫用とされた場合の法的救済の重さ（解雇
無効と賃金支払いなど）に，日本の解雇権濫用法理の大きな特徴がある。

3） 整理解雇法理

なかでも経営上の理由からなされる解雇（「整理解雇」と呼ばれる）につい
ては，整理解雇法理が形成されている。これは，①人員削減の必要性，②解雇
回避の努力義務，③人選の合理性，④手続の妥当性という４つの観点から，解
雇の合理性・相当性をより具体的に判断しようとするものである（東洋酸素事
件・東京高裁1979年10月29日判決，前掲・山田紡績事件判決などを参照）。

①人員削減の必要性については，裁判所は，基本的に会社の経営判断を尊重
する傾向にあるが，企業の財政状況にまったく問題がない場合や整理解雇をし
ながら新規採用をするといった矛盾した行動がとられていた場合には，人員削
減の必要性がなかったものと評価されることがある。②については，解雇とい
う手段をとる前に，残業の削減，新規採用の手控え，余剰人員の配転・出向，
非正規従業員の雇止め・解雇，一時休業，希望退職者の募集など，それぞれの
企業の状況下で可能な限りの措置をとって解雇を回避するよう努力することが
求められる。③については，解雇回避努力を尽くしてもなお余剰人員が存在す
る場合，余剰人員数を画定したうえで合理的な人選基準を定め，その基準を公
正に適用して被解雇者を決定することが求められる。その際，「責任感」や

「協調性」といった抽象的な基準は恣意的な人選を許すものとして，その合理
性が否定されることがある。④として，会社は労働組合や労働者に対して，人
員整理の必要性，解雇回避の方法，整理解雇の時期・規模・人選の方法などに
ついて説明を行い，その納得を得るために誠意をもって協議しなければならな
い。

裁判所は，これらの４つの点（整理解雇の４要件または４要素と呼ばれてい
る）を考慮しながら，整理解雇の合理性・相当性（つまり，権利濫用にあたら
ないか）を判断している。
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4） 解雇に関するその他の法規制―解雇予告と期間制限

解雇に関しては，合理的で相当な理由を求める解雇権濫用法理（労働契約法
16条）以外にも，法律上一定の規制が定められている。

使用者は，解雇をするには，少なくとも30日前に予告をするか，30日分以
上の平均賃金（予告手当）を支払わなければならない（労働基準法20条１項）。
予告日数は１日分の平均賃金を支払った日数だけ短縮できる（同条２項）とさ
れており，予告日数と平均賃金支払日数の合計が30日に達していればよい。
これは，解雇による労働者の生活上の打撃を和らげるため，民法上の２週間の
予告期間（627条１項）を30日に延長したものである。ただし，天災事変など
のやむをえない事由によって事業を継続できなくなった場合や，労働者に重大
な非違行為があった場合には，所轄の労働基準監督署長の除外認定を受けて，
予告なく解雇することができる（労働基準法20条１項但書，同条３項）。

使用者は，労働者が労働災害で療養するために休業する期間とその後の30
日間，および，産前産後休業の期間とその後の30日間は，その労働者を解雇
してはならない（労働基準法19条１項）。労働者が安心して労災の療養や産休
をとれるようにするための規制である。ただし，使用者が労働災害について打
切補償（同法81条）を支払った場合，または，天災事変などのやむをえない
事由によって事業を継続できなくなった場合には，この解雇の期間制限は適用
されない（同法19条１項但書・２項）。

要するに，使用者は，原則として，30日間の予告期間を置き（または予告
手当を支払い），解雇の期間制限がかかっていない時期に，かつ，客観的に合
理的で社会通念上相当といえる理由がある場合に限り，労働者を解雇すること
ができるのである。

5） 辞職と合意解約

「解雇」とは，労働契約の終了の中でも，使用者の一方的な意思表示による
解約のこという。これとは反対に，労働者の一方的な意思表示による労働契約
の終了を「辞職」という。また，労働者と使用者が合意して労働契約を解約す
ることを「合意解約」という。
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辞職については，民法の原則に戻り，期間の定めのない労働契約の場合，労
働者は２週間前に申し入れればいつでも会社を辞めることができる（民法627
条１項）。合意解約については，２週間の予告期間を置くことも必要なく，両
当事者の合意によりいつでも労働契約を終了させることができる。

辞職や合意解約の場合，「解雇」には該当しないため，前に述べた解雇権濫
用法理や解雇予告規制などの適用はない。しかし，使用者が労働者に対し執拗
に辞職を求めるなど労働者の人格を傷つけるようにして退職勧奨が行われた場
合には，労働者は使用者に対し人格的利益を侵害する不法行為（民法709条）
として損害賠償の支払いを求めることができる。

会社としては「解雇」となると解雇権濫用法理という厳しい規制がかかり，
世間体もよくないので，労働者にさまざまな形で圧力をかけて辞職や合意解約
に追い込もうとする例が後を絶たない。このような場合，①そもそも辞職や合
意解約という労働者の意思は真意に基づいたものであったのか（会社に強要さ
れるなど真意によらずに退職の意思を表明した場合，その意思表示を無効とす
ることができる〔民法93条・96条など〕），②退職を求める過程で労働者の人
格を損なうような行きすぎた言動が会社側になかったか（上に述べたように損
害賠償の支払いを求めることができる）といった点が，法的に問われうる。

労働者が泣き寝入りをせず正当な権利の主張をしていくことが，このような
悪弊を将来に向けてなくしていくための１つの，しかし着実な方法といえよう。

6） 期間の定めのある労働契約と雇止め

そもそも労働契約に期間の定めがあり，その期間が満了することによって労
働契約が終了することもある。正社員の場合は期間の定めなく雇用されている
ことが多いが，パート，アルバイト，契約社員，嘱託，派遣などの形態で働く
労働者については期間の定めを設けて雇用されていることも多い。日本の現行
法は，労働契約に期間を定める場合にはその上限を３年とする原則を定めてい
る（労働基準法14条）が，期間の定めのある労働契約の締結や更新そのもの
には特段の制限を設けていない。そこで，たとえば１年や３年という期間付き
で労働契約が締結され，それを何度も更新して労働関係が長く続いている事態
も生じている。
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このような有期契約労働者の不安定な雇用状況に対し，2012年の労働契約
法改正は，有期労働契約が更新され通算契約期間が５年を超える場合には，労
働者に無期労働契約への転換権を付与する規定を定めるに至った（同法18条）。
つまり，１年契約を５回更新し契約期間が通算して５年を超える場合には，６
回目の契約期間中に労働者が使用者に無期労働契約への転換を申し出れば，６
回目の契約期間が終了すると同時に，無期労働契約が締結されたものとして取
り扱われることになるのである。この規定は2013年４月１日から適用される

（通算契約期間のカウントが始まる）ため，2018年４月１日からこの規定に基
づく無期労働契約への転換が始まることになった。

また，契約が有期労働契約のままの状態の場合，契約期間が満了し，会社が
契約を更新しないと判断した場合（この契約不更新は「雇止め（やといどめ）」
と呼ばれている）には，労働契約は当然終了することになる。しかし，この原
則を貫くと，会社側の判断次第で労働者の法的地位が不安定なものになってし
まうおそれがある。そこで，判例は，①業務の客観的内容（臨時的・季節的な
ものでなく恒常的なものか），②当事者の主観的態様（雇用継続についてどの
ような言動・認識があったか），③更新の状況（長期にわたる反復更新があっ
たか，これまで他に雇止めの例はあったか）などの事情を勘案し，労働者が雇
用の継続を期待することにつき合理性があると認められる場合には，解雇権濫
用法理が類推適用されるとする法理（「雇止め法理」）を確立し，雇用の実態に
応じて労働者の実質的な保護を図っている（日立メディコ事件・最高裁1986
年12月４日判決など）。この雇止め法理は，2012年労働契約法改正によって，
同法19条として法律上明文化されるに至った。

この法理は，かなり広い範囲にわたって適用されている。たとえば，契約更
新が１度もない事案（１回目の期間満了時点での不更新）でも，契約締結時に
期間満了で契約が終了するとは聞かされておらず，これまで他に雇止めの例も
ないなどの事情があるケースでは，雇止め法理が適用されて不更新が違法とさ
れている。また近年では，会社側があらかじめ更新限度（例：１年契約で更新
は２回まで）を定めておいたり，最後の更新の際に次回は更新しない旨の不更
新条項を差し入れたりするケースが増えている。しかし，このような定めがあ
ったからといって当然雇止め法理の適用がなくなるわけではなく，他の事情
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（前述の①から③など）もあわせて労働者の雇用継続の期待に合理性があった
か否かを判断して，雇止め法理が適用されるかどうかが決定される。そして，
この法理が適用され，雇止めに合理性・相当性が認められない場合には，契約
が更新されたのと同様の法律関係になるとされている（労働契約法19条）。

7） 定年制

キャリアの途中で解雇や辞職などをすることがなくても，最後は，定年によ
って労働契約が終了することが多い。定年制は一定年齢に到達したことによっ
て労働契約が終了するというルールのことであり，会社の就業規則にその定め
が置かれていることが多い。そもそもこの定年制は法的に有効なもの（就業規
則の定めとして合理的なもの）といえるのだろうか。

一方では，個人が自分の意思では選択できない年齢（加齢）によって異なる
取扱いをすることは「差別」にあたるとして，これを違法とすることが考えら
れる。現に，アメリカやEU諸国では雇用における年齢差別は，原則として禁
止されている。また，少子高齢化社会においては，年齢にかかわらずその能力
を発揮して就労してもらうことが，日本の競争力の維持・発展や年金財政の健
全化などの政策的観点からも求められる。しかし他方で，長期雇用慣行をとっ
ている日本企業において定年による退職を認めないと，会社は高年齢層が滞留
し人事刷新が図れなくなる事態や，あるいは年齢によらない（若年層を含め
た）解雇や退職を断行せざるをえない事態に陥りかねない。定年制を見直すた
めには，日本の長期雇用慣行や解雇権濫用法理の内容を見直すことも必要にな
るだろう。このような状況で，これまでの日本の判例は，定年制も一般的に不
合理な制度とまではいえないと判断している（秋北バス事件・最高裁1968年
12月25日判決など）。

また，高年齢者雇用安定法という法律は，この定年制の存在を前提としつつ，
事業主に，定年年齢を定める場合には60歳以上とすることを義務づけている

（８条）。さらに，65歳からの年金支給開始に対応するために，65歳までの雇
用確保措置（①定年年齢の引上げ，②継続雇用制度の導入，③定年制の廃止の
いずれか）をとるべきことを定めている（９条１項）。

今後，少子高齢化が進行し年金財政収支の悪化が深刻化すれば，定年制を維
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持しながらその年齢を引き上げていくか，定年制に象徴される年齢差別を禁止
し年齢によらない労働社会の実現に向けた改革を進めていくしかない。欧米諸
国の国際的な動きと日本的な雇用システムとの間で，日本はいま重要な課題に
直面している。

5 労働者の人権と法　
(1) 雇用差別の禁止

1） 雇用差別禁止に関する法律規定

日本では，雇用差別を包括的に禁止する立法は存在していない。雇用差別を
明示的に禁止する法律規定としては，次のようなものがある。

まず，1947年に制定された労働基準法は，国籍，信条，社会的身分を理由
とする労働条件差別を禁止し（３条），性別を理由とする差別については賃金
差別のみを禁止した（４条）。性差別について全面的な禁止がなされなかった
理由は，労働基準法自身が時間外労働や深夜労働などについて女性を特別に保
護する規定を多数定めていた（旧64条の２以下）ため，全面的に差別を禁止
するのは首尾一貫しないと考えられたからである。

その後，約40年を経て，1985年に，国連女性差別撤廃条約批准のための国
内法整備の一環として，賃金以外の局面での男女間の機会均等を定めた男女雇
用機会均等法が制定された。同法は，制定当初は，当時の実態との乖離を考慮
して，法的拘束力のない努力義務規定を中心としたソフトな法律として生まれ
たが，その後二度の大きな改正を経て，現在では，男女間の雇用差別を法的拘
束力をもって広く禁止する法律となっている。

1993年に制定されたパートタイム労働法は，2007年および2014年の改正を
経て，パートタイム労働者に対する不合理な待遇の禁止（８条），差別的取扱
いの禁止（９条）などの規定を定めた。2012年に改正された労働契約法により，
有期契約労働者に対する不合理な労働条件の禁止（20条）が定められた。
2018には，働き方改革関連法が成立し，正規・非正規労働者間の待遇改善を
一括して是正するための法改正がなされた。さらに，2013年障害者雇用促進
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法改正により，障害者に対する差別的取扱いを禁止する規定（34条，35条）
とともに，障害の特性に配慮した必要な措置（合理的配慮）を講じることを使
用者に義務づけた規定（36条の２，36条の３）が定められた。これらの他，
労働組合員に対する不利益取扱いを禁止した労働組合法７条１号がある。

以下，現行法の内容について，簡単にみておこう。

2）  国籍・信条・社会的身分による労働条件差別の禁止―労働基準法３条

労働基準法３条は，使用者が労働者の国籍，信条，社会的身分を理由として
労働条件について差別的取扱いをすることを禁止している。「信条」には宗教
的・政治的な信念の他，思想的な信念も含まれる。「社会的身分」については，
本条の沿革からすれば，出身地，門地，人種，非嫡出子などの生来的な地位を
指し，孤児，受刑者，パートタイム労働者など後発的な理由による地位は含ま
れないものと考えられる。最高裁判所は，採用段階での差別にはこの条文は適
用されないと解釈しているが，いったん採用が決定されれば，その後はこれら
の事由による労働条件差別は一切許されないことになる。

3） 男女差別の禁止―労働基準法４条，男女雇用機会均等法

労働基準法４条は，使用者に対し，労働者が女性であることを理由とした賃
金差別をすることを禁止している。前にみたように，本条は，「賃金差別」の
みを禁止しており，採用，配置，昇進，教育訓練など，賃金以外の差別につい
ては，本条が禁止するところではない（次に述べる男女雇用機会均等法違反の
問題となる）。また，本条は，「女性であることを理由とし（た）」差別のみを
禁止している。したがって，性別以外の理由で賃金に差をつけること（例：年
齢給・勤続給，扶養家族の有無による家族手当，職務の内容や責任の違いによ
る基本給の差など）は，本条違反とはならない。ただし，性別以外の基準が定
められていた（例：「住民票上世帯主とされている者」に家族手当を支払う）
としても，実際には，女性差別の意図で女性差別的に運用されていた（男性に
は「世帯主」か否かを問わず手当を支給していた）場合には，女性差別として
本条違反が成立しうる。労働基準法４条は，このように男女間の賃金差別を禁
止するものであるが，賃金以外の男女差別については，男女雇用機会均等法が
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これを禁止する規定を定めている。
男女雇用機会均等法は，労働者の募集・採用（５条），労働者の配置・昇

進・降格，福利厚生，職種・雇用形態の変更，退職・解雇・契約更新など（６
条）について，性別を理由とした差別を禁止している。これらは，性別を理由
とした差別（「直接差別」と呼ばれる）を広く禁止したものである。

同法はこれに加えて，実質的に性別を理由とする差別となるおそれがあるも
の（「間接差別」と呼ばれる）については，合理的な理由がない限り，これを
禁止する旨の規定を定めている（７条）。この間接差別の禁止は，2006年改正
により定められたものであるが，当面は，①募集・採用において身長・体重・
体力要件をつけること，②コース別雇用制の総合職の募集・採用において転居
を伴う転勤要件をつけること，③昇進において転勤経験要件をつけることの３
つを，その対象としている。

男女雇用機会均等法は，さらに，女性労働者について，①婚姻，妊娠，出産
を退職理由とする定め，②婚姻を理由とする解雇，③妊娠，出産，産前産後休
業の請求・取得などを理由とした解雇等の不利益取扱い，④妊娠中および出産
後１年以内の解雇を禁止している（９条）。

4）  正社員と非正社員間の待遇格差の禁止 
―パートタイム・有期雇用労働法，労働者派遣法

パートタイム労働者などの非正社員については，その雇用管理のずさんさを
改善するために，1993年にパートタイム労働法が制定された。さらに，2007
年および2014年には，正社員との格差問題に対する法規制を実効的なものと
するために，同法が大きく改正された。

2018年の働き方改革関連法は，このパートタイム労働法と，有期雇用労働
者と無期雇用労働者間の不合理な労働条件の相違の禁止を定めた労働契約法
20条を統合し再整備する形でパートタイム・有期雇用労働法を制定した。同
時に，労働者派遣法を改正し，パートタイム労働者，有期雇用労働者，派遣労
働者について，正社員との待遇格差の是正を図ることとした。

パートタイム・有期雇用労働法で，「有期雇用労働者」は，事業主（使用
者）と期間の定めのある労働契約を締結している労働者と定義され（２条２項），
パートタイム労働者（１週間の所定労働時間がその事業所の正社員〈通常の労
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働者〉にくらべ短い労働者）とあわせて「短時間・有期雇用労働者」（２条３
項）と表記されて，同法の各条文の適用対象とされている。

この新法の最も重要なポイントは，パートタイム・有期雇用労働者の基本給，
賞与などすべての待遇について，それぞれの待遇の性質・目的に照らして，正
社員の待遇との不合理な違いを設けることを禁止した点である（８条）。例え
ば，基本給（職能給）については職業経験・能力に応じて，賞与については会
社業績への貢献に応じて，役職手当については役職の内容と責任の範囲・程度
に応じて支給することなどである（平30・12・28厚労告430号「同一労働同
一賃金ガイドライン」参照）。正社員との間で待遇の違いがある場合には，パ
ートタイム・有期雇用労働者の求めに応じて，待遇の違いの内容と理由を説明
する義務が事業主に課せられた（14条２項）。正社員と職務内容が同じで，雇
用の全期間において職務内容・配置の変更範囲も同じであると見込まれるパー
トタイム・有期雇用労働者については，すべての待遇について，パートタイ
ム・有期雇用労働者であることを理由とする差別的取り扱いが禁止されている

（９条）。
また，行政による履行確保（報告徴収・助言・指導・勧告・公表）および行

政ADR（都道府県労働局長による紛争解決援助，調停）が拡充され，行政に
よる実効性の確保が図られている（18条１項，23条以下）。

派遣労働者についても，労働者派遣法改正によって，派遣先正社員との不合
理な待遇の相違の禁止（労働者派遣法30条の３第１項）， 差別的取扱い（不利
な取扱い）の禁止（同条２項），派遣元事業主の説明義務（31条の２第４項）
が定められている。ただし，不合理な待遇の相違の禁止については，派遣会社
が，同種業務の正社員の平均的な賃金額（厚生労働省令で定めるもの）以上を
支給することなどを定めた労使協定を締結し，それを実際に遵守・実施してい
る場合には，例外としての「労使協定方式」を認めた（30条の４）。これは，
正社員の賃金が低い派遣先に派遣されることで派遣労働者の賃金も下がり，派
遣労働者の段階的・体系的なキャリア形成が阻害されてしまうことを回避する
ために設けられた例外である。

改正前のパートタイム労働法を適用した裁判例であるが，短時間労働者に対
する休日割増賃金と賞与についての差別的取扱いを違法とし，正社員との差額
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の支払いを命じたものなどがある（ニヤクコーポレーション事件・大分地裁
2013年12月10日判決）。

5） 障害者に対する差別的取扱いの禁止―障害者雇用促進法

2013年に改正された障害者雇用促進法は，事業主に，労働者の募集・採用
について，障害者に対して障害者でない者と均等な機会を与えること（34条），
および，賃金，教育訓練，福利厚生施設の利用その他の待遇について，障害者
であることを理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをしないこと

（35条）を義務づけている。たとえば，障害者であることを理由として採用を
拒否すること，低い賃金を設定すること，研修を受けさせないこと，食堂の利
用を認めないことなどが，ここで禁止された差別に該当しうる。

同法は，これに加え，事業主に，労働者の募集・採用，および，雇用した障
害者について，障害者からの申出により障害の特性に配慮した必要な措置（合
理的配慮）を講じることを義務づけている（36条の２，36条の３）。採用試験
の問題用紙を点訳・音訳すること，車いす利用者に合わせて机や作業台の高さ
を調整すること，知的障害者に合わせてわかりやすい文書・絵図を用いて説明
すること，通勤ラッシュを避けるため勤務時間を変更することなどが，その例
としてあげられる。ただし，事業主に対して過重な負担を及ぼすときは，これ
らの措置を講じる義務を負わないとされている（同条但書）。

(2) 労働憲章

雇用関係における労働者と使用者の間の力の不均衡は，使用者による不当な
人身拘束や仲介者による中間搾取など，労働者の人権が侵害される事態を生ん
できた。労働基準法はこれらの事態を除去するために，次のような規定を定め
ている。

1） 不当な人身拘束の禁止

使用者は，暴行・脅迫・監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する
手段によって，労働者の意思に反して労働を強制してはならない（労働基準法
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５条）。これは，宿舎の出入口に鍵をかけ強制的に重労働を課す「タコ部屋労
働」などの悪習を排除しようとした規定であり，労働基準法の中でもっとも重
い罰則（１年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金）が定
められている（117条）。

期間の定めのある労働契約が締結された場合，その期間中はやむをえない事
由がなければ使用者も労働者も契約を解約することができない（民法628条）。
となると，契約期間が長く設定された場合，労働者は長期間にわたり使用者と
の関係に縛られるおそれが出てくる。そこで労働基準法は，期間の定めのある
労働契約によって労働者が長期間拘束されることを防ぐ目的で，３年を超える
期間を定めることを原則として禁止している。ただし，例外として，①一定の
事業の完了に必要な期間を定める場合にはその期間，②高度な専門知識・技
術・経験を有する労働者と満60歳以上の労働者については３年を超え５年以
内の期間を定めることが認められている（14条１項）。

この他，労働基準法は，労働者が辞めないように使用者が不当な拘束をかけ
ることを防止するために，契約不履行についての違約金や損害賠償額の予定を
定めること（看護師のお礼奉公など），前借金と賃金を相殺すること（親の借
金を子どもが働いて返す芸娼妓契約など），労働契約に付随して貯蓄の契約や
貯蓄金を管理する契約をすること（強制貯金）などを禁止している（16条，
17条，18条１項）。

2） 中間搾取の排除

何人も，法律に基づいて許されている場合の他は，業として他人の就業に介
入して利益を得てはならない（労働基準法６条）。口入屋（くちいれや）や募
集人と呼ばれる仲介者が中間搾取（ピンハネ）を行う悪習を排除する目的で定
められた規定である。

職業安定法は，この規定の例外として，他人の就業に仲介する事業（有料職
業紹介事業，労働者供給事業など）を一定の規制・要件のもとで許容している。

3） 公民権の保障

使用者は，労働者が労働時間中に選挙権など公民としての権利を行使し，ま
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たは，公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合には，これを拒ん
ではならない。ただし，公民権の行使や公職の執行に妨げがない限り，労働者
が求めた時刻を変更することはできる（労働基準法７条）。労働者が市民とし
て公的な活動を行うこと（例：選挙の投票に行く，国会議員・地方議会議員等
として活動する，裁判員や裁判の証人として裁判所にいく）を保障する目的で
定められた規定である。会社の承認を得ないで公職（市会議員）に就任したこ
とを理由とする懲戒解雇は，本条の趣旨に反し無効であるとした判例もある。

(3) 人格的利益・プライバシーの保護

1） いじめ・嫌がらせからの保護

セクハラ（セクシャルハラスメント），パワハラ（パワーハラスメント）な
ど職場におけるいじめや嫌がらせが，日本でも社会問題となっている。特に企
業が閉鎖的な共同体社会という性格をもっているとき，この問題はより深刻な
形で現れる。

ハラスメントには，セクハラ，パワハラ，アカハラ（アカデミックハラスメ
ント）などさまざまな名称・態様のものがある。しかし，法的には，それらの
名称を問わず，①被害者の人格的利益（より具体的には「働きやすい職場環境
で働く利益」）を侵害する不法行為（民法709条）にあたるか，②会社（使用
者）が労働者に対して信義則上負っている職場環境配慮義務（働きやすい良好
な職場環境を維持する義務）に反する点はなかったかが，主な争点となる。

加害者のいじめ・嫌がらせ行為が，被害者の働きやすい職場環境で働く利益
を侵害する不法行為にあたる（①）と判断されれば，被害者は加害者に対して
損害賠償の支払いを求めることができる。セクハラを例にとれば，上司たる地
位を利用して性的関係を迫る，相手の意に反して身体を触る，異性関係につい
て噂を流し職場に居づらくするなどの行為がそれにあたる。また，パワハラで
いえば，上司が部下に暴行をはたらく，暴言を吐く，上司が部下に名誉感情を
傷つけるような侮辱的なメールを送る，上司が感情的になって大きな声で部下
を叱責するなどの行為がそれにあたりうる。同僚や部下がいじめ・嫌がらせに
あたる言動をくり返すことも，同様に不法行為に該当しうる。
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また，このようないじめ・嫌がらせ行為の発生について，会社が十分な予防
措置を講じていなかった場合には，被害者は会社に対し，職場環境配慮義務違
反の債務不履行（民法415条）があった（②）として，損害賠償の支払いを求
めることもできる。たとえば，セクハラでは，会社がセクハラ行為の発生を予
見できたにもかかわらず，十分な予防措置をとらなかった場合や，加害者であ
る上司らからの報告のみで判断して十分な調査をせず，被害者を加害者のもと
で引き続き勤務させていた場合などがそれにあたる。また，パワハラなどでは，
上司がいじめ・嫌がらせにあたる言動をくり返していた場合，許容範囲を超え
る執拗な退職勧奨や嫌がらせにより退職を強要した場合，上司や同僚による執
拗・悪質ないじめ・嫌がらせにより被害者が自殺するに至った場合などで，会
社の責任が肯定されている。

2） プライバシーの保護

会社が業務を遂行するうえでは，会社側の業務上の必要性と労働者のプライ
バシー（広い意味では人格的利益）がぶつかりあうことがある。特に近年，労
働者の人格権保護の要請が社会的に高まっており，職場内でのプライバシー保
護をめぐる紛争が増加している。この問題をめぐっては，裁判例上，一般に次
の２点を基軸として法的な判断がなされている。

第１に，会社が業務を遂行するうえで，労働者のプライバシー（人格的利
益）を侵害する行為があった場合には，会社は労働者に対して不法行為（民法
709条）を行った者として損害賠償を支払う義務を負う。会社が労働者の思想
調査のために監視・尾行を行うこと，労働者が会社とは無関係に個人的に賃借
している住宅を家主に明け渡すよう会社が強要すること，特段の必要性もない
のに会社が労働者に対しHIV抗体検査やＢ型肝炎ウィルス感染検査を行うこと
は，労働者のプライバシーを侵害する違法な行為にあたる例とされている。

また，労働者を退職に追い込むための嫌がらせ的な配転，執拗な退職勧奨，
労働者の正当な権利の主張・行使（法令違反の申告，正当な組合活動，退職勧
奨の拒否など）に対する報復的な業務命令（他の従業員からの隔離，無意味な
作業の命令など）といったみせしめ・嫌がらせ的な人事措置は，不法行為や権
利の濫用（民法１条３項）として違法・無効とされる。
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ただし第２に，会社側の業務上の必要性と労働者側の不利益の大きさとを比
較衡量して前者のほうが大きい場合には，使用者の行為は社会的に相当な（違
法性のない）行為とされ，使用者の責任が免除されることがある。たとえば，
会社が従業員の電子メールの監視を行うことについては，私的利用の程度，監
視の目的・手段・態様などを総合的に考慮して社会通念上相当な範囲を逸脱し
ていない場合には，プライバシー侵害にはならないとされている。また，従業
員が金品を隠匿しないようにするために行われるポケットや靴などの所持品検
査については，合理的な理由に基づいて一般的に妥当な方法と程度で実施され
る場合には，違法とはいえないとされている。

6 労働条件の内容と法
(1) 賃金

月給・日給・時給などの基本給，諸手当，賞与，退職金などの賃金は，合意
（契約）によって発生する。これらの賃金をどのようなものとするか，いくら
にするかは，基本的に当事者の合意によって自由に決められるものである。た
とえば，賃金を月給で支払うか日給や時給で支払うか，賞与や退職金を支払う
かどうかは，契約によって決められる。しかし，当事者に完全に委ねておくと，
労働者の弱みにつけこんで賃金が買いたたかれたり，賃金が安定的に支払われ
ずに生活が不安定になったりする。そこで，最低賃金法や労働基準法などの法
律で，賃金の額や支払いについて一定の保護・規制が定められている。

賃金をめぐる法的問題のポイントは，①賃金はどのような根拠によって発生
するのか，②有効に発生した賃金に対してどのような法規制がかけられている
のかの２点にある。

1） 賃金の発生根拠

賃金の支払いを法的に求めることができる根拠は，当事者間の合意にある。
一般には，就業規則に賃金に関する定めがあったり，個別に取り交わされる労
働契約書に賃金についての記載があったりすることが多く，それに基づいて賃
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金請求権が発生する。その他にも，労働協約，当事者間の黙示の合意など，労
働契約上の権利義務の根拠となるすべての法源（２−⑶参照）によって賃金は
発生しうる。たとえば，毎回同じ方法によって長期間にわたり賞与が算定され，
支給されてきた場合や，求人票に「退職金有」と記載があった場合に，労働契
約の意思解釈（明示・黙示の合意の認定など）によって賞与や退職金を請求す
る権利が認められている。

逆に，労働協約をみても，就業規則をみても，労働契約の定めや解釈によっ
ても，賃金を根拠づけるものがみつからない場合には，たとえ指揮命令を受け
て働いたとしても，賃金請求権はないことになる。たとえば，賃金支払いにつ
いての取り決めや共通の認識なく行われたボランティアでは，指揮命令を受け
ながら働いたとしても賃金の支払いを求めることはできないことになる。

賃金請求権について根拠があったとしても，労働者が働けなくなった場合，
賃金はどうなるか。この点については，基本的には，働けなくなったことにつ
いて会社（使用者）側に責任がある場合には賃金はそのまま発生し，会社側に
責任がない場合には賃金は発生しないものとされる（民法536条２項）。たと
えば，違法な解雇によって働けなくなったり，会社側の過失で工場が火事にな
り働けなくなったりした場合には，会社側に責任がある就労不能として，労働
者は賃金の支払いをそのまま求めることができる。逆に，労働者の責任や天災
地変などの不可抗力によって働けなくなった場合には，他に賃金請求権を基礎
づける根拠がない限り，賃金の支払いを求めることはできなくなってしまう。

賞与や退職金についてはどうであろうか。これらについては，就業規則など
で条件がつけられていることが少なくない。たとえば，賞与に「支給日に在籍
している者に対し支給する」という条件がつけられたり，退職金に「懲戒解雇
された者およびそれに準ずる重大な非違行為をした者には支払わない」という
条件がつけられていたりすることがある。これらの場合，このような条件をつ
けることがまず合理的か（就業規則規定として有効か）が問題となる。この点
は，賞与や退職金の趣旨に照らして判断される。賞与や退職金が賃金の一部を
別立てにして後でまとめて支払うという性格（「賃金後払い」的性格と呼ばれ
る）をもつ場合には，支給日に在籍しないとか，後で悪いことをしたという理
由でそれを取り上げることは合理的でないといえそうだが，これからもがんば
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って働きましょうという性格（「勤労奨励」的性格）やこれまでの功労に報い
るために支払うという性格（「功労報償」的性格）をもつ場合には，もう在籍
していない人や，悪いことをして功労に傷をつけた人に支払わないことも合理
的といえそうである。

これまでの裁判例の多くは，賞与の勤労奨励的性格や退職金の功労報償的性
格を踏まえて，これらの不支給規定を合理的（有効）と判断している。もっと
も，これらの不支給規定が合理的であるとしても，それは常に字句どおりに適
用されるわけではなく，その趣旨に照らして限定的に解釈・適用されることが
ある。功労報償的性格をもつ退職金の例でいえば，過去の功労に傷をつけるよ
うな非違行為があったとしても，ただちに全額不支給とすることが許されるわ
けではなく，その行為の悪さの度合い（功労に傷をつけた程度）などに照らし
て，退職金の全額支払いや部分的な支払いが命じられることがある。実際，痴
漢行為で有罪判決を受け懲戒解雇された鉄道会社の従業員に対しても，退職金
の３割を支給すべきであるとした裁判例がある（小田急電鉄事件・東京高裁
2003年12月11日判決）。

高度経済成長期には，賃金は毎年上がっていくものだと考えられていた。し
かし近年では，景気の低迷，成果主義賃金の導入などにより，賃金が引き下げ
られ，その適法性が法的に問題となることも多い。ここで法的に重要なポイン
トとなるのは，賃金も契約（就業規則や労働契約など）によって決められてい
るものである以上，これを変更しようとする場合には契約上の根拠がいること
である。たとえば，会社が労働者の賃金を集団的に引き下げようとする場合に
は，就業規則規定を合理的に変更しそれを労働者に周知する（労働契約法10
条）などの方法で，賃金を引き下げるための契約上の根拠を整えることが必要
になる。この就業規則変更の有効性が裁判所で争われた場合には，賃金を引き
下げる経営上の必要性，賃金引下げによる労働者の不利益，賃金引下げに至る
過程での労使交渉の公正さなどが考慮され，就業規則変更の合理性が判断され
ることになる。

また，ある労働者の賃金を個別に引き下げようとする場合には，就業規則の
規定（減給の根拠規定）や労働契約上の合意（本人の同意）など契約上の根拠
が必要であり，かつ，その減給措置がその労働者に著しい不利益を与えるなど
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権利の濫用にあたるような特段の事情がないこと（強行法規違反の不存在）が
求められる。仮に会社側が賃金の減額を決定し，労働者が減額された賃金を特
段の異議を述べずに受け取っていたとしても，労働者が真意によらずに受け取
りを余儀なくされていた可能性もあるため，本人の同意（黙示の合意）があっ
たかどうかの認定は慎重になされる。また，本人の同意など契約上の根拠があ
ったとしても，賃金引下げの動機が労働者への報復・嫌がらせなど不当なもの
であったり，賃金引下げの幅が大きすぎて労働者に不相当な不利益を与えるよ
うなものであったりした場合には，賃金引下げは権利濫用として無効とされる。

2） 賃金に対する法規制―最低賃金法，労働基準法などによる保護

最低賃金法や労働基準法などの法律は，契約上有効に発生している賃金につ
いて，その額や支払方法などの面で，次に述べるような規制を定め，労働者の
地位や生活の安定を図っている。これらの法律によって保護の対象とされる賃
金とは，その名称を問わず，労働の対償として使用者が労働者に支払うすべて
のものをいい（労働基準法11条など），基本給，諸手当，賞与，退職金などの
ほとんどが，そこに含まれるものと考えられている。

最低賃金法は，賃金が低くなりすぎることや，企業間で不公正な競争が行わ
れることを避けるため，賃金の最低額を設定することを定めている。この最低
賃金には，都道府県ごとの地域別最低賃金（９条以下）と，特定の産業ごとに
地域別最低賃金を上回る最低賃金を定める特定産業別最低賃金（15条以下）
の２種類がある。これを下回る賃金を定めた場合，賃金額は最低賃金の額に修
正され（４条２項），使用者には罰金刑が科される（40条）。

労働基準法は，会社（使用者）に賃金を確実に支払わせ，労働者の経済生活
の安定を図るために，賃金の支払方法について，①通貨で，②労働者に直接，
③賃金の全額を，④毎月１回以上一定の期日を定めて支払わなければならない
という４原則を定めている（24条）。このなかで，賃金全額払い原則（③）に
ついては，法令に別段の定めがある場合（所得税や社会保険料の源泉徴収な
ど）や，事業場の過半数代表との労使協定がある場合（組合費のチェックオフ
など）には，賃金の一部を控除して支払うことができるとの例外が定められて
いる。また，労働者による賃金の放棄や，会社が労働者に対してもっている請
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求権（過払金や貸金の返還請求権など）と賃金との相殺について，最高裁判所
は，労働者の自由意思に基づくものと認められる合理的な理由が客観的に存在
する場合には，賃金全額払い原則に反しないとしている（日新製鋼事件・最高
裁1990年11月26日判決など）。

この他，労働基準法は，労働者の出産・疾病・災害など非常時の費用に充て
るための支払期日前の賃金の支払い（25条），会社（使用者）の責任による休
業時の休業手当（平均賃金の６割）の支払い（26条），出来高払い制がとられ
ているときの一定額の賃金保障（27条）も定めている。

賃金支払確保法は，企業経営が不安定になった場合にも賃金の適正な支払い
が確保されるように，政府が未払賃金の立替払いをする制度などを定めている。
たとえば，事業主が法律上倒産した場合や，中小企業の事業活動が停止して再
開の見込みがなく，支払能力がないことが労働基準監督署長により認定された
場合，政府が，退職労働者の請求に基づき，未払賃金の一定部分を立替払いす
るものとされている（７条）。

(2) 労働時間

労働時間は，賃金と並んで労働者にとってもっとも重要な労働条件の１つで
ある。長時間の労働は，労働者の健康を害するとともに，労働者の精神的なゆ
とりを損なうものとなりうる。とりわけ，日本ではこの点が深刻な問題となっ
ている。また，アメリカやヨーロッパ諸国では，長時間の労働は雇用創出（ワ
ークシェアリング）という政策的要請に反するという点も重視されている。こ
のような点を考慮して，多くの国では法定労働時間が定められ，これを超える
労働に対してさまざまな法規制が加えられている。

労働時間をめぐる法的な問題は，①労働時間規制が適用される「労働時間」
とはどういう時間か，②労働時間規制の基本的枠組み（法定労働時間・休憩・
休日の原則）はどのようなものか，③労働時間規制の特則（労働時間規制を柔
軟化する諸制度）はどのようなものか，という大きく３つに整理できる。
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1） 「労働時間」の概念

「労働時間」には，広い意味では，就業規則や労働契約などで働く義務があ
るとされる「労働契約上の労働時間」という概念と，労働基準法の規制対象と
なる「労働基準法上の労働時間」という２つの概念がある。このうち，「労働
基準法上の労働時間」とは，使用者が実際に労働者を「労働させ（る）」実労
働時間を指す（労働基準法32条参照）。最高裁判所の判例は，これを「労働者
の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと客観的に評価できる時間」と定
義している（三菱重工長崎造船所事件・最高裁2000年３月９日判決）。

たとえば，お店の店員がお客を待っている手待時間は，この労働時間にあた
る。また，ビル警備員の夜間の仮眠時間も，仮眠室にいなければならず，警報
等が鳴った場合には対応しなくてはならない場合には，これにあたると解され
ている。工場の労働者が作業前後に作業服や安全用具等を着脱する時間も，事
業場内でそれを行うことが義務づけられている場合には，労働基準法上の労働
時間にあたる。いわゆる持ち帰り残業や自発的残業についても，会社側の黙認
や許容があった場合には，これに該当しうる。最近の裁判例では，医師が病院
で宿日直勤務をしている時間のうち，実際に診療をする時間以外の待機時間も，
労働基準法上の労働時間にあたるとしたものがある（奈良県〔医師時間外手
当〕事件・大阪高裁2010年11月16日判決）。

2） 法定労働時間・休憩・休日の原則

会社（使用者）は，労働者に，休憩時間を除いて，１週40時間を超えて労
働させてはならず，かつ，１日８時間を超えて労働させてはならない（労働基
準法32条）。これを超える労働をさせるときには，法律上定められた要件を満
たさなければならず，かつ，割増賃金を支払わなければならない。なお，常時
使用する労働者が10人未満の商業・サービス業等では，特例として，法定労
働時間が１週44時間・１日８時間とされている（同法40条）。

会社は，労働時間が６時間を超え８時間以内の場合には少なくとも45分，
８時間を超える場合は少なくとも１時間の休憩を，労働時間の途中に与えなけ
ればならない（労基法34条１項）。この休憩時間は，事業場の全労働者に一斉
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に与えるのが原則であるが，事業場の過半数代表との労使協定がある場合には
その例外が認められる（同条２項）。また，休憩時間は労働からの解放を保障
する時間であるから，労働者に自由に利用させなければならない（同条３項）
ので，休憩時間中に机に着かせて電話番をさせることなどはできない。

会社は，労働者に毎週少なくとも１回の休日（原則として午前０時から24
時間の労働義務からの解放）を与えなければならない（労働基準法35条１項）。
ただし，４週間を通じ４日以上の休日を与える場合には，この週休１日原則は
適用されない（同条２項）。あらかじめ特定されている休日を会社側の都合で
別の日に振り替えることを命じること（例：休日とされている日曜日に出勤さ
せ月曜日に代休をとらせる）は，①就業規則などに休日振替の根拠規定があり，
かつ，②休日を振り替えた後の状態が週休１日原則などの法律規定に反してい
ない場合には，可能であると解されている。

3） 適用除外―「名ばかり管理職」問題と「高度プロフェッショナル制度」

これらの原則的な規制（法定労働時間・休憩・休日の原則）が適用されない
労働者が存在する。労働基準法は，①農業・畜産・水産業に従事する労働者，
②管理監督者および機密事務取扱者，③監視・断続労働従事者（③は行政官庁
の許可を得た者に限る）の３つの類型のものを定めている（41条）。これらの
いずれかに該当すれば，上記した規制の枠を超えて長時間の労働をさせ割増賃
金を支払わなくても，労働基準法違反にならないことになる。

この点をめぐって社会問題となったのが，いわゆる「名ばかり管理職」問題
である。会社が労働者を広く「管理職」（法的には②「管理監督者」）として位
置づけ，長時間の労働に対する割増賃金の支払いを免れようとする動きが，多
くの日本企業でみられた。これに対し，「管理職」として位置づけられていた
労働者から，会社に時間外・休日労働に対する割増賃金の支払いを求めて裁判
所に訴える事件が相次いだ。

裁判所は，第１に，「管理監督者」の範囲は，会社内での肩書きなど形式的
な事情ではなく，個々の具体的な実態に基づいて客観的に判断されるべきであ
るとしている。労働基準法上の労働時間規制が強行法規（当事者が勝手に合意
してこれと異なる取扱いをすることを許さないもの）である以上，会社が肩書



566 禁COPY

などを形式的に操作して法の適用を免れようとすることは許されない。
そのうえで，第２に，「管理監督者」かどうかの具体的な判断基準として，

法の趣旨に照らし，次の事情を考慮するものとしている。ⓐ労務管理上の使用
者との一体性（例：経営上の重要事項に関する権限や部下の人事権をもってい
る），ⓑ労働時間管理を受けていないこと（例：出社・退社時間の拘束を受け
ていない），ⓒ基本給や手当面でその地位にふさわしい処遇を受けていること

（例：時間外労働賃金に相当するか管理職手当を支給されている）などである。
実際の裁判例では，部長や課長の肩書きをもつ者，店舗の店長やマネージャー
の地位にある者などについて，これらの事情（ⓐからⓒ）が揃っていないこと
から，管理監督者性を否定し，時間外・休日労働に対する割増賃金の支払い

（これに加えて事案によっては会社側の悪質性を考慮した付加金の支払い〔労
働基準法114条〕）を命じる裁判例が多い（日本マクドナルド事件・東京地裁
2008年１月28日判決など）。

働き方改革関連法は，この従来からの３つの類型の適用除外に加えて「高度
プロフェッショナル制度」という新たな適用除外を導入した。

この制度の利用には，①年間賃金額が1,075万円以上であること，②高度の
専門的知識等を必要とし時間と成果の関連性が通常高くない業務（金融商品の
開発，自己の投資判断に基づく資産運用・有価証券取引，有価証券の投資に関
する助言，顧客の事業運営に関する考案・助言，新たな技術・商品・役務の研
修開発の業務）であること，③使用者が健康管理時間を把握し健康確保措置を
講じること，④労働者から同意を得ること，⑤労使委員会の委員の５分の４以
上の多数による議決を得ることなどの条件が設定されている。これらの条件を
すべて満たす場合，対象労働者には労働時間，休憩，休日および深夜の割増賃
金に関する規定を適用しないものとされる（労働基準法41条の２）。

また，健康管理時間（事業場内にいた時間と事業場外で労働した時間の合計
時間）のうち週40時間を超える時間が月100時間を超える場合には，医師によ
る面接指導を行うことが事業者に罰則付きで義務づけられている（労働安全衛
生法66条の８の４，120条）。
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4） 時間外・休日労働の要件―36協定など

適用除外の対象となっていない一般の労働者について，法定労働時間や休日
の原則を超えて労働（時間外・休日労働）をさせるときには，法律上定められ
た方法をとり，割増賃金を支払わなければならない。

時間外・休日労働を可能とする方法として，労働基準法は，①災害その他避
けることができない事由で臨時の必要があり，行政官庁がこれを許可する場合

（33条）と，②事業場の過半数代表と労使協定（いわゆる36協定）を締結し，
これを行政官庁に届け出た場合（36条）という２つの方法を定めている。①は，
実務上，突発的な機械の故障や急病の発生など人命や公益を守るために必要が
ある場合に限定されており，実際には，②36協定の締結・届出の方法で広く
時間外・休日労働が行われている。

2018年の労働基準法改正以前は，法定労働時間を超える時間外労働につい
て絶対的な上限時間が定められておらず，36協定を締結すれば，そこで労使
が定めた範囲内で時間外・休日労働を行わせることができた。働き方改革関連
法は，この36協定による時間外労働について法律上罰則付きで上限を設定した。

具体的には，①法定労働時間を超える時間外労働の限度時間を原則として月
45時間，年360時間とする，②特例として，臨時的な特別の事情がある場合に
労使協定（特別条項）により限度時間（①）を超える時間を定めることができ
るが，この場合にも，ⓐ時間外・休日労働をさせることができる時間を１か月
100時間未満かつ２か月ないし６か月平均でいずれにおいても80時間以内とす
る（同条５項・６項），ⓑ１年について時間外労働をさせることができる時間
を720時間以内とする（同条５項），ⓒ月45時間（〔３か月を超える〕１年単位
の変形労働時間制の場合には月42時間）を超えることができる月数を１年に
ついて６か月以内とする（同項）ものとされた。36協定および特別条項を締
結する際には，これらの基準をすべて満たさなければならず，実際に時間外・
休日労働をさせる際には，36協定・特別条項に記載した範囲内でのみこれを
行わせることができる。

なお，労働者に具体的に時間外・休日労働を命じるためには，36協定の締
結・届出など法律上の要件を満たすことに加えて，就業規則などによって時間
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外・休日労働を行う義務を労働契約上設定しておく必要がある。

5） 時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金

会社（使用者）は，法定労働時間を超える時間外労働に対しては２割５分，
法定休日になされた休日労働に対しては３割５分の割増賃金を支払わなければ
ならない（労働基準法37条１項参照）。なお，時間外労働が月60時間を超える
部分については，割増率が２割５分から５割に引き上げられており（同項ただ
し書），この引き上げられた割増賃金部分については，事業場の過半数代表と
の労使協定に基づいて有給の代替休暇を与えることで支払いに代えることがで
きるとされている（同条３項）。

また，午後10時から午前５時まで（厚生労働大臣が必要と認めるときには
午後11時から午前６時まで）の時間帯に労働（いわゆる深夜労働）をさせた
場合には，２割５分の割増賃金を支払わなければならない（同条４項）。時間
外労働と深夜労働が重なった場合，および，休日労働と深夜労働が重なった場
合には，割増率は合算され，それぞれ５割（月60時間を超える時間外労働部
分については７割５分），６割の割増賃金を支払わなければならない。

6） 法定労働時間の柔軟化―変形労働時間制とフレックスタイム制

以上述べた労働時間規制の基本的枠組みに対し，これを柔軟化するための特
別の制度が労働基準法上定められている。１つは，変形労働時間制など法定労
働時間の枠を柔軟化する制度であり，もう１つは，裁量労働制など労働時間の
算定方法についての特則である。

まず前者の法定労働時間の枠を柔軟化する制度として，①変形労働時間制
（３種類）と②フレックスタイム制がある。

①変形労働時間制とは，労働時間を一定期間で平均して週40時間を超えて
いなければ，時間外労働はないものとする（１週または１日の法定労働時間の
規制を解除する）制度である。たとえば，変形制の単位期間を４週間とした場
合，月末の週の所定労働時間（契約上労働時間と定められた時間）を45時間
としても，その他の週の労働時間を短くして４週間で160時間を超えないよう
にすれば，月末の週の週40時間を超える部分も時間外労働とはならないもの
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とされる。現行の労働基準法は，１か月単位（32条の２），１年単位（32条の
４），１週間単位（32条の５）の３つの変形労働時間制を定めているが，この
なかで標準形となるのは１か月単位のものである。１か月単位の変形労働時間
制は，事業場の過半数代表との労使協定または就業規則によって，単位期間に
おける各週・各日の所定労働時間を具体的に特定して導入することができる。

これに対し，１年単位の変形労働時間制は，変形期間が長期にわたるため，
（就業規則ではなく）過半数代表との労使協定によってのみ導入することがで
き，また，１日10時間・１週52時間などの労働時間の上限も設定されている。
また，１週間単位の変形労働時間制（例：月曜・火曜は６時間，金曜は８時間，
土曜・日曜は10時間など週ごとに柔軟に変動）は，小規模な旅館・飲食店な
どあらかじめ労働時間を特定できない事業を想定した制度であり，その予測困
難性ゆえに，過半数代表との労使協定によってのみ導入可能で，１日10時間
の労働時間の上限が設定されている。

②フレックスタイム制とは，清算期間とその期間における総労働時間（週平
均40時間以内）を定め，労働者に始業・終業時刻の決定を委ねる制度である

（32条の３）。ここでは，それぞれの日に何時から何時まで働くかを労働者の
自由な選択に委ねる代わりに，ある日やある週において法定労働時間を超えて
も，清算期間での法定労働時間の総枠（例：清算期間が４週間の場合160時
間）を超えない限り，時間外労働にはならないものとされる。

2018年の働き方改革関連法は，フレックスタイム制の清算期間の上限を１
か月から３か月に延長し，より柔軟にこの制度を利用できるようにした（32
条の３・32条の３の２）。ただし，清算期間が１か月を超えるフレックスタイ
ム制において，１か月の労働時間が１週平均50時間を超えるときには，その
超過部分は法定時間外労働として１か月ごとに割増賃金を支払わなければなら
ない。

7） 労働時間の算定方法の特則―労働時間のみなし制

労働時間の計算は，実際に働いた時間（実労働時間）によって行うのが原則
である。労働者が複数の事業場（職場）で就労する場合には，労働時間は通算
して計算される（労働基準法38条１項）。炭坑やトンネル内での労働について
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は，その場所的特殊性のため，労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻
までの時間を，休憩時間を含め労働時間とみなすとされている（同条２項）。

労働基準法は，この実労働時間による労働時間算定の例外として，実際に何
時間労働したかにかかわらず，一定時間労働したものとみなすという制度を定
めている。この労働時間のみなし制には，①事業場外労働のみなし制と，②裁
量労働のみなし制という２つのものがある。

①事業場外労働のみなし制とは，労働者が事業場の外で業務に従事し，その
労働時間の算定が困難な場合に，一定時間労働したものとみなす制度である

（38条の２）。たとえば，外回りの営業，報道記者，出張などの場合に用いら
れる。このみなし時間は，原則として所定労働時間とされるが，その業務を行
うのに所定労働時間を超えて労働することが通常必要になる場合には，通常必
要とされる時間（事業場の過半数代表との労使協定でその時間を定めることが
できる）労働したものとみなされる。つまり，所定労働時間が１日７時間30
分とされている会社で，出張に出たとき，出張にあたり１日７時間30分を超
えて働くことが必要な（例：10時間働くことが必要）場合には，その日はそ
のぶんの時間（10時間）働いたものとみなされ，逆に，そのような特別の事
情がない場合には，出張中も１日７時間30分労働したものとみなされる。

②裁量労働のみなし制とは，業務遂行について労働者に大きな裁量が認めら
れるものについて，実労働時間によらず，一定時間労働したものとみなす制度
である。たとえば，この制度の適用を受けると，実際に働いた時間が週20時
間でも週60時間でも，一定時間（たとえば週40時間）だけ働いたものとみな
される。この制度には，研究開発やシステムエンジニアなどの専門職労働者を
対象とした専門業務型裁量労働制（38条の３）と，事業の運営に関する企画・
立案・調査・分析の業務を行う一定範囲のホワイトカラー労働者を対象とした
企画業務型裁量労働制（38条の４）の２種類がある。このうち，前者の専門
業務型裁量労働制については，厚生労働省令によってその対象業務が限定的に
列挙されている（労働基準法施行規則24条の２の２第２項）。これに対し，後
者の企画業務型裁量労働制については，その対象業務が「事業の運営に関する
事項についての企画，立案，調査及び分析の業務」と抽象的に定められている
のみである。その射程や運用が広がりすぎることを抑制するため，単なる事業
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場の過半数代表との労使協定ではなく，その事業場に労使半数構成の労使委員
会を設置し，その５分の４以上の多数で決議するという加重された要件のもと
で導入できるとされている。

なお，裁量労働のみなし制のもとでの働きすぎや制度の濫用を防止するため
に，健康確保のための措置（勤務状況の把握を含む）や苦情処理に関する措置
を講じることが，労使協定事項または労使委員会の決議事項として求められて
いる。また，企画業務型裁量労働制については，制度の適用の際に該当する労
働者の個別の同意を得る必要があること，および同意をしなかった労働者に対
し不利益な取扱いをしないことが，労使委員会の決議事項とされている。

(3) 休暇・休業

日本で法律上認められている休暇・休業として，年次有給休暇（労働基準法
39条），産前産後の休業（同法65条），生理日の休暇（同法68条），育児休業

（育児介護休業法５条以下），子の看護休暇（同法16条の２以下），介護休業
（同法11条以下），介護休暇（同法16条の５以下）がある。

1） 年次有給休暇

年次有給休暇（いわゆる年休）は，他の休暇・休業と異なり，有給で休暇を
保障しているところに大きな特徴がある。年休の趣旨は，労働者の心身のリフ
レッシュを図ることにある。労働者が会社に雇われて，６か月以上継続勤務し，
全労働日の８割以上出勤した場合に，10労働日の年休の権利が発生する。そ
の後，勤続年数が長くなるに従って年休日は加算され，勤続年数が６年６か月
になると20労働日となる（労働基準法39条１項・２項）。また，週３日勤務な
ど所定労働日数が少ない労働者については，その日数に比例して算定された日
数の年休が付与される（同条３項）。

このようにして発生した年休の権利は，次の２つの方法で実現される。第１
に，会社（使用者）と事業場の過半数代表との労使協定により，それぞれの労
働者について年休の時期を特定する方法（いわゆる計画年休）である。ただし，
各労働者について５日間は，個人的利用のためにとっておくために，計画年休
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の対象外とされる（同条６項）。第２に，労働者が年休の時季を特定する方法
である。もっとも，その時季に年休を取られると事業の正常な運営が妨げられ
る場合には，会社（使用者）は時季の変更を求めることができるとされている

（同条５項）。この会社の時季変更権行使が認められるか否かは，単に業務上支
障が生じるというだけでなく，労働者がその時季に年休をとれるように会社が
代替要員確保の努力など相応の配慮をしていたかという点も含めて判断される。
また，労働者が指定した年休が２週間を超えるなど長期にわたる場合には，労
働者側は事前の調整を図ることを求められ，それを経ていない場合には，業務
上支障が生じるかどうかの判断等について使用者側の裁量を認めざるを得ない
と解釈されている（時事通信社事件・最高裁1992年６月23日判決）。

年休の権利は，労働者が年休を消化することによって消滅する。労働者が消
化していない年休については，２年の消滅時効（労働基準法115条）にかかり，
１年に限り繰越しが認められている（発生から２年すると消滅する）。

年休消化率が５割程度という状況を踏まえ，2018年の働き方改革関連法は，
労働者に時季指定権を与えている（その結果労働者に年休を取得しないという
選択を認めている）日本型の年休制度を，会社の責任で年休の時期を決める

（それに従って100％年休が取得されていく）ヨーロッパ型の年休制度に部分
的に移行する制度改正を行った。

2） 産前産後休業・育児休業・子の看護休暇など

労働基準法は，妊娠した女性に対し，出産予定日前の６週間（多胎妊娠の場
合は14週間），出産後の８週間について，産前産後休業を取得する権利を保障
している。これらのうち，産前休業は女性の請求により認められる任意的休業
であり，全員が休まなくてはならないわけではない。産後休業は請求の有無に
かかわらず就業が禁止される強制的休業（ただし産後７週目・８週目は，医師
が支障なしと認めた場合は女性の請求により就業可能）である（65条１項・
２項）。また，同法は，女性が生理日で就業が著しく困難な場合に休暇を取得
する権利を認めている（68条）。

育児介護休業法は，満１歳未満の子を養育する労働者に対し，男女を問わず，
子が満１歳に達するまでの期間（１歳の時点で保育所への入所ができないなど
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特別の事情がある場合には１歳６か月まで，１歳６か月の時点で特別の事情が
ある場合にはさらに２歳まで），育児休業を取得する権利を認めている（５条
以下）。また，同法（2009年改正）は，会社（事業主）に，３歳未満の子を養
育する労働者について，短時間勤務制度を設けること（23条１項），および，
所定時間外労働の免除を制度化すること（16条の８）を義務づけ，労働者が
就業しつつ育児をすることを容易にする環境を整えようとしている。

また，同法は，小学校入学前の子を養育する労働者に対し，男女を問わず，
１年度において５労働日（対象となる子が２人以上の場合は10労働日）を限
度として，傷病にかかった子の世話または疾病の予防を図るために必要な子の
世話をするための看護休暇を取得する権利を認めている（16条の２）。

3） 介護休業・介護休暇

育児介護休業法は，要介護状態の家族をもつ労働者に対し，男女を問わず，
対象家族１人について，通算93日の範囲内で３回まで，介護休業を取得する
権利を認めている（11条以下）。また，同法（2016年改正）は，会社（事業
主）に，家族を介護する労働者について，労働者が請求する場合に所定時間外
労働を免除すること（16条の９），および労働者の申出に基づき所定労働時間
の短縮等の措置をとること（23条３項）を義務づけ，介護をしつつ就業する
ことを容易にする環境を整えようとしている。

また，同法は，要介護状態の家族をもつ労働者に対し，男女を問わず，１年
度において５労働日（対象となる家族が２人以上の場合は10労働日）を限度
として，家族の世話を行うための介護休暇を取得する権利を認めている（16
条の５）。

4） 休暇・休業を理由とした不利益取扱いの禁止

育児介護休業法は，労働者が育児休業・介護休業などの申し出や取得をした
ことを理由として，労働者に対し解雇などの不利益取扱いをしてはならないと
している（10条，16条など。男女雇用機会均等法９条も参照）。たとえば，育
児休業から戻った者が以前とは違う職場に配置された場合，それが業務上の必
要性など他の正当な理由に基づいて行われたのではなく，育児休業をとったこ
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とを理由として行われたときには，この配置は法律規定に違反し，違法・無効
なものとされる。

もっとも，産前産後休業，育児・介護休業などについては，法律上有給とす
ることは義務づけられておらず，会社はこれらの期間を無給とすることもでき
る。したがって，これらの休暇・休業日を賃金の支給・算定上「欠勤」として
取扱うことは，必ずしも法律が禁止する不利益取扱いにあたるわけではない。
つまり，育児休業の取得自体を理由としたものでなく，私傷病休業の場合と同
様に，働かなかったこと一般を理由とした欠勤（無給）扱いであれば，育児休
業を理由とした不利益取扱いにはあたらない。

しかし，法律が禁止する不利益取扱いにあたらない場合でも，休暇・休業期
間を欠勤扱いすることが違法と判断されることがある。最高裁判所の判例によ
れば，たとえば産前産後休業や育児休業を賞与の支給要件（90％出勤条項）
上「欠勤」扱いする（その結果，賞与が支給されなくなる）など労働者への不
利益が大きく，その権利の行使を抑制して法が権利を保障した趣旨を実質的に
失わせてしまうような措置については，公序に反し無効である（民法90条）
とされている（東朋学園事件・最高裁2003年12月４日判決）。

なお，妊娠中の軽易業務への転換を契機とした女性労働者の降格措置につい
て，最高裁判所は，①労働者が受ける有利・不利な影響の内容や程度，事業主
による説明などの経緯，労働者の意向等に照らして，労働者が自由な意思に基
づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する
とき，または，②事業主の業務上の必要性の内容や程度，労働者が受ける有
利・不利な影響の内容や程度に照らして，法の趣旨・目的に実質的に反しない
と認められる特段の事情が存在する場合でなければ，男女雇用機会均等法９条
３項に反し違法・無効となると判断している（広島中央保健生活協同組合事
件・2014年10月23日判決。いわゆる「広島マタハラ判決」）。

(4) 労働者の安全・健康の確保

労働法の原点の１つは，労働者の肉体や精神などの人間性を保護することに
あった。なかでも，労働者の安全や健康を確保することは，労働法の重要な存
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在意義の１つである。労働者の安全や健康を確保するための法政策としては，
まず何よりも，労働者のけがや病気（労働災害）の発生を事前に防止する「労
働安全衛生」が重要である。そして，予防措置を尽くしても不幸にして生じて
しまった労働災害に対して，事後的に救済を講じる「労災補償」がもう１つの
重要な柱となる。

1） 労働安全衛生

日本では，労働安全衛生法という法律が，労働者の安全と健康を確保すると
ともに，快適な職場環境の形成を促すことを目的とした規定を定めている。具
体的には，会社（事業者）その他の関係者に対して，①職場における安全衛生
管理体制の整備（産業医の選任，安全衛生委員会の設置など），②危険・健康
障害の防止措置の実施（安全ベルト・防じんマスクの着用など），③機械・有
害物などに関する規制（有害物の使用の禁止など），④安全衛生教育・健康診
断などの実施（年１回以上の一般健康診断の実施など）を義務づけている。

これらの規制の実効性を確保するために，同法は，罰則や労働基準監督制度
による監督・取締を行う他，行政による労働災害防止計画の策定や事業者の自
主的取組み（労働安全衛生マネジメントシステム）の推進など，総合的・多面
的な施策を採用している。また，過重労働・メンタルヘルス対策を充実させる
ために，会社（事業者）は，時間外労働が月100時間を超え疲労の蓄積が認め
られる労働者について，労働者の申し出により医師による面接指導を行わなけ
ればならず，その労働者について医師の意見を聴取して必要があると認めると
きには，作業の転換，労働時間の短縮などの措置を講じなければならないとさ
れている。また，2014年の労働安全衛生法改正は，労働者のメンタルヘルス
対策を充実させるため，労働者の心理的な負担の程度を把握するための医師・
保健師等による検査（ストレスチェック）の実施を，従業員50人以上の事業
者に義務づけている（50人未満の事業者については，当分の間努力義務とさ
れている）。

2018年の働き方改革関連法により，事業者は，管理監督者を含むすべての
労働者についてタイムカード，パソコンの記録等の客観的な方法その他の適切
な方法で労働時間の状況を把握することを義務づけられた（労働安全衛生法
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66条の８の３）。この実労働時間の把握によって時間外労働が１か月あたり80
時間を超え，かつ疲労の蓄積が認められる場合には，事業者は労働者の申し出
により医師による面接指導を行わなければならない（同法66条の８）。

2） 労災補償―労災保険制度（政府）による給付

労働者が働いていてけがや病気などになった場合，民法の世界では，不法行
為（日本では民法709条）として会社に損害賠償の支払いを求めることが考え
られる。しかし，①労働者が会社側に過失があったことの立証を行うことは実
際には難しく，また，②会社に十分な資力がない場合には損害賠償の支払いを
受けられないおそれもある。そこで，各国は，①会社側の過失の有無を問わず
労働災害の救済をし，また，②会社にお金がなくても救済できるように政府が
社会保険として保険料を徴収し，給付を行う労災保険制度を発展させてきた。

日本では，1947年に制定された労働者災害補償保険法が，主にその役割を
担っている。この法律に基づく労災保険制度は，労働者を使用するすべての会
社（事業主）に強制的に適用され，その保険料は会社が負担する。被災労働者
や遺族は，労災保険給付の申請を所轄の労働基準監督署長に行い，署長はこれ
に対して支給・不支給の決定を下す。署長の決定に不服があれば，労災保険審
査官に審査請求，さらには労働保険審査会に再審査請求をすることができる。
労働保険審査会の裁決にも不服がある場合は，裁判所に労働基準監督署長の決
定の取消しを求める行政訴訟を提起することができ，裁判所では署長の不支給
決定が取り消されることも少なくない。

労災保険給付は，「業務災害」または「通勤災害」に対して支給される。「業
務災害」は「労働者の業務上の負傷，疾病，障害又は死亡」，「通勤災害」は

「労働者の通勤による負傷，疾病，障害又は死亡」と定義されている（労働者
災害補償保険法７条１項１号・２号）。業務災害の例としては，仕事中の事故
による負傷，参加が事実上強制された会合（忘年会，運動会など）での負傷，
職場の環境に起因する疾病（石綿にさらされることによる肺がん・中皮腫な
ど）などがある。通勤災害の例としては，通勤途中の交通事故，駅の階段での
転倒などがあげられる。なお，仕事中や通勤途中の災害であっても，自然現象

（地震・竜巻など）や犯罪行為などの外部の力に起因して生じた場合には，「業
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務上の」災害や「通勤による」災害とはいえない場合がある。もっとも，地震
による被害を受けやすい場所で働いていたり通勤していたりする場合など，そ
もそも業務や通勤に被災する危険が内在していてそれが現実化したといえると
きには，労働災害と認められうる。

いわゆる過労死（過重労働による脳・心臓疾患）については，高血圧や動脈
硬化など基礎疾患をもつ労働者に発症することが多いため，業務（過労）に起
因して発症したのか，基礎疾患に起因して発症したのかが問題になることが多
い。この点について，最高裁判所の判例は，業務による過重な負荷が，労働者
の基礎疾患をその自然の経過を超えて悪化させ，発症に至ったと認められると
きには，業務と発症との関係（業務起因性）を肯定できるとしている（横浜南
労基署長事件・最高裁2000年７月17日判決）。この最高裁判決を受け，厚生労
働省は，①発症前１か月間に時間外労働が100時間を超える，または，②発症
前２～６か月間に時間外労働が１か月あたり80時間を超える場合には，業務
と発症の関連性が強いとする行政認定基準を定めている。

いわゆる過労自殺（過重労働によりうつ病にかかった労働者の自殺）につい
ても，業務（過重労働）とうつ病との間に因果関係があり，それに起因して死
亡（自殺）したと認められる場合には，労働災害と認められている。また，セ
クハラやパワハラなど職場におけるいじめ・嫌がらせを原因として発症したう
つ病やそれに起因する死亡（自殺）についても，そのような職場環境とうつ病
との間の関連性を肯定し，労働災害にあたるとする例が増えている。

3） 安全配慮義務・健康配慮義務―会社に対する損害賠償請求

労災保険制度による給付は，精神的損害（慰謝料）をカバーするものではな
いので，労働者が被った損害をすべてを補償するものではない。また，そもそ
も労災保険給付の対象とならない災害であっても，民法上の損害賠償請求が認
められることもある。そこで日本では，政府に対する労災保険給付の請求とは
別に，会社（使用者）を裁判所に訴えて損害賠償の支払いを請求することが認
められている。この両方の請求が行われた場合，労災保険給付で補償された損
害については，会社はその限りで民法上の損害賠償責任を免れるものとされて
いる（労働基準法84条２項参照）。
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労働者が会社（使用者）に対し損害賠償の支払いを求める法的根拠としては，
まず，不法行為（民法709条など）が考えられる。しかし，不法行為による損
害賠償請求権の消滅時効は３年であり（724条），また，労働者側が使用者の
過失の存在を立証する責任を負うといった難点がある。そこで，最高裁判所は，
不法行為以外の法的根拠を示した。使用者は労働契約上の信義則に基づき労働
者の生命や健康を危険から保護するよう配慮すべき義務（安全配慮義務）を負
うとし，その義務をきちんと果たしていなかった使用者に，債務不履行（415
条）の形で損害を賠償させることを認めたのである（その消滅時効は10年と
なる〔167条〕）。労働契約法は，これを，「使用者は，労働契約に伴い，労働
者がその生命，身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう，必要な
配慮をするものとする」という形で，法律上明文化している（５条）。

この安全配慮義務は，単に労働契約を締結している労働者と使用者との間だ
けでなく，事実上指揮監督をして働かせているといった「特別の社会的接触関
係」にある当事者間であれば，広くそこに発生する義務とされている。したが
って，たとえば，元請企業と下請企業労働者，派遣先企業と派遣労働者など，
直接の労働契約関係がない当事者間であっても，労働者の生命・健康にかかわ
る指揮命令や管理監督が行われている場合には，安全配慮義務違反が問われう
る。

安全配慮義務違反は，過労死や過労自殺などの事案でも認められている。判
例によると，会社（使用者）は労働者が過重労働により心身の健康を損なわな
いよう注意する義務を負う（健康配慮義務とも呼ばれる）。具体的には，健康
診断などを実施し労働者の健康状態を把握したうえで，それに応じて業務の軽
減など適切な措置を講じなかった場合には，安全配慮義務（健康配慮義務）違
反の責任を問われるとされている。また，職場におけるいじめなどが原因で労
働者が自殺した場合でも，会社の安全配慮義務（職場環境配慮義務）違反が認
められている。近年では，業務中に石綿（アスベスト）粉じんを吸い込み，肺
がんや中皮腫を発症・死亡した労働者について，会社の安全配慮義務違反によ
る損害賠償責任を問う裁判例が多い。
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7 労使関係をめぐる法
(1) 労働組合の組織と基盤

労働組合法は，労働組合の規模や組織レベルについて中立的な態度をとって
おり（２条，６条参照），多数組合であれ少数組合であれ，また全国レベルや
産業レベルの組合であれ企業レベルの組合であれ，労働組合法が定めた５つの
要件（530ページ参照）を満たせば，労働組合として法的保護を受けることが
できる（複数組合主義）。

そのなかで，日本の労働組合の多くは，正社員の長期雇用慣行を中心とした
日本的雇用システムと結びつきながら，企業レベルで組織されている。日本の
労働組合運動（その頂点に「連合」などのナショナルセンターがある）の基盤
も，企業別労働組合にある。これに加えて，企業別労働組合ではカバーされて
いない労働者を救済する組織として，いわゆる地域合同労組（地域一般労働組
合，パートユニオン，派遣ユニオン，管理職ユニオンなど）も重要な役割を果
たしている。

日本の労働組合運動の中心にある企業別労働組合は，その存立基盤として，
会社とユニオン・ショップ協定やチェック・オフ協定を結んでいることが多い。
ユニオン・ショップ協定とは，その組合の組合員でない者を会社が原則として
解雇する旨の協定であり，チェック・オフ協定とは，会社が組合員の組合費相
当額を賃金から控除し組合に引き渡す旨の協定である。この２つの協定により，
労働組合は，入社した労働者を組合員として確保し，組合費を確実に徴収する
ことができる。日本の労働組合運動の組織的・財政的な基盤は，この２つの協
定を通じた会社側の協力によって成り立っているといえる。もっとも，法的に
は，ユニオン・ショップ協定は，他の組合に加入している者には及ばない（他
組合員の団結権を侵害するものとして他組合員に対しては無効である。三井倉
庫港運事件・最高裁1989年12月14日判決）。また，チェック・オフ協定につ
いては，組合員がチェック・オフの中止を申し入れれば，会社はすぐにこれを
取りやめなければならない（組合員は組合費の支払委任をいつでも解除でき
る）と解釈されている（エッソ石油事件・最高裁1993年３月25日判決）。
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(2) 団体交渉と労働協約

労働組合法は，憲法28条の団体交渉権の保障を具体化する形で，使用者が
労働組合との団体交渉を正当な理由なく拒否することを不当労働行為の一類型
として禁止している（７条２号）。使用者は，多数組合であれ少数組合であれ，
企業内組合であれ企業外の地域合同労組などであれ，その労働者が加入する労
働組合から団体交渉を申し入れられた場合には，原則としてそれに応じなけれ
ばならない。

この使用者の団体交渉義務は，単に形だけ交渉のテーブルに着くだけでなく，
合意達成を模索して誠実に交渉することを要求するものである（誠実団交義務
と呼ばれる）。具体的には，単に自分の主張を述べるだけでなく，自らの主張
の根拠を具体的に説明したり必要な資料を提示したりするなど，誠意ある対応
をとることが求められている。

団体交渉の対象となる事項（義務的団交事項）は，団体交渉による労働条件
対等決定の促進という労働組合法の趣旨（１条１項参照）に照らし，「①労働
条件その他の労働者の待遇，および，②労使関係の運営事項であって，使用者
に決定権限のあるもの」と広く解されている。

労働組合と使用者（会社）は，団体交渉などを通じて労働条件等について合
意に達すると，労働協約を締結することが多い。この労働協約は，書面に作成
し，両当事者が署名または記名押印するという様式を満たすことを条件に，労
働契約を規律する効力（いわゆる規範的効力）が認められている（労働組合法
14条，16条）。たとえば，賞与の額について，就業規則と労働契約には月給の
２か月分，労働協約には月給の３か月分と書かれていた場合，労働協約の規範
的効力によって，就業規則と労働契約の月給の２か月分という定めは無効とな
り，労働契約の内容は月給の３か月分に修正されることになる。

労働協約の規範的効力をめぐる解釈上の重要な問題は，労働協約によって労
働条件を不利益に変更することができるかという点にある。労働協約の場合，
会社が一方的に変更することができる就業規則とは異なって，労働組合との合
意という重要なステップを経ている。したがって，就業規則による不利益変更
の場合（原則として反対する労働者には変更を強制できないが，例外として周
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知と合理性があれば拘束力をもつ〔労働契約法９条，10条〕）とは異なり，労
働協約は不利益な変更であっても原則として規範的効力をもつ（労働者を拘束
する）と解釈されている（朝日火災海上保険〔石堂〕事件・最高裁1997年３
月27日判決）。

もっとも，これにも限界はある。①すでに具体的に発生した個人の権利の処
分など組合員個人の権利性が強いものを処分する決定，②特定層の組合員をこ
とさら不利益に取り扱うなど労働組合の本来の目的を逸脱する措置，③組合大
会での承認など組合規約に定められた民主的手続を踏まないで労働協約が締結
された場合には，それぞれ例外的に規範的効力が否定され，これに反対する組
合員を拘束できないと解釈されている。

労働協約の規範的効力は，原則として労働協約を締結している労働組合の組
合員にのみ及ぶ。しかし，労働組合法は，その例外として，労働協約が１つの
工場事業場の同種の労働者の４分の３以上に適用されるに至った場合には，他
の同種の労働者にもその労働協約が拡張して適用されるとしている（17条）。
たとえば，ある事業場の労働者の75％以上を組織している多数組合と会社の
間で締結された労働協約は，その労働組合に加入していない労働者にも拡張適
用され，その事業場の労働条件を統一的に定めるものとなりうる。もっとも，
他の労働組合（少数組合）に所属している労働者については，少数組合にも保
障されている団体交渉権を実質的に侵害することになることから，拡張適用は
及ばないと解釈されている。また，労働組合に属していない労働者についても，
労働組合の意思決定に関与できる立場にないことなどから，その労働協約を適
用することが著しく不合理であると認められるような特段の事情がある場合に
は，例外的に拡張適用はないとされている（朝日火災海上保険〔高田〕事件・
最高裁1996年３月26日判決）。

(3) 団体行動権の保障

憲法28条は，労働者に労働組合をつくる権利（団結権），労働組合を通じて
使用者と交渉する権利（団体交渉権）と並んで，労働者に集団で行動する権利

（団体行動権）を保障している。この団体行動権の保障の効果として，労働者
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の「正当な」団体行動に対しては，大きく３つの法的保護が与えられている。
①刑法上犯罪とされる行為（例：不退去罪や器物損壊罪）であっても罰せられ
ないという刑事免責（労働組合法１条２項参照），②民法上債務不履行や不法
行為として損害賠償の対象となる行為であったとしても損害賠償の責任を負わ
ないという民事免責（同法８条参照），③その行動を理由として解雇，配転，
懲戒処分など不利益な取扱いをしてはならないという不利益取扱いの禁止（同
法７条１号，民法90条参照）である。

この法的保護を受けられるかどうかの鍵となるのが，団体行動の「正当性」
である。この正当性の判断基準については，団体行動のうち，ストライキなど
の争議行為とその他の一般的な組合活動（争議行為以外の団体行動）とに分け
て考えることができる。

争議行為とは，団体交渉において要求を貫徹するために使用者に圧力をかけ
る労務不提供を中心とした行為のことをいい，ストライキやピケッティングな
どの形をとる。これについては，「団体交渉のための圧力行為」といえるかど
うかを大きなポイントとして，その正当性が判断される。たとえば，団体交渉
の当事者でない組合員の一部が組合全体の意思に基づかずに行う「山猫スト」
は主体の点で正当性が認められず，義務的団交事項にあたらない政治的な主張
を行うための「政治スト」は目的の点で正当性が認められない。また，そもそ
も，団体交渉を経ないで行われるストライキは，団体交渉のための圧力行為と
はいえず，手続の点で正当性が否定される。争議行為の態様の面では，労働者
の権利（団体行動権）と使用者の権利（営業の自由，財産権）との調和が求め
られ，平和的説得（言論による説得）を超える態様のもの（実力行使を伴うピ
ケッティング，職場に座り込んで他の者の立入りを妨害する排他的職場占拠な
ど）には正当性は認められないと解釈されている（朝日新聞社事件・最高裁
1952年10月22日判決など）。

いわゆる戦時にあたる団体交渉の際の争議行為とは異なり，通常時のビラ配
り，組合バッジ着用など一般の組合活動については，団体交渉のための圧力行
為という限定がないため，その主体，目的の点ではより広く正当性が認められ
る。たとえば，労働組合の意思（多数派による承認）に基づかない組合内少数
派の行動（組合執行部を批判するビラの配布など）であっても，労働組合の民
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主的意思形成に必要なものであれば，正当性が認められうる。また，組合活動
の目的は義務的団交事項に限定されず，労働者の地位の向上のために行う活動

（最低賃金法改正を支援するビラ配りなど）であれば，広く正当性が認められ
うる。

しかし，組合活動の態様の点では，①労働契約上の義務（例：誠実労働義
務）に違反しない（例：勤務時間中の組合活動は原則として正当性を欠く），
②使用者の施設管理権による規律に服する（例：企業施設を利用する場合には
原則として使用者の許諾が必要である。国鉄札幌運転区事件・最高裁1979年
10月30日判決）など，より厳しい基準で正当性が判断されている。この２つ
の限定に抵触しない形で行われる組合活動（勤務時間外に企業施設外で行われ
る街頭宣伝活動など）には，広く正当性が認められる。もっとも，経営者につ
きまとって至近距離から拡声器で要求をくり返すなど，使用者を含む市民の私
的自由・権利を不当に侵害する態様のものには，正当性は認められない。

使用者には，労働者の争議行為に対抗する手段として，代替労働者を雇用す
るなどの方法を使って操業を継続する自由が認められている（憲法22条参照）。
では，使用者は，これ以外に，労働者の労務提供を集団的に拒否（いわゆるロ
ックアウト）し，組合員たちに賃金を支払わないという方法をとることができ
るか。この点について，最高裁判所は，労使を対等な立場に立たせる「公平」
の原則からすれば，力関係において優位に立つ使用者に労働者と同様の争議権
を認める必要はないが，労使間の均衡を保つ「衡平」の原則からすれば，労働
者の争議行為によって労使間の勢力の均衡が破れ，使用者が著しく不利な圧力
を受けている場合には，労使間の勢力の均衡を回復するための対抗防衛手段と
して，使用者の争議行為（ロックアウト）にも正当性が認められる（組合員に
対する賃金支払義務を免れうる）との立場に立っている（丸島水門事件・最高
裁1975年４月25日判決）。

(4) 不当労働行為の禁止

労働組合法は，正常な労使関係の下で公正かつ円滑に団体交渉が行われるよ
うにするために，労働組合や組合員に対する使用者の不公正な行為を禁止する
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不当労働行為制度を定めている。
禁止される不当労働行為の基本類型としては，①組合員であることや正当な

組合活動をしたことを理由として不利益な取扱いをすること（不利益取扱い。
労働組合法７条１号・４号），②団体交渉を正当な理由なく拒むこと（団交拒
否。同条２号），③労働組合の結成や運営を支配しこれに介入すること（支配
介入。同条３号）の３つがある。たとえば，労働者が組合員として活動をした
ことを理由に解雇，配転，低査定などをすることは不利益取扱い（１号）にあ
たり，労働組合からの団体交渉の申入れに対し誠実な態度で対応しないことは
団交拒否（２号）にあたる。また，労働組合から脱退するように組合員に圧力
をかけたり，組合員を威嚇したりするような発言は，組合弱体化行為として支
配介入（３号）に該当しうる。使用者の１つの行為が，複数の類型の不当労働
行為に同時にあたることもある。たとえば，労働組合が複数存在する中で一方
の労働組合に対し差別的取扱いをすることは，不利益取扱い（１号）にあたる
と同時に，組合弱体化の支配介入（３号）にも該当しうる。

不当労働行為の法的救済としては，裁判所による救済の他に，労働委員会に
よる救済という方法が設けられている。不当労働行為を受けた労働組合や労働
者は，裁判所に訴えて，救済を求めることができる。これに対し，裁判所は，
当事者間の権利義務関係に基づいて判決や決定を下す。たとえば，①正当な組
合活動に対する解雇（不利益取扱い）については，解雇の無効と労働契約上の
権利を有する地位の確認，解雇期間中の賃金の支払い，②正当な理由のない団
交拒否に対しては，団体交渉を求める地位の確認，③組合を弱体化する行為

（支配介入）に対しては，不法行為としての損害賠償の支払いなどが命じられる。
不当労働行為のもう１つの救済機関である労働委員会は，各都道府県知事の

もとに置かれる都道府県労働委員会と，厚生労働大臣のもとに置かれる中央労
働委員会とからなる２審制がとられている。不当労働行為に対する救済申立て
は，通常の場合，まず都道府県労働委員会に対してなされ，都道府県労働委員
会の命令に不服がある当事者は，中央労働委員会に再審査の申立てをすること
ができる。このように，労働委員会は，労使関係の専門家から構成される独立
行政委員会であり，その専門性ゆえに，個々の事案に応じて適切な救済命令を
柔軟に発する権限（裁量権）が認められている。たとえば，①不利益取扱いに
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あたる解雇については，原職復帰命令とバックペイ（解雇期間中の賃金相当額
の支払い）命令，②団交拒否に対しては，誠実交渉命令，③支配介入に対して
は，支配介入行為の禁止命令，ポスト・ノーティス（文書の掲示）命令などが
発せられることが多い。

なお，労働委員会の命令は一種の行政処分であり，これに不服のある当事者
は，命令の取消しを求めて訴訟（行政訴訟）を提起することができる。

8 労働市場をめぐる法
(1) 雇用仲介事業の法規制

1） 職業紹介事業の法規制

職業紹介とは，求人者と求職者からそれぞれ求人と求職の申込みを受け，両
者の間に立って労働契約の成立をあっせんすることをいう（職業安定法４条１
項）。企業（求人者）に紹介するために求職者を探して契約締結をあっせんす
るヘッドハンティングや，余剰人員を抱える企業から依頼を受けて転職先を探
し転職をあっせんするアウトプレースメントも，これに含まれる。

この職業紹介を事業として営む主体として，国が所轄する公共職業安定所
（いわゆる「ハローワーク」）と，民間の職業紹介事業がある。職業安定法は，
これが適切な形で実施されるように，①国と民間事業者に共通する基本的なル
ール（職業選択の自由の尊重〔２条〕，差別的取扱いの禁止〔３条〕，労働条件
等の明示〔５条の３〕，個人情報の保護〔５条の４〕，求職求人受理の原則〔５
条の５，５条の６〕，適職紹介の原則〔５条の７〕）と，②民間事業者に対する
一定の規制（許可制〔30条以下〕，手数料規制〔32条の３〕など）を定めてい
る。

2） 労働者派遣事業の法規制

職業安定法は，労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させるいわゆる
「労働者供給」事業を行うことを，懲役または罰金の罰則付きで禁止している
（44条，63条，64条）。自分が抱える労働者を他人に供給して働かせることを
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認めると，親方（ボス）による強制労働や中間搾取の危険が生じるからである。
これに対し，労働者派遣法は，この労働者供給のうち，「労働者派遣」とい

う形態を取り出して，これを事業として行うことを，同法の規制のもとで適法
とした。同法は，この労働者派遣を，自分が雇用する労働者を他人の指揮命令
下でその他人のために働かせることと定義している（２条１号）。具体的には，
派遣会社と労働者が労働契約を結び，その労働者が派遣先に派遣されて派遣先
から指揮命令を受けながら働く形態のことをいう。労働者派遣事業は，法令上
列挙された業務（港湾運輸，建設，警備，医療関連）以外のすべての業務で，
厚生労働大臣の許可を受けたうえで，行うことができる。2015年９月以前は，
同事業のうち，常時雇用する労働者のみを派遣している派遣会社（特定労働者
派遣事業）は大臣に届け出ることで足り（16条以下），登録型の派遣労働者を
も派遣している派遣会社（一般労働者派遣事業）は，雇用が不安定な労働者を
派遣するものであるから，大臣の許可というより厳しい規制・管理のもとに置
かれていた（５条以下）。この他，労働者派遣法は，いわゆるマージン率の情
報公開義務（23条），就業条件の明確化（26条１項，34条１項），日雇労働者
の派遣の禁止（35条の３），一定の業務についての派遣期間の制限（40条の２），
違法派遣の場合の派遣先の労働契約申込みみなし（40条の６），労働関係法規
上の責任の遵守（44条以下）などの規制を定めていた。

2015年の通常国会に，労働者派遣法を大きく改正する法案が提出され，同
年９月に成立した。その主な内容は，①特定労働者派遣事業と一般労働者派遣
事業の区別を廃止し，すべての労働者派遣事業を許可制とする，②「専門的
26業務」と「それ以外の業務」という業務区分を廃止し，無期雇用の派遣労
働者，60歳以上の高齢者等については，業務内容にかかわらず期間制限を設
けない，③有期雇用の派遣労働者については，(a)労働者個人単位での派遣先
の同一組織単位における受入期間を上限３年とし，派遣元はこの上限に達する
派遣労働者に対し，派遣先への直接雇用の依頼，新たな派遣先の提供，派遣先
での無期雇用化その他の雇用安定措置のいずれかを講じる，(b)派遣先で派遣
労働者を交代させて３年を超えて継続して派遣労働者を受け入れる場合，派遣
先事業所の過半数組合等から意見を聴取する（これに違反した場合派遣先によ
る労働契約申込みみなしの適用対象とする），④労働者派遣事業の許可・更新
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要件に派遣労働者のキャリア形成支援制度を有することを追加する，といった
点にある。

(2) 雇用政策法

1） 消極的労働市場政策―失業手当

政府は，雇用のセーフティネットを整備する政策（消極的労働市場政策）と
して，雇用保険による失業手当（求職者給付）を支給している。これは，国が
労使から保険料を徴収し，失業状態にある被保険者に一定期間給付を行うもの
である。求職者給付の中心となる基本手当の日額は，離職前の賃金日額の50
％から80％（賃金日額が低いほど給付率は高くなる）とされる。給付日数は，
年齢，被保険者期間の長さおよび離職理由に応じて，90日から360日とされて
いる。

2） 積極的労働市場政策―雇用保険二事業，求職者支援制度など

政府は，より積極的に雇用をつくり出したり維持したりするための政策（積
極的労働市場政策）として，①雇用保険二事業（雇用保険法62条以下），②職
業能力開発の援助（職業能力開発促進法），③高齢者，障害者等の雇用促進

（高年齢者雇用安定法，障害者雇用促進法など），④雇用保険による職業訓練給
付・雇用継続給付（雇用保険法60条の２以下）などの政策を実施している。

なかでも，雇用保険二事業は，政府が会社（事業主）から徴収した保険料
（労働者負担分はなし）を財源に，雇用の安定を図る雇用安定事業と労働者の
能力開発を援助する能力開発事業の二事業を行うものである。雇用安定事業の
代表例は，雇用調整助成金の支給である。景気変動などで事業活動の縮小を余
儀なくされた事業主が，一時的に休業を行うなどの方法で従業員の雇用を守る
ための措置を講じた場合に，労使協定の締結を条件に，政府が支給するもの

（例：中小企業については休業手当負担額等の３分の２，中小企業以外につい
ては休業手当負担額等の２分の１等）である。また，この雇用維持型の雇用調
整助成金に加えて，労働移動支援型の労働移動支援助成金の支給も行われ，そ
の拡大によって「失業なき労働移動」の実現を図ることがめざされている。労
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働移動支援助成金（再就職支援コース）とは，事業活動の縮小などに伴い離職
を余儀なくされる労働者に再就職支援〔民間職業紹介事業者に委託して支援〕
を行った事業主に対し，委託費用の一定割合〔中小企業については３分の２

（45歳以上が対象の場合５分の４），中小企業以外については３分の１（45歳
以上が対象の場合５分の２）〕等を支給する制度である。能力開発事業として
は，労働者の職業能力の開発・向上を促進することを目的として，事業主が行
う職業訓練の助成，公共職業訓練施設の設置・運営，有給の職業訓練休暇を与
える事業主への援助などが行われている。

また，2011年に制定された求職者支援法に基づき，失業者の職業訓練と就
職支援を行う求職者支援制度が実施されている。この制度の目的は，雇用保険
の失業等給付を受給できない求職者に対し，生活のための給付金を受けながら
無料の職業訓練を受けるしくみをつくり，その就職を促進することにある。こ
の制度の対象となる者（特定求職者）には，雇用保険の求職者給付の受給が終
わってしまった者，被保険者期間が短く受給資格が得られなかった者，短時間
または短期間の就労で適用除外とされていた者，学卒未就職者，自営業を廃業
した者などが含まれる。

これらの特定求職者が，厚生労働大臣が認定した職業訓練や公共職業訓練を
受講し，かつ，収入要件（本人や世帯の収入が一定額を超えないこと）など一
定の要件を満たすときには，職業訓練受講給付金（月額10万円の職業訓練受
講手当，通所手当および寄宿手当）が，最長１年間，国から支給される。また，
この特定求職者の職業訓練や就職活動のプロセス全体を視野に入れて，ハロー
ワーク（公共職業安定所）が個別に就職支援計画を作成し，個人の特性にあっ
た指導や支援を行うこととされている。

9 労働紛争解決のための法
(1) 労使の話し合いによる紛争の解決

労働関係をめぐる紛争については，まず，労使で話し合って解決することが
望ましい。労働問題は，たくさんの労働者に共通する性格をもつことが多いし，
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労働者は個人では本音を言いにくいこともある。また，労働関係では一度問題
が発生するとその解決に時間やお金などがかかり，労働関係そのものに支障が
出てくる可能性もある。このような労働関係の特徴からすると，労働問題につ
いては，会社と労働組合等との間で，問題の解決や予防を図る制度を集団的に
つくり上げていくことが，労働紛争の解決方法として，第１の重要なステージ
となる。

(2) 行政による紛争の解決

労働紛争を解決する第２のステージとして，行政機関による相談・あっせ
ん・救済などがある。この行政による紛争解決制度には，大きく２つある。

１つは，各都道府県に置かれている都道府県労働局で行われる個別労働紛争
の解決のための相談などである。都道府県労働局は，労働基準監督署と同様に
国の機関であり，近くの労働基準監督署に問い合わせれば，この相談の場所や
方法などについて教えてくれる。具体的には，個別労働紛争解決促進法という
法律に基づいて，個々の労働者と使用者の間の労働関係に関する紛争（個別労
働紛争）の簡易迅速な解決を促すことを目的として，次のようなことが行われ
ている。①総合労働相談コーナーによるワンストップサービスの提供（３条），
②都道府県労働局長による助言・指導（４条），③紛争調整委員会による紛争
解決のためのあっせん（５条）などである。この総合労働相談コーナー（①）
には，日本全体で年間100万件を超える相談が寄せられており，労働法をめぐ
る情報の提供や紛争解決に向けた援助などが行われている。

もう１つの行政機関として，労働委員会がある。労働委員会は，公労使三者
によって構成される労働問題を専門とした行政委員会であり，都道府県労働委
員会と中央労働委員会とからなる。前者は，各都道府県庁の中に設けられてお
り（都道府県の機関），①不当労働行為の審査・救済（労働組合法27条以下）
の他に，②労働争議の調整（労働関係調整法10条以下）や，③個別労働関係
紛争のあっせんが行われている（③は東京，兵庫，福岡を除く44の道府県労
働委員会で行われている）。都道府県庁内にある労働委員会に問い合わせれば，
どのような方法で相談に乗ってくれるか教えてくれる。
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弁護士への相談や，裁判所に行く前に，安い費用で利用できる拠り所として，
これらの行政機関を有効に使うことも考えよう。

(3) 裁判所による紛争の解決

労使の話し合いでは紛争解決が難しく，また，行政機関は問題を終局的に解
決する権限をもっているわけではないので，紛争を終局的に解決する最後の拠
り所になるのは，裁判所である。

労働紛争については，裁判所による一般的な紛争解決手続（民事通常訴訟，
保全訴訟，簡易裁判所による少額訴訟手続・民事調停）の他に，2004年の労
働審判法によって，労働審判という特別の手続が設けられた。

この労働審判手続は，当事者が裁判所に申立てをすることによって開始され
る。その審理は，裁判官（労働審判官）１名と労働関係の専門的知識を有する
者（労働審判員）２名の合計３名で構成される労働審判委員会が行う。審理は
公開の法廷ではなく，非公開の部屋で行われる。審判官・審判員と両当事者で
円卓を囲んで行われることが多い。労働審判委員会は，速やかに審理を進め，
原則として３回以内の期日で審理を終結させなければならない。そこでは，調
停による解決（両当事者の合意による解決）が試みられるが，調停に至らない
場合には，委員会の合議によって権利関係を踏まえた解決案（審判）が提示さ
れる。当事者のいずれかまたは双方が，この審判に不満をもち，異議を申し立
てた場合，労働審判の申立ての時点にさかのぼって訴訟の提起があったものと
みなされ（通常訴訟への移行），より本格的な審理が行われることになる。

この労働審判手続により，裁判所の中で，労働問題の専門家（労働審判員）
の意見を取り込みながら，労働紛争を迅速に解決することが可能となった。こ
れまでの実績では，終了までの平均審理日数は2.6か月であり，事件の約７割
は調停成立により解決に至っている。
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