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第 2版はしがき

　『労働法実務大系』初版刊行以来 3年余を経過したが、この間の労働法の変貌
には著しいものがあった。
　2016年には、高齢者、女性等の就業促進および雇用継続を図るため、65歳以上
の者への雇用保険の適用拡大、雇用保険の就職促進給付の拡充、シルバー人材セ
ンターの業務拡大、育児休業および介護休業の取得要件の緩和、介護休業給付の
給付率の引上げ、妊娠・出産・育児期を通じた事業主への雇用管理上の措置（マ
タハラ防止措置）の義務付け等を行うとともに、失業等給付に係る保険料率の引下
げ等の措置を講ずるため、雇用保険法等の一部を改正する法律が、 3月28日成立
し、すべて、2017年 1 月 1 日から施行されている。
　2017年には、通常国会までで、職業紹介の機能強化および求人情報等の適正化
等を目指した職安法改正や育児休業を最長 2年間に延長する育介法等の改正に、
特定離職者制度の延期を含む雇用保険法等の一部を改正する法律が成立し、早い
ものでは、2017年10月 1 日施行されている。
　そして、2018年には、働き方改革の総合的かつ継続的な推進のための雇用対策
法、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等のための2015年改正労基法
案を廃案として同法案の一部を修正（企画業務型裁量労働制の適用範囲拡大の削除）し
た内容と、政府の働き方改革実現会議が2017年 3 月28日打ち出した働き方改革実
行計画（以下、「働き方改革実行計画」という）に沿って、労基法36条の時間外限度基
準や特別条項の上限時間の罰則付きでの規制強化した内容を合体した労基法とこ
れに関連した安衛法、労働時間等設定改善法、雇用形態にかかわらない公正な待
遇の確保を目的とし、「同一労働同一賃金ガイドライン案」の確定施行に合わせ
た労契法、パート労働法、労働者派遣法、じん肺法の 8本の法律の一括改正法で
ある「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」（以下、「整備法」
という）が難産の末、成立し、早いものでは、公布日から施行されている。さらに、
2018年12月、事実上、単純労働者の受入れを認める2019年 4 月 1 日施行の改正入
管法が成立し、我が国の外国人労働者受け入れ策は歴史的転換を迎えることと
なった。
　2019年に入っても、女性活躍推進法の適用拡大や、労働施策法の改正により、
今や労働界最大の課題となっているパワーハラスメント防止措置義務を定め、均
等法、育休法等の苦情申立制度を強化する「女性の職業生活における活躍の推進
に関する法律等の一部を改正する法律」が 5月29日成立し、2020年 4 月から施行
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が予定されている。
　他方、最高裁判例のみをみても、有期労働者との不合理な労働条件を禁止した
労契法20条の不合理性の判断基準や、いわゆる固定残業手当の有効要素や更新限
度特約の効力をめぐる重要判例が続出している。
　また、この間、研究者から、実務にも影響力ある優れた大著が次々と刊行 ･改
訂され、これらへのフォローも今回の改訂の重要な課題となった。
　以上の課題を果たすべく、今回の第 2版の刊行となったものである。
　そこで、それらの改正等の動向を補遺しつつ、人事・労務担当者や弁護士、社
会保険労務士など人事労務に関連した業務にかかわる方々の法改正等への対応と
いう、正に実務労働法への要請に応えるべく、初版の情報をUPDATE し、さら
に新たな情報を加えつつ、本の頁数を減らし、利用しやすくする工夫も加えた。
　最後に、なお本書の改訂についても、編集者の田口信義氏、田中敦司氏をはじ
めとして、進捗管理には当法律事務所の担当秘書吉野麻耶氏に、判例・裁判例の
整理には当事務所のパラリーガル岩出亮氏、東京大学法科大学院で学ぶアシスタ
ントの池田愛香氏をはじめとする皆さんにいろいろとお骨折りいただいたことに
御礼申し上げたい。
　2019年 7 月

ロア・ユナイテッド法律事務所
代表パートナー弁護士　岩　出　　誠

追記）　脱稿後、厚労省より、派遣労働者の均衡待遇免除の労使協定方式につい
て、「令和 2年度の『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保
護等に関する法律第30条の 4第 1項第 2号イに定める「同種の業務に従事する
一般の労働者の平均的な賃金の額」』等について」（令和元・ 7・ 8職発0708第 2 ）
（https://www.mhlw.go.jp/content/000526710.pdf）の公表がありました。詳細は、厚労
省HP 内の『派遣労働者の同一労働同一賃金について』サイト（https://www.
mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html）をご参照ください。
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第 ５ 章　非正規労働者

Ⅰ　非正規労働者の増大とその問題点

１ 　複線型雇用の進展・拡大
⑴　フロー型雇用の役割の増大
　近時、労働市場においては、短期的には経済環境への対応のため、中長期的に
は、いわゆる企業の国際競争力の維持のため、コアの基幹的な正社員（正規労働者）
に比較して、アルバイト、パート労働者等のフロー型の非正規労働者の利用が進
み、すでに全労働者の約４０％、全女性労働者の５7％前後を占めるに至っている（岩
出・企業対応 ６頁以下の他、最新の統計については、毎年、「就業形態の多様化に関する総合実

態調査結果の概況」厚労省HPや「就業構造基本調査結果」「労働力調査詳細集計」総務省HP

参照）。正に、企業にとって、人材管理は、正社員を中心とする正規労働者から、
限定正社員、契約社員、パート労働者、派遣労働者等を含む非正規労働者を効率
的に組み合わせた人材活用を行うことが前提となっていて、企業には多様な人材
を適材適所で活かし成果を上げてゆくためのダイバーシティ・マネジメントが求
められている。この背景には、経済のグローバル化による競争激化という事業環
境に加えて、労働時間、賃金、勤務場所、職務等の労働条件に対する労働者側の
意識・ニーズも変化していることがあげられ、この影響は、今後も企業の業種、
規模を問わず広がってゆくと思われる。
⑵　正規労働者と非正規労働者の格差の拡大――ワーキングプア問題
　一般的には非正規労働者と正規労働者との間には大きな賃金格差が現存し、そ
の格差は、最近むしろ拡大している（岩出・企業対応 ９頁）。そこで、社外労働者を
含む、非正規労働者が陥っているワーキングプア（たとえば、駒村康平「ワーキング
プア・ボーダーライン層と生活保護制度改革の動向」JILHP 参照）等も大きな社会的関心
事となっている。

２ 　非正規労働者問題の深刻化と立法的対応
　特に、２００８年秋以降の世界同時不況は、正に、「業況に応じた雇用調整の安全弁」
という非正規労働者問題の本質を顕在化させた。そこで非正規労働者の雇用保障
等の改善を図るべく、２０１２年に、労契法の有期労働契約と（改正経緯等については
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岩出・企業対応２００頁以下参照）、派遣法については大幅な改正（改正経緯等については岩
出・企業対応１３頁以下参照）が実現し、非正規労働者の保護の拡大が一定程度は実現
した（詳細は岩出・企業対応３１頁以下参照）。しかし、政権交代により、２０１４年には、
労契法については、２０１２年改正による有期労働契約の無期転換期間を、一定の労
働者につき ５年から１０年に延長し、または適用を排除する有期特措法が成立し
（岩出・２６企業対応 ２頁参照）、派遣法についても、２０１５年に、後述の通り（１３３頁以下）
派遣事業・派遣労働のしくみ自体を大きく変える改正 1がなされ、同年 ９月３０日
から施行されている（２０１８年 ９ 月２９日で経過措置も終了）。

Ⅱ　有期労働契約

１ 　有期契約労働者
⑴　意義と類型――アルバイト、パート労働者、契約社員、嘱託など
　有期契約労働者の現状につき、労働省「有期労働契約の反復更新に関する調査
研究会報告」（２０００・ ９ ・１１）（報告書）は、その概要で、裁判例の分析上、有期労
働契約を、①純粋有期契約タイプ、②実質無期契約タイプ、③期待保護（反復更新）
タイプ、④期待保護（継続特約）タイプ、のように類型化した（詳細は、厚労省HP
参照）。
⑵　有期労働契約に関する法律の対応
ア　期間雇用の設定（入口規制）の自由

　民法上では、期間の定めがある労働契約期間の満了をもって同契約が終了する
こと自体には制限がない。労契法上も労働契約への期間の設定という有期労働契
約関係への入口規制は存しない（欧州の規制との差異については、荒木４77頁、４８９頁参
照）。短期の有期労働契約が労使双方の利益にかなう面もあり、必ずしも公序良
俗に反しない（日立メディコ事件・東京高判昭５５・１２・１６労判３５４号３５頁）。丸子警報器事
件・長野地上田支判平 ８・３・１５労判６９０号３２頁も、臨時従業員制度について「雇
用調整の必要性」から「景気による雇用需要の変動」への対応としての存在意義

1　２０１５年改正内容は、２０１４年改正案に微調整がなされたが（１33～１3５頁参照）、本質的な修正はなく、
その詳細については、岩出・２7企業対応 3頁以下参照。
　同時に、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律（以下、「同一労働同
一賃金推進法」という）が成立したが、実効確保措置は同法自体にはなく、その目的は、２０１８年の整
備法の施行に委ねられた（１１7頁以下参照）。
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を認めている。
イ　有期労働契約における期間の長さ
Ａ　期間の延長と専門職型の更新の許容

　有期契約労働者の多くが契約の更新を繰り返すことにより一定期間継続して雇
用されている現状等を踏まえ、労基法１４条では、有期労働契約の期間の上限につ
いて、 ３年とされ、公認会計士、医師等専門的な知識、技術または経験で高度な
ものを有する労働者を当該専門的な知識、技術または経験を必要とする業務に従
事させる場合および満６０歳以上の高齢者にかかる場合については、 ５年とされて
いる。

B　 1年経過後の即時解除権

　ただし、労働者への人身拘束や、中途解約への危惧から、有期労働契約（一定
の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が １年を超えるものに限る）を締結
した労働者（同条 １項各号で ５年を認められた労働者を除く）は、当該労働契約の期間
の初日から １年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることによ
り、いつでも退職することができる（同法１３7条）。民法６２８条の適用のみを排除し
ている構造から、民法６２7条の適用を受けるか否かには異論もあるが、「いつでも」
という文言からは即時解除を認めた規定と解される。

Ｃ　制限を超える期間を定めた労働契約の効力

　労基法１４条 １ 項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合
は同条違反となり、当該労働契約の期間は、同法１３条で無効となる。その場合の
契約期間の上限は、同法１４条 １ 項 １ 号および ２号に掲げるものについては ５年、
その他のものについては ３年となる。

D　期間の長さの下限

ⅰ　労基法・派遣法上の規制

　労基法では、以上の通り、労働契約期間の上限につき定めるのみで、その下限
については、 １カ月、 １週間、 １日（日々雇用に関する２１条 １ 号参照）、数時間など
下限はない。ただし、日雇派遣には「日々又は３０日以内の期間を定めて雇用する
労働者」への規制があるが（１４９頁）、日雇い自体は禁止されていない（同号参照）。
ⅱ　労契法による契約期間への配慮義務

　労契法１7条 ２ 項の不必要に短期の有期労働契約の反復更新とならないよう配慮
すべき義務規定の目的は、使用者に対し不必要に短い契約期間としないよう配慮
を求めることで、全体として契約期間の長期化を促し、雇止めをめぐる紛争の端
緒となる契約更新の回数そのものを減少させることにある（労契法施行通達第 ５の
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３ ⑴も同旨）2。
ウ　雇止め基準の労契法改正に伴う改正
Ａ　基準の規則化

　２０１２年改正労基則 ５条 １項但書中に、「期間の定めのある労働契約であって当
該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場
合に限り」を加え、同項 １号の ２として「期間の定めのある労働契約を更新する
場合の基準に関する事項」が挿入された（改正の経緯については、平２４・１０・２６基発
１０２６第 ２ 、雇止め基準や労基則の新旧対照表、厚労省HP参照）。

B　労基則改正と雇止め基準の法的意義・効力

ⅰ　労基則における更新有無の基準

　労基則 ５条 １項 １号の ２の基準の具体的内容については、「契約更新の判断の
基準」は、「契約期間満了時の業務量により判断する」などのラフな基準でも可
としている（前掲平２４・１０・２６基発１０２６第 ２ ）。
ⅱ　雇止め基準等の法的意義・私法上の効力

　雇止め基準等の法的意義・効力に関しては、労基法１４条 ３ 項の助言・指導の根
拠としての行政的効果だけではなく、一定の私法上の効力も有するものと解され
る。この点、労契研報第 ５の ２⑵の指摘は 3、労契法に挿入する前提としての立
法論としてだけではなく、解釈論としても明確に論じられているものと解され
る。そして、その内容は、たとえ同基準等が同法の中に入らずとも、現在では、

2　「不必要に短期」とはどの程度の期間を指すのか（岩出・労契法８3頁以下参照）。有期労働契約を締
結する事情はさまざまであり、個々の事案に応じて判断されるべきであるが、少なくとも、当該契約
期間とすることについて合理的な理由が必要であり、労働者から求められた場合には説明を果たすな
ど労働者の理解を深めるようにすることが求められるであろう（労契 ４条 １項参照）。この規定は、使
用者に配慮を求めるものにすぎず、仮に不必要に短い契約期間による労働契約が締結されたからといっ
てその有期労働契約が法的に無効となるものではなく、当該契約が無期契約に転換したりすることは
ない。ただし、労契法の各論の中に位置付けることにより、雇止め基準等と相まって、ルールが周知
されて紛争の未然防止が図られるとともに、雇止め等をめぐる紛争が生じた場合には、 3以下で触れ
る、同法１９条で明文化された雇止め法理において、このルールに照らして必要な配慮をしたかどうか
ということがその紛争の解決にあたっての考慮要素とされることが考えられ、短期契約の合理的「必要」
性を主張・立証できない場合に、雇止めが認められない要素とされる可能性はあるものと解される（荒
木＝菅野＝山川１73頁、水町3４２頁、野川４２４頁も同旨。これに対して、菅野3１０頁、土田・労契法7８２頁〈労
契法１7条 ２ 項違反の不法行為責任を否定した SBS スタッフほか事件・東京地判平２４・ ８ ・3０労ジャ ９
号１０頁を引用〉は訓示規定にとどまるとするが疑問である）。
3　雇止め基準の求める「手続を踏むことは雇止めの有効性の判断において重要な考慮要素とはなる
が、…雇止めの判例法理は労働者が有する契約の更新に対する期待を保護するものであるから、…手
続の在り方は雇止めの有効性の判断において考慮要素とされるものであり、…契約締結時に更新がな
いことが明示されていれば、原則として労働者にも更新に対する期待が生じないと考えられるなど、
使用者の手続履行を求めることは判例法理の具体的な判断を明確化して予測可能性を高める」。
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一部労基則化されたことも踏まえて、同基準の履行は、「期間の定めのある労働
契約に関する事項を含む」との文言を付加された同法 ４条 ２項の書面化義務の履
行として位置付けられ（土田・労契法初版６7８頁）、また、同法１7条 ２ 項の有期労働
契約に関する配慮義務を踏まえるならば、雇止め法理が明文化された同法１９条に
より、 ３⑵以下の雇止め法理における合理性・相当性の判断要素となり得ること
を論じたものとして妥当な見解と解する。
　なお、雇止め基準 ２条により求められているのは、「雇止めの意思表示をする
際に、理由を明示すべき旨を規定したものではなく、労働者が雇止めの理由につ
いての証明書の交付を求めた場合にこれを遅滞なく交付すべき旨を規定したもの
にすぎない」4。また、懲戒解雇の意思表示が更新拒絶の意思表示を含んでいた
と判断されることもある5。
ⅲ　更新拒絶事由の追加・変更

　普通解雇（５５０頁注7０）と懲戒解雇（５１４～５１５頁参照）につき論じられると同様に、
雇止め基準により通知された更新拒絶事由の追加や変更ができるかという問題が
ある。基本的には、 ３の労契法１９条の雇止め法理が、判例法理形成の過程では同
法１６条の類推適用として展開されてきたことからも、同様に解され、使用者が雇
止めの意思表示の際に明示していなかった理由を訴訟上主張することは許される
が、雇止めが懲戒解雇事由の存在を根拠として、実質的に懲戒解雇の趣旨でなさ
れた場合においては、懲戒解雇事由以外の普通解雇事由に該当するにすぎないよ
うな解雇理由を追加主張することは許されないものと解されることがある（前掲
Ｙタクシー会社（雇止め）事件・京都地決平１９・１０・３０）。少なくともかかる追加や変更
をなすことは、雇止め法理における有効性を否定する要素とされることがあり
得、更新拒絶事由の記載にも慎重な対応が必要である。

２ 　黙示に更新された雇用契約の期間・法的地位の変化の有無
⑴　無期労働契約への転換説（従前の通説・判例）

　有期労働契約が黙示に更新された場合につき、従来の通説（我妻榮『民法講義　
債権各論　中巻Ⅱ』５８９頁（岩波書店、１９６２））は、民法の原則に従い（６２９条 １ 項による
６２7条の適用）、期間の定めなき契約に変わるとの立場をとっている 6。通説を支持

4　Ｙタクシー会社（雇止め）事件・京都地決平１９・１０・3０労判９５５号４7頁。
5　パチンコ店従業員（懲戒解雇）事件・岐阜地判平２５・ ２ ・１４裁判所HP。事実認定の問題ともいえ、
事案によりかかる認定も可能と解するが、懲戒解雇の意思表示の普通解雇への転換・包含との整合性
が問題となり得る（５１５～５１6頁）。
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6する裁判例も少なくない 7。
⑵　有期労働契約の更新説と裁判例の動向
　これに対して、有力学説は、⑴無期労働契約への転換説が妥当性をもち得たの
は解雇権濫用の法理（５４7頁以下参照）の確立前のことであり、その法理が労契法
１６条として確立された状況下では、同法理の存在を考慮し、従前の期間の定めが
更新されるとしている（菅野３２６～３２7頁）。そして、有力学説を採用したと解され
る裁判例も増えてきた8。なお、両学説とは一線を画し、当事者の合理的意思解
釈の問題として無期契約への転換を否定する例も出ている 9 ・10。

6　荒木４８４頁、水町33８頁も同旨。
7　角川文化振興財団事件・東京地決平１１・１１・２９労判7８０号67頁／日本ユニ・デバイス事件・さいた
ま地判平２４・ ４ ・２6労旬１7８５号５５頁／学校法人矢谷学園ほか事件・広島高松江支判平２7・ ５ ・２7労判
１１3０号33頁
8　タイカン事件・東京地判平１５・１２・１９労判８73号73頁〈 １年の期間の定めがある労働契約であり、
期間満了後も雇用が継続されたことにより、 １年の雇用契約が黙示更新されたとされ、この認定に基
づき、解雇は無効としつつも、期間満了による雇用契約の終了を認めた〉／ JAL ナビア大阪事件・大
阪地判平１7・１２・ ９ 労経速１９3４号 3 頁〈黙示の更新がなされた契約社員の雇用期間は、全員について
１年間とされていたとし、期間の定めのない雇用契約となったと認めることはできないとしたうえで、
雇止めを認めた〉／ソクハイ事件・東京地判平２８・１１・２５労経速２3０6号２２頁〈民法6２９条 １ 項により労
働契約の更新が推定されたとはいえないと明言〉
9　前掲パチンコ店従業員（懲戒解雇）事件・岐阜地判平２５・ ２ ・１４は「更新後の本件雇用契約の期間
の定めの有無は、民法上の上記条文の解釈の問題ではなく、当事者の合理的意思解釈の問題であると
解するのが相当」とし、更新回数や契約期間を明示した「アルバイト労働条件通知書（更新）」と題す
る書面による更新手続がなされたこともあったことなどの事情を踏まえ、当事者の合理的意思として
は、雇用契約が更新時に期間の定めのない契約に転化したものとは解することができないとした。三
洋電機（契約社員・雇止め）事件・広島高松江支判平２８・ ４ ・１3判例秘書、学校法人河合塾事件・東
京地判平3０・ 3 ・２８労ジャ８０号6８頁も同旨か。

10　〔検討（中途解約権留保付き有期労働契約説）〕　検討するに、民法の条文を素直に読めば、以下の条
件を満たす展開をしてきた⑵有期労働契約の更新説を、いわば中途解約権留保付き有期労働契約説と
理解したうえで妥当と解する。すなわち、本来は、有期労働契約が黙示に更新された場合につき、民
法6２９条 １ 項により、期間を含めた「従前の雇用と同一の条件で」更新されるが、民法6２7条の適用に
より、 ２週間前の予告により、民法6２８条のやむを得ない事由がなくても解約できる、中途解約権留保
付き有期労働契約となるものであり、必ずしも、期間の定めなき契約に変わるものではない、という
のが文理上は素直で妥当な解釈であろう（同じ構造をもつ賃貸者に関する民法6１９条 １ 項をめぐる裁判
例等との関係からも裏付けられる。たとえば、名古屋高判昭４５・ ４ ・２7判時6０８号１４１頁〈一時賃貸借
にまでこの法理が認められた〉等参照）。そして、現在では、その民法6２7条による中途解約は、民法
6２８条の適用は受けないものの、労契法１7条 １ 項や労基法２０条等の規制を受けることになるが、期間の
満了によっても終了する。ただし、その期間満了による雇止めには 3の雇止め法理の規制を免れない、
というのが文理に沿い、かつ、労使の利害調整・権利保護等につき具体的妥当性をも確保できるもの
と解する（野川４２５頁も同旨）。なお、後述の雇止め無効とされた場合、黙示の更新と同じ現象が現れ
るにもかかわらず、多くは、有期労働契約と見ており（日立メディコ事件・最一小判昭6１・１２・ ４ 労
判４８6号 6 頁〈「従前の労働契約が更新されたのと同様の法律関係」とする〉等）、これもこの説を前提
としているともいえる。なお、債権法改正の動きの中でも、当初は、黙示の更新の場合には無期労働
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第 ２節　企業別労使関係の法的ルール

Ⅰ　不当労働行為の禁止

１ 　不当労働行為の禁止の趣旨・目的──原状回復と将来の正常
な労使関係の積極的形成

　不当労働行為の禁止の趣旨は（目的・趣旨・意義をめぐる学説と判例の関係については、

荒木６６８頁以下参照）、当該案件における組合員の個人的被害の救済という観点から
だけでなく、併せて、組合活動一般に対する侵害の面をも考慮し、このような侵
害状態を除去、是正して、原状回復のみならず、これを通じて、法の所期する正
常な集団的労使関係秩序を回復、確保する（第二鳩タクシー事件・最大判昭５２・ ２ ・２３

民集３１巻 １ 号９３頁）、すなわち、将来の団体交渉関係の正常化、円滑化という役割
をもっている（744頁注３３、菅野９4９頁）。

２ 　不当労働行為の成立要件
⑴　不当労働行為の類型

　労組法 7 条は、不当労働行為の類型として、使用者が組合の結成を嫌って、そ
の結成を妨げるために行われる次のような行為を、 ３ 以下で詳述するように禁止
し、その違反への行政的救済手段を同法２7条以下で設けている（7３９頁以下参照）。
すなわち、①不利益取扱い（ 7 条 １ 号（６１５頁の黄犬契約の禁止を含む）・ 4 号）、②支配
介入（同条 ３ 号）、③団交拒否（同条 ２ 号）の ３ 類型である。
⑵　不当労働行為の主体

　労組法 7 条は、「使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない」と定め、
通常は雇用主がその使用者に該当する。しかし、いわゆる労組法上の使用者概念
として、団交拒否や支配介入では 1、特に、雇用関係の存否、その時期、親会社、
派遣先、発注主等がその該当性で問題となるが後述する（主に団交につき６２９頁以下

足りるものと解される（東大労研・注釈労組法上６３９頁）。なお、有力学説は、上記分裂が認められる
場合には、分裂した組合員数に応じた財産分割請求が可能としている（菅野８２７頁、荒木５９７頁）。
1　〔親会社の支配介入肯定例〕ワイケーサービス（九州定温輸送）事件・福岡地小倉支判平２１・ ６ ・

１１労判９８９号２０頁〈子会社の解散〉等　〔否定例〕日本航空等事件・東京地判平２６・ ９ ・２２労経速２２２８
号 ５ 頁〈子会社の統合再編〉等
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参照）。支配介入や職場での不利益取扱いでは、後述のように（６２１頁）、雇主とし
ての使用者だけでなく、「現実の行為者」の下級職制などの行為も使用者の行為
とみなされることがある 2。
⑶　不当労働行為意思
ア　労組法 ７条 1号の「故をもつて」の意義

　不利益取扱いの労組法 7 条 １ 号の文中「故をもつて」（同条 4 号では、「理由として」）

とは、不当労働行為の成立には、「労働者が労働組合の組合員であること、労働
組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な
行為をしたこと」を認識し、それを理由として使用者が不利益な取扱いに至った
関係、不当労働行為意思の存在が必要であることを示している。

イ　第三者の強要による不利益取扱いと不当労働行為意思
　たとえば、第三者の強要による不利益取扱いが問題にされた山恵木材事件・最
三小判昭4６・ ６ ・１５民集２５巻 4 号５１６頁では、甲の被用者である乙につき、第三
者丙が乙の正当な組合活動を嫌忌してこれを解雇することを甲に要求し、甲が丙
の意図を認識しながら乙を解雇したときは、その解雇が、甲において、丙の要求
を容れて乙を解雇しなければ自己の営業の続行が不可能になるとの判断のもと
に、同要求を不当なものとしながら、やむなくしたものであっても、甲に不当労
働行為をする意思がなかったとはいえず、その解雇は不当労働行為を構成するも
のというべきである、とされている（現在では、この主要取引先の使用者性として問題

となり得る点につき、６３８頁参照）。
ウ　理由の競合と不当労働行為の成否

　多くの場合、使用者が、人事異動等の一定の行為を組合や組合員に対してなし
た場合、業務上の理由によるとの主張がなされ、組合側は、不当労働行為意思に
よる行為と主張し、労働委員会や裁判所は、あらゆる事情を総合して、事実上の
推定などを用いて不当労働行為意思の存否を認定する場合が多い 3。しかし、理
論上は、いわゆる理由の競合関係が発生する可能性がある。実務の世界では、概
ね、決定的原因が、不当労働行為意思によるか否かによって不当労働行為の成否
が決せられている（いわゆる決定的動機説 4）。しかし、学説上では争いがある（菅

2　最近、「使用者への帰責」の問題として論じられ、その帰責基準については、菅野９７５頁、荒木６７９
頁参照。
3　不当労働行為意思が否定される典型例は、組合加入への認識なしになされた行為である。講師の実

習科目担当外しに関する桐蔭学園（桐蔭横浜大学）事件・中労委命令平２８・１０・ ５ 労判１１４６号９２頁（ダ）
頁等
4　たとえば、国・中労委（JR 北海道・転勤）事件・東京地判平２０・１２・ ８ 労判９８０号３１頁では不当労
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野９６９頁、荒木６８５～６８６頁等参照）。

３ 　不利益取扱いの禁止
⑴　不利益取扱いの禁止の意義

　労組法 7 条 １ 号は、「労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入
し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をした
ことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いを
すること」を不当労働行為として禁止している。使用者のこのような行為を「不
利益取扱い」という。なお、労組法 7 条 4 号の労働者が労働委員会に対し救済の
申立てをしたことなどを理由とした報復的不利益取扱いも広い意味での不利益取
扱いの一種である。ここでの不利益は、個々の労働者の降格等の不利益にとどま
らず（国・中労委（東急バス・増務割当差別）事件・東京地判平２８・１２・２１労判１１５7号１7頁等）、
執行委員等の遠隔地への配転により発生する組合活動上の不利益も考慮され
る 5。
⑵　採用における不利益取扱い
ア　採用差別

　採用の自由（7１頁参照）との関係で労働組合員であることを理由とする採用差
別に関してもこの禁止が及ぶとするのが多数学説・下級審裁判例であるが 6、最

働行為意思を推認させる間接事実（①「組合に対する日常の言動、態度」、②「転勤命令に関する組合
との情報量の差」、③「転勤命令前後の組合への対応」、④「転勤命令後の状況」、⑤「年齢構成是正に
対する取り組み」等）を積み重ねたうえ、このような間接事実を総合すれば、転勤命令の実施は、対
象者が当該組合の「組合員であること」の「故をもって」行われたものであるとの推認が十分に可能で、
転勤命令は、業務上の必要性があり、合理性ある基準により人選したという評価が可能である一方で
当該組合員であることの故をもって行われたものであるとの推認が十分に可能となる事情が存し、転
勤命令の実施態様が余りにも稚拙かつ唐突で、命令後もその目的を達成しようとする形跡がないこと
を考えれば、転勤命令は、当該組合員であるが故に行われたことが決定的な理由であったと認めるこ
とができる、と判示／最近の例として、山陽測器事件・広島地判平３０・ ２ ・２７中労時１２３４号３４頁
5　〔不当労働行為否定例〕JR 東日本（千葉動労・配転）事件・中労委命令平１８・ ４ ・ ５ 労判９１８号９１

頁〈組合は、組合員分散による勢力の減殺等の主張はいずれも抽象的であるか一般的な主張とされた〉等
〔肯定例〕大阪府労委（塚本学院・配転等）事件・大阪地判平２０・ ６ ・２５労判９７０号４６頁〈組合三役並
びに執行委員を務めている大学教職員 ５ 名に対し、うち ３ 名については勤務場所の変更を伴う配転命
令を出した原告学校法人の行為につき、分会三役の勤務場所の分散により、分会活動に少なからず支
障を与えることが推認される〉／国・中労委（JR 北海道・転勤）事件・東京高判平２１・ ９ ・２４労判
９８９号９４頁〈転勤命令が組合からの組合員の流出と対立組合への新規採用者等の流入により対立組合の
優勢化と組合の弱体化という効果をもたらした〉／国・中労委（旧社会福祉法人ひまわりの会）事件・
東京高判平２８・ ４ ・２１労判１１４５号３４頁等
6　中労委・青山会事件・東京高判平１４・ ４ ・２７労判８２４号１７頁／鉄道建設・運輸施設整備支援機構事件・

東京地判平１７・ ９ ・１５労判９０３号３６頁〈国鉄は JR の採用候補者名簿作成にあたり国労組合員を差別的
に取り扱ったとして、 １ 人につき５００万円の慰謝料が認めた。東京高判平２１・ ３ ・２５労判９８４号４８頁で
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高裁は、次のイの黄犬契約に関する規定の存在をもって、労組法 7 条 １ 号本文「は
雇入れの段階と雇入れ後の段階とに区別を設けたものと解され……雇入れの拒否
は、それが従前の雇用契約関係における不利益な取扱いにほかならないとして不
当労働行為の成立を肯定することができる場合に当たるなどの特段の事情がない
限り」不利益な取扱いにも支配介入にも当たらないとして、これを認めていない

（JR 北海道・日本貨物鉄道（国労）事件・最一小判平１５・１２・２２民集５7巻１１号２３３５頁。なお、

同判決には反対意見があり、これを多数学説は支持している）。上記最高裁判決の指摘す
る「特段の事情」の例としては季節労働者の再採用拒否（万座硫黄事件・中労委昭

２7・１０・１５命令集 7 集１８１頁）や定年後の再雇用拒否、事業譲渡の際の受入れ企業の
不採用 ７も該当すると解される（菅野９7０頁）。
イ　黄犬契約の禁止

　前掲 JR 北海道・日本貨物鉄道（国労）事件・最一小判平１５・１２・２２が、採用段
階の不利益取扱い禁止の対象として認めているのは、労組法 7 条 １ 号に明文で禁
止されている、「労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退する
ことを雇用条件とすること」である。このような雇用条件を定める契約を、「黄
犬契約（Yellow-dog contact、「おうけんけいやく」または「こうけんけいやく」と読む）と
呼んでいる。
⑶　人事考課・賃金差別と不利益取扱い
ア　人事考課・賃金差別と不利益取扱い事案の急増

　近時、昇格・人事考課での組合差別が問題とされる事案が少なくない 8。
イ　人事考課・賃金差別と除斥期間制度の趣旨

　労組法２7条 ２ 項の除斥期間については後述するが（74１～74２頁参照）、たとえば、
中労委（明治乳業）事件・最三小決平２１・ ２ ・１7労判９7６号９８頁 （リ） では、 １ 審原
告らは他の同資格の従業員に比べ、有意な格差を受けているが、格差の主因は昭

も基本は維持〉。菅野２１６頁、水町４２１頁、土田・労契法２０６頁、荒木６８３頁、西谷１３７頁、野川９８５頁等
７　東京日新学園事件・中労委命令平１８・１２・２０労判９２９号９０頁〈譲渡先の採用は、従前の雇用関係の

下での不利益取扱いと同様に評価でき、採用につき労組法 ７ 条 １ 号が適用されうるとしたが、結論的
には、Ｈ学園とＴ学園が実質的に同一であるということはできないとした〉。同旨、サカキ運輸ほか（光
洋商事）事件・長崎地判平２７・ ６ ・１６労判１１２１号２０頁等
8　〔近時の差別肯定例〕国・中労委（昭和シェル石油）事件・東京高判平２２・５・１３労判１００７号 ５ 頁〈人

事考課上の差別につき不当労働行為を認めて差額支給を命じた〉／国・中労委（シオン学園）事件・
東京高判平２６･ ４ ･２３判時２２４８号９１頁〈組合員の年休取得等を理由の賞与差別〉等　

〔否定例〕国・中労委（東日本旅客鉄道）事件・最一小判平２４・ ２ ・２３労経速２１４２号 ３ 頁〈組合所属者
の希望者のうち一部にしか運転士発令をしなかったことは不当労働行為ではないとされた〉／オリエ
ンタルモーター（第二次賃金差別）事件・東京高判平２６・ ３ ・２０労判１０９７号５９頁〈組合への賃金差別
の賠償否定例〉等
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第１４章　労働組合　第２節　企業別労使関係の法的ルール　　Ⅰ　不当労働行為の禁止

和4９年度までに生じていた職分・号給の格差が引き継がれたことにあり、救済対
象の始点となる時から１０年以上も遡る格付け行為から生じた格差は、救済対象行
為との時間的隔たりがあまりに大きく、それらについて審理・判断することは除
斥期間設置の趣旨に明らかに反するから、中労委がこのような時間的に大きく離
れた時点に生じた格差の是正は行えないとの前提で、その不当労働行為性を審理
しなかったことに違法はないとした原審・東京高判平１９・３・２８労判９３８号８０頁（ダ）

が維持されている。
ウ　人事考課・賃金差別と不利益取扱いの審理方式

　昇給などに関する人事考課（査定）につき、組合ぐるみで差別したとして、そ
の不利益取扱いの成否が問題となる事案では、その立証方法が問題となる（以下

につき、岩出・現代〔三上安雄〕7５５頁以下参照）。
Ａ　大量観察方式

　査定に関する人事資料が一方的に使用者に属し、個々の労働者がそれに接する
機会が少なく、仮に組合所属ゆえに低査定であることの立証をすべて労働者に求
めると、申立人側は立証困難となり、事実上救済の途が閉ざされることとなり、
集団的査定差別事件について個々に厳格な立証を求めると、審査がいきおい長期
化し、救済を求める側に多大な負担を課すおそれがあること等から、労働委員会
は、実質的衡平を図るべく「大量観察方式」という審理方式・立証方法を採用し
た。「大量観察方式」とは、申立人組合所属の従業員のグループとそれ以外の従
業員のグループというように会社従業員をグループでくくり、まず、申立人側
が、①申立人グループの昇給、昇格などが全体として他グループと比べ不利に扱
われていること、②使用者が申立人グループの組合活動を嫌悪していること、の
２ つの事実を立証する。この立証に成功すれば、主張された賃金格差などが不当
労働行為意思に基づくものと一応推定される。これに対し、使用者は、この推定
を覆すためには、③低査定の結果は組合嫌悪を理由とするものではなく、申立組
合員らの勤務成績、態度等に基づく合理的な理由によるものであることの立証を
する必要があるというものである（菅野９８６頁）9。

Ｂ　小規模・部分的査定差別事件等の処理

　しかし大量観察方式は、申立人グループとその他のグループとが同質のグルー
プであることを前提としての量的な推認の手法であり、ある組合の組合員全体や

9　〔肯定例〕紅屋商事事件・最二小判昭６１・ １ ・２４労判４６７号 ６ 頁、近時の前掲国・中労委（シオン学
園）事件・東京高判平２６・ ４ ・２３等でも適法な方式と判断。　〔否定例〕明治（昇格・昇給差別）事件・
中労委命令平２９・ １ ・１１労経速２３１４号 ３ 頁等
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４　支配介入の禁止

組合内の特定組合員集団の全体について査定差別が主張される全体的査定差別事
件において妥当するが、組合や組合員集団の一部の者にしか査定差別が主張され
ない部分的査定差別事件では用いるべきではないとの有力な見解があり、同旨を
判示する裁判例もある10。このような小規模・部分的査定差別事件について労働
委員会は、当該労働組合員集団に対する査定の低位性と使用者のそれまでの組合
弱体化策動に加え、当該集団ないし個々人の勤務成績の同等性を申立人に入手可
能な資料で申立人に立証させたうえで査定の正当性について使用者（被申立人）

に反証させるべきこととなる（菅野９８7頁）11。
Ｃ　成果主義人事制度下での立証の困難

　成果主義人事制度下では同様に立証の困難が起こる12。

４ 　支配介入の禁止
⑴　支配介入の意義と判断基準

　禁止される法 7 条 ３ 号の支配介入とは、使用者の組合結成ないし運営に対する
干渉行為や諸々の組合を弱体化させる行為など労働組合が使用者との対等な交渉
主体であるために必要な自主性、独立性、団結力、組織力を損なうおそれのある
使用者の行為を広く含み、ある行為が支配介入に当たるか否かについては、当該
行為の内容や態様、その意図や動機のみならず、行為者の地位や身分、当該行為

10　中労委（芝信用金庫従組）事件・東京高判平１２・ ４ ・１９労判７８３号３６頁／等。近時の前掲オリエンタ
ルモーター（第二次賃金差別）事件・東京高判平２６・ ３ ・２０等

11　前掲国・中労委（昭和シェル石油）事件・東京高判平２２・ ５ ・１３は、部分的・小規模査定差別事件
において、昇格・昇給差別にかかる不当労働行為該当性の審査において、同期・同性・同学歴者と比
較し、特段の事情なく考査結果、職能資格等級、賃金が著しく低位にあれば、その合理性は会社が疎
明しなければならないとした中労委判断が支持されたのはこの枠組の中での判断で注目される。

12　国・中労委（竹屋）事件・東京地判平２０・１１・１７労判９８０号６７頁〈不利益取扱いの成立につき、これ
を主張する中労委が、①役員考課の低査定が当該組合員に対する不利益な取扱いに当たること、②当
該組合員が組合に加入し、組合の正当な行為をする等したこと、③会社が②の故をもって①の不利益
な取扱いをしたことを立証しなければならず、④従業員によりその結果に差が生じるのが常態ともい
える成果主義の観点から導入された役員考課が問題となる場合、上記①の要件を立証するためには、
当該組合員が他の従業員と同様の勤務実績を上げているのに、役員考課において他の従業員より低査
定を受けたという不利益な取扱いの事実を立証しなければならず、⑤会社の賞与制度そのものが恣意
的な運用を許す構造となっており、役員考課の査定の相当性について少なくとも疑問を生じさせる事
情があることを十分考慮に入れても、役員考課にかかる全体的状況と当該組合員の勤務状況にかんが
みれば、同人らが他の従業員より低査定を受けたという不利益な取扱いの事実が存在するとまで立証
し得ているとは解しがたく、したがって、役員考課における当該組合員に対する低査定については、
不利益取扱いに関する上記 ３ 要件のうち、少なくとも①の要件が立証できておらず、不当労働行為を
認めることはできない〉／前掲オリエンタルモーター（第二次賃金差別）事件・東京高判平２６・ ３ ・
２０〈組合員らが低査定を受けていること、非組合員と能力、勤務実績において同等であること、差額
賃金額等を、労働者らが把握し得る限りにおいて具体的根拠を挙げて主張立証する必要がある〉
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