
第�版 はしがき

平成25（2013）年に本書第�版を刊行した後、労働者派遣法は、平成27

（2015）年に派遣可能期間制限等にかかわる大がかりな改正法が施行され、

また、令和�（2020）年からは派遣先均等・均衡方式または労使協定方式に

よる派遣労働者の「同一労働同一賃金」のしくみが導入されるに至った。第

�版は、これらの法改正に対応するため、第�版をほぼ全面的に書き直した

ものである。

現在わが国の派遣労働者の数は約150万人といわれており、全労働者に占

める派遣労働者の割合は�〜�％にすぎない。非正規労働者の中でも、派遣

労働者の数は、有期雇用、パートタイム労働者に比べて非常に少ない。しか

し、専門的な知識を有して即戦力となり、また、臨時的・一時的な人員調整

にも有用な派遣労働者のニーズは、決してなくなるものではないだろう。そ

して、�人でも派遣労働者を受け入れている派遣先の事業所では、労働者派

遣の適正な利用を行わなくてはならないから、いくら派遣労働者の数自体が

少なくても、労働者派遣法を正確に理解することは実務的にきわめて重要と

なる。本書は、労働者派遣にかかわるすべての方々、中でも特に派遣先の担

当者に向けて、複雑な労働者派遣法の内容をできる限り平易に、かつ、実務

に即して網羅的に解説したものである。労働者派遣実務において迷いが生じ

たときに、都度役立てていただけるものと自負している。

この第�版も、刊行に漕ぎ着けるまでに、多くの方々によるお力添えがあ

った。

ANA ビジネスソリューション株式会社人材事業部の原威広さんとは、労

使協定方式における協定内容等、特に派遣労働者の「同一労働同一賃金」の

しくみに関してたくさんの有益な議論をさせていただいた。本書には、原さ

んとの議論の末に辿り着いた結論が数多く盛り込まれている。また、原さん

が、2020年�月をもって定年を迎えられ惜しまれつつもご退職なさった後は、
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同社の志村知子さんに、ご多忙の中、校正刷りの全体に目を通していただき、

特に実務面から有益なご指摘をいただいた。

さらに、第二東京弁護士会労働問題検討委員会の副委員長を務める亀田康

次弁護士と町田悠生子弁護士にも、やはりご多忙の中、校正刷りの全体に目

を通していただいたうえ、�回にわたる長時間の Web 会議において労働法

務の専門家としてのお立場から示唆に富んだ有益なご指摘をたくさんいただ

いた。

以上の皆さまと、民事法研究会の近藤草子さんに、心より御礼を申し上げ

る。

2021年�月 東京・四谷の事務所にて

弁護士 五 三 智 仁
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は し が き

平成24（2012）年�月28日、参議院本会議での法案可決により、改正労働

者派遣法は難産の末呱々の声をあげた。

本書は、派遣先企業の担当者、責任者その他労働者派遣制度を利用する

方々に向けて、平成24年改正法に沿った労働者派遣の実務を知っていただく

ために書き上げたものである。なお、改正法に関する政省令等は、労働政策

審議会による議論を経て平成24年�月ころに制定される見通しのようである

が、現時点において政省令等に反映されるといわれている内容は、すべて本

書に網羅してある。

さて、平成15年の労働者派遣法改正により労働者派遣の規制が大幅に緩和

された後、平成20年秋のいわゆるリーマン・ショックに端を発する金融危機

の中で、「派遣切り」が社会問題化したことは記憶に新しい。この頃から、

派遣労働者保護を目的とする規制強化方向での改正法案が国会に提出されて

は、政局の混乱により廃案を繰り返してきたところであるが、�年半もの歳

月を費やしてようやく成立したのが、今回の改正労働者派遣法である。

ところで、今回の改正法では、登録型派遣や製造業派遣の原則禁止規制は

見送られたため、その点について批判的評価をする者が少なくない。曰く

「登録型派遣及び製造業務への派遣の禁止規定については、今回の法案から

削除されたものの、法施行�年後に労働政策審議会で検討を開始することと

されており、派遣労働者の実情に応じた抜本的な改正へ向けた議論を再開す

るよう強く求める」（平成24年�月28日日本弁護士連合会会長声明）、曰く

「登録型派遣・製造業派遣等のあり方に関しては、今後、労働政策審議会等

での議論が再開されることになる。また、有期労働法制等の法案審議がこの

後に控えている。全労連は、雇用の現場の厳しい実情を踏まえた議論と派遣

労働者保護の立場にたった規制強化を強く求める」（平成24年�月29日付全国

労働組合総連合事務局長談話）等々。
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しかし、筆者としては、今回の改正法の中で、少なくとも登録型派遣や製

造業派遣の原則禁止が見送られた点に関しては、「落ち着くところに落ち着

いた」との感想を持っている。派遣労働者の保護が必要であるのは確かだが、

企業にとって労働者派遣の役割は決して小さくない。登録型派遣や製造業派

遣を全面禁止した結果、国内企業が国外に就労拠点を移転せざるを得なくな

るようでは、かえって国内での雇用が確保されにくくなり、労働者の生活に

も多大な影響を及ぼすのは自明である。今後、労働政策審議会や国会では冷

静な議論が行われるよう願うばかりである。

もっとも、かようにさらなる規制強化の必要性が叫ばれる背景には、派遣

先企業の側にも責任があることを自覚しなければならない。これまでの派遣

先企業の中には、法の規定や趣旨についての無知・無理解から、派遣労働者

を違法・不当に取り扱い、その責任を派遣元事業主である人材派遣会社に押

しつけるという傾向が見られたこともまた事実であろう。企業にとって、専

門的技量を有したり、短期間就労したりする派遣労働者へのニーズが高いの

であれば、まずは派遣先企業が自ら法律の規定や趣旨を十分に理解し、その

内容に理不尽なものがあるならばそれらを批判しながらも、改正がなされる

まではそれらを遵守しようとする姿勢が必要であることは、論を俟たない。

このような思いから、特に派遣先企業の担当者、責任者に読んでいただく

ことを念頭に置いて、本書を執筆した次第である。

本書を出版するまでには、多くの方々にお世話になった。

まずは、ANA ビジネスクリエイト株式会社、とりわけ、同社人材事業部

の原威広部長に御礼を申し上げなければならない。同社は、定期的に派遣先

企業の担当者らに呼びかけてセミナーを開催し、労働者派遣制度の適法な利

用を啓発している人材派遣業者であるが、本書は、かつて同社のセミナーで

講師を担当した際に筆者が書き上げたテキストの原稿を基にしている。同社

には、テキスト原稿を本書に利用することをお許しいただくとともに、同社

において長年労働者派遣実務の最前線で活躍されている原氏からは、校正刷
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りの全体に目を通していただき多くの有益かつ貴重なご意見を頂戴した。本

書がその題名どおり労働者派遣実務に即した内容になったとすれば、それは

同社並びに原氏のご協力によるところがきわめて大きい。

また、筆者と同じく経営法曹会議会員として労働法務を専門とする町田悠

生子弁護士には、第�部「Ⅳ 労働者派遣の現状」部分のデータ集積、原稿

案執筆をお願いするとともに、専門家の立場から本書全体について有益なご

指摘をいただいた。

最後に、改正法案が国会に上程されては廃案になるという異常事態が繰り

返される中で、粘り強く筆者を叱咤激励し、本書の発刊に漕ぎ着けてくださ

った民事法研究会の近藤草子氏に御礼を申し上げて、はしがきの筆をおく。

2012年�月 東京・四谷の事務所にて

弁護士 五 三 智 仁

初版はしがき

5





年を限度とするものであり（法35条の�・40条の�第�項本文・�項）、延長の

手続をとることができる（法40条の�第�項以下）。他方で、❷は、同一の派

遣労働者を、派遣先の事業所における「同一の組織単位」が受け入れられる

期間について、�年を限度とするものであり（法35条の�・40条の�）、延長

の手続をとることができない
1

。

このため、ある事業所において、❶事業所単位の派遣可能期間の制限の延

長手続をとった場合であっても、❷派遣労働者個人単位の派遣可能期間の制

限との関係で、同一の派遣労働者を派遣先の事業所における「同一の組織単

位」（課、グループ）において�年を超えて受け入れることができないため、

その派遣労働者を派遣先の事業所における他の組織単位（課、グループ）に

「異動」させようとすることがあり得る。

しかし、❷派遣労働者個人単位の派遣可能期間の制限への抵触を避けるた

めとはいえ、派遣先が、事業所内のある組織単位（課、グループ）において受

け入れる派遣労働者を指定することは、禁止される特定目的行為に該当する
2

。

第�問
派遣可能期間制限への対応その�──❶事業所単位と
❷派遣労働者個人単位の内容

平成27年改正法により、派遣労働者を受け入れることのできる期間（派遣

可能期間）の規制が従来と大きく変わったと聞いた。派遣可能期間の規制に

ついて、わかりやすく説明してほしい。

第�問 派遣可能期間制限への対応その�──❶事業所単位と❷派遣労働者個人単位の内容

99

1 派遣可能期間制限については、第�問「派遣可能期間制限への対応その�──❶事業

所単位と❷派遣労働者個人単位の内容」（100頁）参照。

2 厚生労働省のパンフレット「平成27年労働者派遣法改正法の概要」�頁では、「※組

織単位を変えれば、同一の事業所に、引き続き同一の派遣労働者を（�年を限度として）

派遣することができますが、事業所単位の期間制限による派遣可能期間が延長されてい

ることが前提となります」との説明の後に、かっこ書で「（この場合でも、派遣先は同一の

派遣労働者を指名するなどの特定目的行為を行わないようにする必要があります。）」と指摘し、

注意喚起を促している。



回　答 平成27年改正法により、派遣可能期間制限の適用の有

無に関する業務の区分は撤廃され、新たに

❶ 派遣先の事業所その他派遣就業の場所（派遣先の事業所等）が派遣労

働者を受け入れることのできる期間は、原則として�年を限度とするが、

これは延長の手続をとることができる（事業所単位の派遣可能期間）

❷ 同一の派遣労働者を、派遣先の事業所等における同一の組織単位（課、

グループ）が受け入れられる期間は、�年を限度とし、これは延長が認

められない（派遣労働者個人単位の派遣可能期間）

という�本建ての規制が適用されることになった。

この❶、❷の�年という期間は、平成27年改正法施行日である平成27年

（2015年）�月30日以降最初に締結された個別労働者派遣契約（更新契約）の

開始日からカウントされる。

たとえば、2018年�月�日を開始日とする個別労働者派遣契約が締結され、

同日から派遣先の事業所等における同一の組織単位（課、グループ）におい

てＡという派遣労働者を受け入れることになった場合、❶事業所単位の派遣

可能期間も、❷派遣労働者個人単位の派遣可能期間も、いずれも2021年�月

31日で満了することになる。そのため、当該派遣先の事業所等において、

2021年�月�日（抵触日）以降も引き続き派遣労働者を受け入れようとする

場合には、抵触日の�か月前の日までの間（意見聴取期間）に過半数労働組

合等の意見聴取を行うことにより、❶事業所単位の派遣可能期間を延長しな

ければならない。延長できる期間は、最大で�年となる。しかし、その場合

でも、❷派遣労働者個人単位の派遣可能期間は延長できないので、当該派遣

先の事業所等における同一の組織単位（課、グループ）では、2021年�月�

日以降、Ａを派遣労働者として受け入れることはできない。
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解　説

問題の所在

労働者派遣の制度を利用する派遣先にとって、派遣労働者を受け入れるこ

とのできる期間（派遣可能期間）の制限は、もっとも留意しなければならな

い問題である。

平成27年改正前の労働者派遣法は、派遣労働者が行う業務を、派遣可能期

間の制限のない政令業務（政令26業務または専門26業務）と、期間制限のある

業務（自由化業務）とに区分し、後者の自由化業務については、派遣先の事

業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務単位での派遣可能期間制限を設

けていた（原則�年、最長�年）。

ところが、長年にわたり派遣労働者のまま政令業務に従事し続けることが

可能になると、派遣労働者が常用労働者に代替する状況が生じ、派遣労働の

臨時的・一時的な働き方としての位置づけに反することになる、また、派遣

労働者の派遣就業への望まない固定化が進むことになる、といった批判がさ

れるようになった。さらに、派遣労働者が行っている業務が政令業務に該当

するか否かの判断が分かれ、派遣先、派遣元事業主が政令業務に該当すると

考えて長年にわたり派遣労働者を受け入れていたところ、労働局から政令業

務に該当しない自由化業務に該当するものと判断され、派遣可能期間制限違

反となるケースも見られた。

このため、平成27年改正法は、政令業務と自由化業務の区分を撤廃し、業

務による派遣可能期間制限の有無をせず、新たな期間制限を設けた。

⑴ ❶事業所単位の派遣可能期間制限の内容

派遣先の事業所その他派遣就業の場所（派遣先の事業所等）において派遣

労働者を受け入れることのできる期間は、原則として�年が限度となった

（法35条の�・40条の�第�項本文・�項
1

）。
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これが、「❶事業所単位の派遣可能期間制限」と呼ばれるものである。

この❶事業所単位の派遣可能期間制限は、延長をすることが可能である。

派遣先が、�年を超えてその事業所等に派遣労働者を受け入れようとする場

合には、派遣先の事業所の過半数労働組合等
2

の意見を聴取することにより、

延長手続をとることができる（法40条の�第�項以下
3

）。

ここにいう「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」という概念について、

業務取扱要領は、「工場、事務所、店舗等、場所的に他の事業所その他の場

所から独立していること、経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の

態様等においてある程度の独立性を有すること、一定期間継続し、施設とし

ての持続性を有すること等の観点から実態に即して判断する」としている
4

。

また、「事業所とは、雇用保険法等雇用関係法令における概念と同様のも

のであり、出張所、支所等で、規模が小さく、その上部機関等との組織的関

連ないし事務能力からみて一の事業所という程度の独立性のないものについ

ては、直近上位の組織に包括して全体を一の事業所として取り扱う」「その

他派遣就業の場所とは、事業を行っていない者が派遣先となる場合に当該労

働者派遣の役務の提供を受ける場所を指し、例えば、個人宅が派遣先になる

場合は当該家庭（居宅）を、大学の研究室が派遣先になる場合は当該研究室

を指す」としている
5

。
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1 この「�年」という期間のカウントは、平成27年改正法施行日である平成27年（2015

年）�月30日以降最初の個別労働者派遣契約（更新契約）の開始日からカウントされる

（平成27年改正法附則�条・�条）。

2 派遣先の事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合

（過半数労働組合）、過半数労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者（過半数

代表者）を指す。「過半数労働組合等」という語は、本書においてすべて同じ意味で用い

る。

3 事業所単位の派遣可能期間の延長については、第�問「派遣可能期間制限への対応そ

の�──派遣可能期間の延長手続」（126頁参照）。

4 業務取扱要領第� �⑶ロ。

5 業務取扱要領第� �⑶ハ。



第11問
派遣労働者の同一労働同一賃金その�──同一労働同
一賃金の内容

平成30年改正法により、労働者派遣にも「同一労働同一賃金」が導入され

たと聞いた。それはどのような内容なのか。

回　答 平成30年改正法は、派遣労働者の「同一労働同一賃

金」として、派遣先に雇用される通常の労働者（無期雇用フルタイム労働者）

と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消すること等をめざすため、派遣

元事業主に対し、派遣先均等・均衡方式または労使協定方式のいずれかを採

用することを義務化し、派遣労働者の賃金等の待遇改善を図ることとした。

解　説

問題の所在

⑴ 「同一労働同一賃金」

わが国における「同一労働同一賃金」とは、非正規雇用労働者、すなわち、

有期雇用労働者、短時間労働者（パート労働者）、派遣労働者
1

の待遇改善を図

るべく、通常の労働者（無期雇用フルタイム労働者）との間で均衡待遇等を図

ろうとするものである。

従来、有期雇用労働者については、労働契約法に無期雇用労働者との均衡

待遇規定が存在した。また、短時間労働者については、短時間労働法（パー
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1 非正規雇用労働者とは、一般に、期間の定めのない労働契約で直接雇用されているフ

ルタイムの正規従業員の対概念であるため、有期、間接（＝派遣）、パートタイム労働者

を指すことになる（荒木尚志『労働法〔第�版〕』512頁以下）。なお、荒木教授は、「非正

規」という呼称は労働法保護の対象となる正規の労働者ではないといった誤った印象を

与えるので、本来は諸外国で用いられている「非典型雇用」「非標準雇用」の語を用い

るべきだとされている。



ト労働法）に通常の労働者との均衡待遇規定と均等待遇規定が存在した。他

方で、派遣労働者については、労働者派遣法に賃金決定や教育訓練、福利厚

生施設の利用に関する配慮義務規定は存在したものの、均衡待遇、均等待遇

規定は存在していなかった。

2018年�月29日に成立した働き方改革関連法により、従来の短時間労働法

が改正されて、短時間・有期雇用労働法となり、短時間労働者と有期雇用労

働者の均衡待遇、均等待遇規制に係る規定が一本化され、令和�年（2020

年）�月�日に施行された
2

。また、労働者派遣法が改正されて、派遣労働者

についての均衡待遇、均等待遇規制に係る規定が生まれ、これも令和�年

（2020年）�月�日に施行された
3

。

⑵ 短時間労働者および有期雇用労働者についての均衡待遇、

均等待遇規制

ここではまず、短時間労働者、有期雇用労働者（両者をあわせて短時間・有

期雇用労働者）についての均衡待遇、均等待遇規制を概観する。

ア 均衡待遇（不合理な格差禁止。短時間・有期雇用労働法�条）

事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の待遇を、通常の労働者

（無期雇用フルタイム労働者）の待遇と相違するものとする場合には、当該待

遇の相違は、

① 労働者の業務の内容および当該業務に伴う責任の程度（職務の内容）

② 職務の内容および配置の変更の範囲（変更範囲
4

）

③ その他の事情
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2 ただし、中小企業については2021年�月�日に適用される。

3 改正労働者派遣法（本書でいう平成30年改正法）は、大企業、中小企業を問わず、令和

�年（2020年）�月�日に施行された。

4 「人材活用の仕組み」という表現で説明されることもあるが、本書ではおおむね「変

更範囲」と呼ぶ。第�部〈注25〉（36頁）参照。



を考慮して
5

、不合理なものであってはならない。

これが、短時間・有期雇用労働者の待遇に関する基本的規制である均衡待

遇（不合理な格差禁止）の考え方である。

つまり、短時間・有期雇用労働法�条は、短時間・有期雇用労働者の待遇

と通常の労働者の待遇との間に差異があることを許容したうえで、①②③の

考慮要素を踏まえて、その差異が不合理なものであってはならないとするも

のであって、「同一」でない場合には「同一」に待遇せずとも不合理な格差

を禁止する。その意味で「同一労働同一賃金」という呼称は、実はミスリー

ドなのである。

イ 均等待遇（差別禁止。短時間・有期雇用労働法�条）

事業主は、

① 職務の内容が通常の労働者（無期雇用フルタイム労働者）と同一の短時

間・有期雇用労働者であって、

② 当該事業所における慣行その他の事情から見て、雇用の全期間におい

て、変更範囲が通常の労働者と同一であると見込まれる者

については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、待遇につい

て差別的取扱いをしてはならない。

これが、短時間・有期雇用労働者の待遇に関する二次的、例外的規制であ

る均等待遇（差別禁止）の考え方である。

つまり、短時間・有期雇用労働法は、�条で均衡待遇を基本としつつ、例

外的に、短時間・有期雇用労働者と通常の労働者とを比較して、職務の内容

が同一であり、かつ、雇用の全期間において変更範囲が同一であると見込ま

れる場合に限って、�条で均等待遇を求めているのである。
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5 正確には、この①②③の考慮要素のうち、「当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的

に照らして適切と認められるものを考慮して、」不合理と認められる相違を設けてはな

らない、と規定されている。



ウ 同一労働同一賃金ガイドライン〈資料�〉

基本となる均衡待遇規制は、不合理な格差を禁止するものであるが
6

、不合

理か否かは評価にかかるものである。

そこで、短時間・有期雇用労働者と通常の労働者（無期雇用フルタイム労

働者）との間に待遇の相違が存在する場合に、いかなる待遇の相違が不合理

と認められるものであり、いかなる待遇の相違が不合理と認められるもので

はないのか等の原則となる考え方および具体例を示したのが、平成30年

（2018年）12月28日に公表された「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者

に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」（同一労働同一賃金ガイドライ

ン
7

）である
8

。

⑶ 派遣労働者についての均衡待遇、均等待遇規制

派遣労働者についても、短時間・有期雇用労働者と歩調を合わせた均衡・

均等待遇規制がとられつつ、労働者派遣の性質に照らして別の視点からの規

制も並立されることとなった。

ア 派遣先均等・均衡方式による規制

派遣労働者についての規制として、まず、派遣労働者と派遣先の通常の労

働者（無期雇用フルタイム労働者）との待遇差を比較する派遣先均等・均衡方

第�部 各 論

156

6 あくまで「不合理な格差を禁ずる」のであって、「合理的な格差のみを許容する」の

ではない。

7 短時間・有期雇用労働法15条�項および労働者派遣法47条の11という法律上の根拠規

定に基づき厚生労働大臣が定める指針であり、改正法の施行に合わせて令和�年（2020

年）�月�日に適用された。

8 もっとも、ガイドラインの例示箇所は、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との

賃金の決定基準、ルールが同じ場合を念頭に置いているが、特に賃金に関しては、通常

の労働者と短時間・有期雇用労働者とで決定基準、ルールが異なるのが一般的であり、

その意味でガイドラインの例示箇所がストレートに参考になる場面は少ないはずである。

通常の労働者と短時間・有期雇用労働者とで賃金の決定基準、ルールが異なる場合の留

意点については、ガイドラインの第� �の末尾の(注)�参照。
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