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はしがき
第４版改訂にあたり 
本書は、21世紀における「法の支配」の重要性とその再確認に想いを致し、法律を学ぶ多

くの人々、資格取得を目的とする人達、職場の実務を支えている人達、学生等を広く対象と
しています。それは21世紀に入り、ますます法が社会の隅々まで浸透してきたからでありま
す。今日の生活上の問題で、法現象でない事柄、法的分析なくして真相がわかる事柄が、あ
るでしょうか。私達を包むすべての問題、国防、外交、経常収支、観光、海外進出企業を始
め、国内のすべての問題は、まずは法的視点からの分析が優先します。最早、日本一国の閉
鎖的な学問思考では、解決が困難であります。労働法が扱う問題は、国内問題、企業内の問
題のように見えますが、その背後には体制崩壊後における、日本を最先端とする国際経済の
環境激変があります。失業問題、解雇の緩和問題、デフレも、欧米の市場・アジアの後開発
市場と緊密に連動しています。誠に、現在ほど、学問が、ひとり一人の生活と密接不可分と
なっている時代はありません。素朴な博愛主義、平和主義が誤解を生む時代であります。福
澤先生が「学問のすすめ」で訴えた精神は、いまこそ、実践で活かすことが緊要であります。

そこで、一般に書店で販売されているテキストでは書かれていない視点、企業内の労使間
の法的処理に過ぎない労働法の視点を超えて捉えた労働市場の現状を序論としてさらに追
加いたしました。企業外の市場、つまり雇用されていない場面（ここを労働市場といいます
が）の問題、企業外の労働者の立場が何か、を理解しなくてはなりません。それは労働法で
はなく、他の諸学問、労働経済・福祉・社会保障、時の政策の分野です。いま日本はアベノ
ミクスで持ちきりです。第三の成長政策が成功するかは、まさにこの点にかかっています。
企業内ではなく、外部の労働市場をいかに改革するか。失業者、生活保護者、学卒未就職
者、長期失業者、60歳以上の人達の再雇用と密接に関連しています。政府の失業・生活保
護・年金の支給と深く関わっています。これらを踏まえ、今回の改訂は、序論（ナビゲーシ
ョン）でこの点を追加しました。実務に携わっておられる人たちこそ、この視点を持って、国
難に立ち向かっていただきたい。弊社のスタッフもこの点で気概を同じくするものでありま
す。

☆
平成21年の改訂では、平成15年に労働基準法が改正され、解雇権濫用法理が条文に織り

込まれ、平成16年には、不当労働行為救済制度について労働組合法が改正されたことを踏ま
え、内容に反映させました。その後、労働組合と使用者との間の紛争が減少し、その代わり
に、個々の労働者と使用者との間の個別的紛争が増加している傾向に対応すべく、司法制度
改革の一環として、平成16年に労働審判法が新たに制定（平成18年施行）され、個々の労働
者と使用者との間の労働契約を規律する法律として、新たに労働契約法が制定（平成19年12
月成立、平成20年３月１日施行）されました。

そして、その後の法律改正を踏まえ、時代の変化に即応した内容としました。近時は女性
の社会的登用の遅れや少子化・高齢化等が問題となり、育児・介護休業法が平成21年６月に
改正され、一部を除き、平成22年６月30日から施行されました。また、労働契約法が平成19
年に制定されてから数年経ち、新しい判例も出ているため、特にこれらに対応する形で、内
容を大幅に改訂しました。

☆
第４版の改訂においては、
最新の学説を踏まえた記述を加え、これまでの司法試験の過去問・出題趣旨・再現答案を

掲載し、司法試験受験者に使いやすいものとしました。また、関連条文の全てを引用せず、
条文番号を記載するに留めました。ただし、試験に関係する場合はこの条文内容を記載しま
した。また、全体として、記述を短くし、コンパクトにしました。記述部分の理解を明確にす
るため、関連する書式や表を挿入しました。



☆
具体的な改訂内容は次の通りであります。

○第１編では、Legal Navigationを全面的に書き換えました。わが国の経済の縮み志向は労
働市場に大きな変革を及ぼしています。それを踏まえて全体構造を示しました。

○第２編では、就業規則・懲戒・賃金・労災・人事・整理解雇・育児介護休業法について、
項目立てやその記載順序を見直し、論文式試験で問われる論理的思考順序との整合性を
保てるように工夫しました。また、関連する以下の法改正に対応しました。
⑴労働契約法18～20条の法改正対応－第２編　３－６
⑵労働者派遣法の法改正対応（法律名称の変更、１条、23条５項、29条の２、30条、30条

の２、31条の２、34条の２、35条の３、40条の６等）－第２編　３－６
⑶高年齢者雇用安定法９条２項の法改正対応－第２編　４－１
⑷労働審判法５条２項及び同条３項の法改正対応－第２編　５

○第３編では、既存の文章の記述をよりわかりやすくしました。瑣末な学説を削除し、必要
最小限の知識を正確に理解できるようにしました。

○巻末に平成２１年～２４年までの司法試験論文試験問題・再現答案、平成２５年の司法試
験論文試験問題を追加しました。

○また、全編を通して、重要判例解説（有斐閣、平成２３年度、平成２４年度）掲載判例の
挿入をしました。

2013年８月吉日
 LEC総合研究所　司法試験部
 編著者代表　　　反町　勝夫



本書をお使いいただくにあたって

一　本書の効果的活用法
本書は、労働法の全分野を、個別的労働関係法と集団的労使関係法という２つの分野に

分けて解説しています。「労働法」には非常に多くの法律が含まれています。基本書と呼
ばれる大学の教科書でも、①労働基準法、②労働組合法をはじめとして、③労働者の生
命・身体等を保護するための労働安全衛生法、労災保険法や、④多様化する労働環境に対
応するための労働者派遣法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、⑤雇用政策にかか
わる職業安定法、高年齢者等雇用安定法、などの諸種の法律が解説されています。本書は
これらの法律のすべてを網羅していますので、本書を完璧にマスターすれば、労働法につ
いて通常の法学部で学習する内容を優に超えた知識を得ることができます。

ご存知のように、平成16年４月から新たな法曹養成制度の中核として法科大学院が開校
しました。法科大学院は、多様なバックグラウンドをもつ法曹養成を目的としているので、
社会人経験のある在学生も多く、労働法は人気科目となっています。本書は、法学部で労
働法を勉強していなかった方でも、法科大学院での高度な授業についていくことができる
ように、労働法の主要なエッセンスをすべて盛り込んであります。巻末には語句索引に加
えて、判例索引も掲載しましたので、これらも活用して精読してください。

二　本書の構成

１　「Legal Navigation」
本書では、章のはじめに「Legal Navigation」が設けてあります。これは、その章で学習

する大まかな内容を、平易な言葉で説明しているものです。初学者の方は、この「Legal 
Navigation」を利用して、その章で学ぶ事項をイメージしてください。章を一通り読み終わ
った後、確認のために再度「Legal Navigation」を読んでみるのもお薦めです。

２　節・準節目次、「学習の指針」
本書では、節や準節の目次を冒頭に示しています。今後学ぶ節や準節の構成を大まかに

押さえ、体系的理解に役立ててください。また、準節目次とともに「学習の指針」を設け、
その準節の内容を学習するにあたっての重要ポイントを示し、学習の方向付けをしていま
す。

３　「論点ナビ」
労働法の論点を学ぶに当たって、その視点を明らかにすることで、論点のより深い理解

のための道しるべです。論点の体系的理解を助け、労働法論点の勉強の手助けとなりま
す。

４　「問題の所在」、「考え方のすじ道」、「アドヴァンス」
労働法は新司法試験の選択科目であり、論文試験のみが行われます。本書では、労働

法の事例問題への対策として、論点を具体的に捉え、的確な論証をすることができるよう
な工夫をしています。「問題の所在」で論点の問題提起を学び、「考え方のすじ道」で自説
とする判例・通説の論理構造を学びます。「考え方のすじ道」を徹底的に理解することが、
新司法試験合格への確実な一歩となるでしょう。また、より詳しく論点を知ることができ
るように「アドヴァンス」において複数の学説を解説しています。



５　「One Point」、「Hi-level」、「補足」
初学者が混乱しがちな類似概念やイメージがつかみにくい箇所には、「One Point」とし

て、理解を助けるヒントを示しています。また、本文の理解の助けになるよう、本文の記
載に加えて、「補足」を設けています。

さらに、応用的事項・発展的事項の説明を、「Hi-level」として記載しました。これは、
主に中・上級者向けの記述ですので、初学者の方は読み飛ばしてもよいでしょう。

６　「判例ナビ」
本書では、『労働判例百選［第８版］』（有斐閣）に掲載されている重要判例について、

判旨（重要なものは事案も）を本文に掲載しています。それ以外に、本文に関係して押さ
えておくべき判例について、欄外で結論を記載しています。

７　「重要語句」
労働法には、日常用語とは異なる、耳慣れない語句が登場することがあります。そこで、

労働法特有の使われ方をする語句で、初学者にとって分かりにくいものについて、適宜具
体例を交えて解説しています。

８　法律選択過去問
本書では、巻末に、昭和24年度から平成11年度までの司法試験法律選択における労働

法の論文式問題、平成18年から平成25年までの司法試験選択科目労働法の論文式問題を
掲載しています。

９　「論証カード」、「再現答案」
本書では巻末に論証カードを用意しています。情報のインプットや試験直前期の最終確

認に役立ててください。また、平成19・21・22・23・24年度新司法試験の再現答案を用
意しております。本試験で要求される目安となれば幸いです。

本書に関する最新情報は、『LEC司法試験サイト』
（http://www.lec-jp.com/shihou/cbook/）にてご案内いたします。

PROVIDENCEシリーズ C-Bookとは？
私たち LECは司法試験の短期合格を目指した受験予備校として効率的な学習方法
を実践しています。短期合格のためには、法律の知識を理解・暗記するだけでは足
りず、それらの知識を活用するテクニック・試験の傾向に合わせた対策が必要です。
LECでは、20年以上もの間、司法試験の受験指導を行い、その集大成として「プロ
ヴィデンス・テキスト」を講義用テキストとして制作致しました。そして、「プロヴ
ィデンス・テキスト」は、多くの合格者から高い評価をいただいています。既刊の
「C-Book」は、「プロヴィデンス・テキスト」を基に編集されたもので、無理なくリ
ーガルマインドを習得できる最良のテキストとなっております。
本書は既刊の「C-Book」と同様に、法律の知識を、完璧（Complete）、かつ簡
潔（Compact）に集約し、そして創造的（Creative）に表現していくという「３C」
の精神を基に作られています。
だからこそ、本書は、基本六法の「C-Book」と同じコンセプトで、皆様に法律を
分かりやすくお伝えできるというわけなのです。
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● 4　個別的労働関係の終了

退職金債権の発生を伴う退職の効果は生じないとして、割増退職金債権
の存在を否定した。

●重要語句● 早期退職優遇制度と希望退職制度

早期退職優遇制度とは、コスト削減、事業のスリム化のために、一定年齢以

上の者が定年前に退職する場合に、退職金を上積みしたり、その他加算金を

支給したりする制度のことをいいます。先のような解釈をとって、その適用の

有無を使用者の裁量にかからしめると、使用者が承諾をしない場合、労働者

は雇用を継続するか、あるいは優遇措置の適用を受けずに退職するかを選択

するしかなくなる、という批判があります。しかし、それは単に使用者と労働

者の希望が合致しないために退職しても特別の利益を受けることができない

というだけで、労働契約継続の観点からは労働者に不利益を強いるものでは

ありません。したがって、上記批判はあたらないと考えられます。

なお、希望退職制度については、それが整理解雇に伴って実施されやすく、

希望退職に応ずるか、それとも整理解雇に応ずるかの選択を強いられる点で、

早期退職優遇制度とは異なります。

三　辞職

１　辞職に関する民法の定め

辞職とは、労働者による一方的意思表示による労働契約の解約であ
る。前述の「合意解約」と併せて、広義の「退職」となる。
期間の定めのない雇用契約においては、労働者は２週間の予告期間を
置く限り、理由を要せずにいつでも解約できる（民法627条１項）。こ
の点は、特別法である労働基準法に規定がないために、一般法である民
法627条１項が適用される。ただし、純然たる月給制の場合（遅刻、欠
勤による賃金控除がない完全月給制）は、解約は月の前半において翌月
以降に対してのみ行うことができる（同条２項）。もっとも、民法627条
２項及び同条３項については、労働基準法20条の解雇予告期間（30日）
に比べて長くなることがあるので、これとの均衡を考慮して、民法の規
定は排除され、30日より長くなる場合は30日に短縮されるとする見解
が有力である。
また、２週間の予告期間を置かずに突然退職する場合、労働者が使用
者に対し損害賠償責任を負うこともある（ケイズインターナショナル事
件・東京地判平4.9.30）。
これに対し、期間の定めのある雇用契約の場合には、「やむを得ない
事由」あるときに、各当事者は「直ちに契約の解除をする」ことができ
るが、この事由が当事者の一方の過失によって生じた場合には相手方に
対して損害賠償責任を負う（民法628条）。
なお、有期労働契約が期間満了後に事実上継続され前契約と同一条
件で黙示の更新がなされた場合、その更新期間中、労働者はいつでも期
間の定めのない労働契約の場合と同様に解約告知をなしうる（同法629
条）と解するのが通説である。この点、民法629条は「各当事者」と表
記しているが、使用者については、民法627条そのものが排除されるた
め、問題にならない。

▲菅野・531頁以下
有斐閣アルマ・200頁以下
Ｓシリーズ・249頁以下

【平成18年度第１問】
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● 1-2　個別的労働関係法の構造・適用範囲・効力

⑴　指揮監督下での労働といえるか
①　（具体的な）仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自
由の有無
②　業務遂行上の指揮監督の有無
③　勤務場所・勤務時間に関する拘束性の有無
④　代替性の有無　

⑵　報酬の労務対償性があるか
簡単には決まらないので除外されるものから考える。通常、労務
の拘束時間に比例して上がっていけば対償性が推定される。

⑶　労働者性を補強する要素はどうか
①　事業者性の有無（正確には「程度」）　

高額の機械等を所有している、報酬の額が高額、損害に対する
責任、商号の使用状況、等。
②　専属性の程度

経済的従属性を考慮する。

使用従属関係の有無については、上記基準を基にしつつ、労働者の選
考過程、源泉徴収の有無、労災保険の適用、福利厚生制度の適用等を
考慮しながら、具体的事情の下において実質的に判断する必要がある。

労働基準法上の「労働者」に関して、いくつかの判例が出ています。
「労働者」性の判断に関して、様々な判断事由がありますが、その判断
基準として最低限以下の三つの基準が挙げられるようにしましょう。①
仕事の依頼、業務指示に対する拒否の自由の有無、②業務遂行上の指揮
監督の有無、③勤務場所・勤務時間に関する拘束性の有無です。この三
つの要件は暗記できるまでにしておきましょう。そして、余力があれ
ば、他の要件、代替性の有無、報酬の労務対償性の有無、事業者性の有
無、専属性の程度等の各種の要件を挙げてあてはめができるようにして
下さい。

４　「労働者」性が問題となる場面

⑴　法人等の役員
原則として労働基準法上の労働者とは認められない。しかし、いわ
ゆる使用人兼務役員として、役員が業務執行以外の業務を担当し、こ
れに対して役員報酬以外の報酬を受けている場合がある。これら役員
も、代表者の指揮命令に従って労務に従事し、その報酬として賃金を
受ける面においては同時に「労働者」である。
なお、会社法上の「役員」（会社法329条1項）ではないが、業務
執行に関して相当の裁量権限を有し、一種の重要な使用人（会社法
362条４項３号）であると解されている執行役員の労働者性について
争われた裁判例として、国・船橋労基署長（マルカキカイ）事件（東
京地判平23.5.19 ／平23重判〔６〕）がある。この事件では、退職金

判例ナビ

関西医大研修医事件（最
判平17.6.3）は、研修医
についても、①指導医と
の間に指揮命令関係があ
ること、②指示に対する
諾否の自由がないこと等
を理由にその労働者性を
認めました。
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4 ●4-1 解雇以外の終了事由　●4-2 解雇 

個別的労働関係の終了

解雇の自由と法規制
労働契約の終了事由は、期間満了、合意解約、辞職、解雇等さまざまです。このうち解雇については、

使用者による一方的な労働契約の解約であり、賃金を唯一の原資として生活する労働者にとっては最も重
大かつ深刻です。民法上（627 条１項）、期間の定めのない労働契約について、解雇は２週間前に予告を
すれば、原則として自由にできることになっています（解雇の理由も問われません）。しかし、現実の労働
関係は労使対等の立場にはなく、民法による解雇自由の原則を無制限に認めてしまえば、失業者の増加等、
国家経済の問題にも発展しかねません。そのため、解雇については労働基準法を主とする法規制に加えて
判例法理も展開され、種々の制限がなされています。

【労働契約の終了事由】

あり 期間の満了 ex．雇止め

なし 合　意 合意解約

 一方的 使用者の意思：解雇、労働者の意思：退職

  期限あり 定年（定年解雇、定年退職）

無関係 当事者消滅 ex．使用者：法人企業の解散、労働者：死亡

期間の定め

解雇権濫用法理
労働基準法は、民法の規定を修正して、解雇予告の期間を２週間から 30 日に延長しました（20 条）。さ

らに、一定の場合には解雇そのものを制限し（19 条）、労働者が解雇の脅威にさらされることのないように
規制しました。しかし、どのような場合に解雇が有効になり、どのような場合に解雇が無効になるか、その
予見可能性については何も規定していないため、労働基準法だけでは実効性に欠けるものとなっていまし
た。そこで、民法１条３項に規定する権利濫用法理を適用した多数の裁判例の積み重ねによって、「解雇権
濫用法理」というものが確立されました。そして、最高裁も、「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」と述べて、解雇権濫用法理を確認しました（日本食塩製造事件・最判昭 50.4.25）。平成 15 年改正労
働基準法（平成 16 年１月１日施行）は、解雇権濫用法理を明文化し（18 条の２）、いわゆる解雇ルール規
定を新設しました。

そして、平成 19 年の労働契約法制定（平成 20 年３月１日施行）により労基法の解雇権濫用に関する規
定はそのままの文言で労働契約法の中に移し替えられました（労契 16 条。労基 18 条の２は削除）。

就業規則等に定める解雇事由
多くの企業では、就業規則や労働協約に、普通解雇事由や懲戒解雇事由を規定しているのが普通です。

しかし、普通解雇と懲戒解雇は何が異なるのでしょうか。また、労働協約で解雇同意約款や解雇協議約款
を定めている場合に、この手続に反してなされた解雇の効力はどうなるのでしょうか。特に懲戒解雇にお
いては、懲戒処分や退職金不支給規程の有効性等が論点となり、適正手続の保障を定めた憲法 31 条や、
罪刑法定主義の考え方が必要になる場合があります。

Legal Navigationで、初学
者の方を労働法の世界へ無理
なくナビゲート

問題の所在・考え方のすじ道
により、論理的思考力・論理
的表現力を習得

ポイントを端的に指摘するこ
とで理解が容易に
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ただし、退職金は、単純に雇用期間に比例して算出されるものでは
なく、長期に雇用すればするほど有利に算定される方式がとられ、ま
た、退職事由によりその支給額が異なることが多く、特に懲戒解雇の
場合には、退職金を全額不支給とされるのが一般的である。
これは、退職金が既往の労働に対する賃金としての側面と功労報償
的側面を併有するという性格があることの現れである。

〈退職金不支給条項の有効性〉

就業規則等に、退職後同一業務の他会社（同業他社）に再就職し、又は自営を開
始しようとする場合もしくは懲戒解雇に付するにあたって、退職金の全部又は一部
を支給しない旨あるいは退職金の全部又は一部を没収する旨定めることがある。こ
れを退職金不支給・没収条項という。このような不支給・没収条項は有効か。退職
金の法的性質と関連して問題になる。

反対説：�退職金は勤続年数ごとにそれに対応する額の具体的請求権として確定し
ていき、使用者は退職時までの支払猶予の抗弁権を有しているにすぎな
いとして、不支給・没収条項は賃金全額払いの原則に違反し、無効であ
るとする

　　　↓しかし
退職金の額は退職事由、勤続年数等の諸要件に照らして退職時においてはじめて
確定するのであり、退職時までは債権として成立しているとはいえない
　　　↓よって
不支給・没収条項は賃金全額払いの原則には反しないと解する
　　　↓ただし
本件条項が合理的な内容を定めているといえない場合には、かかる規定は無効と
なる

Ａ　退職金の法的性質を具体的請求権と捉える説
⇒不支給・没収条項は、全額払い原則に違反し無効である

（理由）
退職金は勤続年数ごとにそれに対応する額の具体的請求権として確定し

ていき、使用者は退職時までの支払猶予の抗弁権を有しているにすぎな
い。

Ｂ　退職金の法的性質を退職時まで不確定な権利と捉える説
⇒不支給・没収条項は賃金全額払いの原則に違反せず、不支給・没収条項
の有効性は、賃金全額払いの原則の問題ではなく、成立要件に関する規
定の有効性の問題である

（理由）
退職金の額は退職事由、勤続年数等の諸条件に照らして退職時において

はじめて確定するので、退職時までは債権として成立しているとはいえ
ず、賃金全額払いの原則の問題ではない。
＊　もっとも、この説に立っても、退職金の全額不支給・没収をなしうる
のは、退職金の経済的性格にかんがみ、労働者のそれまでの勤続の功を
抹消ないし減殺してしまうほどの著しく信義に反する行為があった場合
に限るべきとされる。

▲菅野・293頁以下
Ｓシリーズ・278頁以下
百選〔第七版〕・100頁以下
争点・193頁以下

学習上重要な語
句を詳しく解説

学説の対立等の詳しい解説に
より、論点の理解が深まる

就業規則等に、退職後同一業務の他会社（同業他社）に再就職し、又は自営を開
始しようとする場合もしくは懲戒解雇に付するにあたって、退職金の全部又は一部
を支給しない旨あるいは退職金の全部又は一部を没収する旨定めることがある。こ
れを退職金不支給・没収条項という。このような不支給・没収条項は有効か。退職
金の法的性質と関連して問題になる。

反対説：�退職金は勤続年数ごとにそれに対応する額の具体的請求権として確定し
ていき、使用者は退職時までの支払猶予の抗弁権を有しているにすぎな
いとして、不支給・没収条項は賃金全額払いの原則に違反し、無効であ
るとする

　　　↓しかし
退職金の額は退職事由、勤続年数等の諸要件に照らして退職時においてはじめて
確定するのであり、退職時までは債権として成立しているとはいえない
　　　↓よって
不支給・没収条項は賃金全額払いの原則には反しないと解する

本件条項が合理的な内容を定めているといえない場合には、かかる規定は無効と

▲菅野・293頁以下
Ｓシリーズ・278頁以下
百選〔第七版〕・100頁以下
争点・193頁以下

労働基準法上の「労働者」に関して、いくつかの判例が出ています。
「労働者」性の判断に関して、様々な判断事由がありますが、その判断
基準として最低限以下の三つの基準が挙げられるようにしましょう。
仕事の依頼、業務指示に対する拒否の自由の有無、②業務遂行上の指揮
監督の有無、③勤務場所・勤務時間に関する拘束性の有無
つの要件は暗記できるまでにしておきましょう。そして、余力があれ
ば、他の要件、代替性の有無、報酬の労務対償性の有無、事業者性の有
無、専属性の程度等の各種の要件を挙げてあてはめができるようにして
下さい。

●重要語句● 早期退職優遇制度と希望退職制度

早期退職優遇制度とは、コスト削減、事業のスリム化のために、一定年齢以

上の者が定年前に退職する場合に、退職金を上積みしたり、その他加算金を

支給したりする制度のことをいいます。先のような解釈をとって、その適用の

有無を使用者の裁量にかからしめると、使用者が承諾をしない場合、労働者

は雇用を継続するか、あるいは優遇措置の適用を受けずに退職するかを選択

するしかなくなる、という批判があります。しかし、それは単に使用者と労働

者の希望が合致しないために退職しても特別の利益を受けることができない

というだけで、労働契約継続の観点からは労働者に不利益を強いるものでは

ありません。したがって、上記批判はあたらないと考えられます。

なお、希望退職制度については、それが整理解雇に伴って実施されやすく、

希望退職に応ずるか、それとも整理解雇に応ずるかの選択を強いられる点で、

早期退職優遇制度とは異なります。

論点の重要度をAA～Bランク
で表示。
基本書の参照先を明確に

Ａ　退職金の法的性質を具体的請求権と捉える説
⇒不支給・没収条項は、全額払い原則に違反し無効である

退職金は勤続年数ごとにそれに対応する額の具体的請求権として確定し
ていき、使用者は退職時までの支払猶予の抗弁権を有しているにすぎな

Ｂ　退職金の法的性質を退職時まで不確定な権利と捉える説
⇒不支給・没収条項は賃金全額払いの原則に違反せず、不支給・没収条項
の有効性は、賃金全額払いの原則の問題ではなく、成立要件に関する規
定の有効性の問題である

退職金の額は退職事由、勤続年数等の諸条件に照らして退職時において
はじめて確定するので、退職時までは債権として成立しているとはいえ
ず、賃金全額払いの原則の問題ではない。
＊　もっとも、この説に立っても、退職金の全額不支給・没収をなしうる

解雇の自由と法規制
労働契約の終了事由は、期間満了、合意解約、辞職、解雇等さまざまです。このうち解雇については、

使用者による一方的な労働契約の解約であり、賃金を唯一の原資として生活する労働者にとっては最も重
大かつ深刻です。民法上（627 条１項）、期間の定めのない労働契約について、解雇は２週間前に予告を
すれば、原則として自由にできることになっています（解雇の理由も問われません）。しかし、現実の労働
関係は労使対等の立場にはなく、民法による解雇自由の原則を無制限に認めてしまえば、失業者の増加等、
国家経済の問題にも発展しかねません。そのため、解雇については労働基準法を主とする法規制に加えて
判例法理も展開され、種々の制限がなされています。

【労働契約の終了事由】

あり 期間の満了 

合　意 



本書をお使いいただくにあたって
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昭43.3.12）。
もっとも、これらの債権譲渡や委任に基づく第三者への支払は、労
働者の過半数を組織する労働組合又は過半数代表者との労使協定に
基づく賃金控除（24条１項ただし）の一種として認められる場合は適
法と認めるべきと解する立場がある。

【賃金債権が譲渡された場合】

賃金債権

労働者

使用者

譲受人
賃金債権の譲渡

賃金債権の正当な譲受人は使用者に対
して賃金の支払を請求できない（判例）

⑷　賃金債権の差押えのある場合
労働者が税金を滞納し、賃金が国税徴収法の規定及び民事執行法
に基づいて差し押さえられた場合には、使用者は両法の手続により差
し押さえられた賃金を行政官庁や差押債権者に支払っても、この原則
には違反しない。ただし両法による賃金債権の差押えについては、差
押限度額が規定されている。

「使者」に賃金を支払うことは有効であり、法的には労働者本人に賃金を
支払ったとみなされるので、たとえその使者が賃金を紛失したとしても、使
用者に法的な問題が生じることはありません。しかし、実務上特に問題とな
るのは、使用者が労働者の代理人に対し賃金を支払ってしまった後に、その
労働者本人から賃金支払請求を受けた場合の法的処理です。まず、代理人が
労働者本人に賃金を交付した場合は、民法479条を類推適用して、現実に労
働者が受領した金額を限度として、使用者は二重払いに応じる義務はないも
のと解されます。民法479条は、弁済を受領する権限を有しない者（代理人）
に対する弁済は、債権者（労働者）がこれによって利益を受けた限度で有効
な弁済となる旨を規定しているからです。次に、代理人が労働者本人に賃金
を交付せず着服してしまった場合は、使用者がなした賃金支払は「債務の本
旨に従った弁済」（民法493条）とはいえませんから、労働者本人からの賃
金支払請求があれば、使用者は賃金支払義務を免れないと解するほかないで
しょう。

〜代理人に賃金を支払った場合の法的処理

３　全額払いの原則

賃金は、その全額を支払わなければならない。これは、労働者の生活
原資を保障するために、賃金全体の受領を確保させる趣旨である。ただ
し、労働基準法24条１項ただし書後段においては「法令に別段の定めが
ある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある
ときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合において
は、賃金の一部を控除して支払うことができる」とされている。
ここにおいて「法令に別段の定めがある場合」とは、給与所得税の源

【平成18年度第１問】
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最高裁判所は、川義事件（最判昭59.4.10）において、民間企業に
おいても、使用者に安全配慮義務があることを明確にしている。
こうして労働契約関係における「安全配慮義務の法理」が確立
されると、下請企業の労働者に対して、元請企業が安全配慮義務
を負うことを認めた判例も出てくる（後掲大石塗装・鹿島建設事件・
最判昭55.12.18 ／百選〔56〕及び三菱重工神戸造船所事件・最判
平3.4.11）。
安全配慮義務違反の立証責任に関して、最高裁は、安全配慮義
務の内容を特定し、かつ義務違反に該当する具体的事実を主張立
証する責任は、原告たる労働者にあると判示した（航空自衛隊芦
屋分遣隊事件・最判昭56.2.16）。
このように考えると、特に不法行為上の使用者に高度の注意義
務を課す考え方が一般化すれば、不法行為構成と債務不履行構成
によって労働者の有利さの違いは微少なものとなると考えられる。
ただし、両構成間には、時効、遺族固有の慰謝料、遅延損害金
の起算点等で判例上違いが認められている。
なお、いずれの構成によっても、安全配慮義務の主張・立証以
前に、業務従事と負傷、疾病又は死亡との間の相当因果関係の存
在の主張・立証が必要となる。労災保険給付の業務上認定におけ
る「業務起因性」と同様、この相当因果関係の有無が主要な争点
となることが多い。
労働災害が使用者以外の第三者の故意・過失、又はその所有・
占有する土地工作物の瑕疵によって引き起こされた場合、被災労
働者又はその遺族は当該第三者に対し不法行為責任又は工作物責
任を追及できる。これは主に下請労働者の労災における元請ない
し中間下請企業の責任、社外労働者の労災における受入企業の責
任について問題になるが、労働者が元請ないし受入企業の指揮監
督下で業務に従事しているという実態を重視し、それら企業も下
請ないし社外労働者に対して労働契約上の安全配慮義務と同様の
義務を負うとする判例が現れている（大石塗装・鹿島建設事件・
最判昭55.12.18 ／百選〔56〕）。
労働契約法５条は、「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」との規定を設け、使用者の労働契約
上の安全配慮義務を立法上明らかにした。

	 立正佼成会損害賠償請求事件（東京高判平20.10.22）
【事　案】
Ｙの設置する病院に小児科医として勤務していたＦが、Ｙの病院にお

ける業務上の過重な肉体的心理的負荷によってうつ病を発症し、これを
増悪させたことにより自殺したとして、Ｆの相続人であるＸらがＹに対
して、損害賠償を求めた事案である。
【判　旨】
「亡Ｆの自殺の原因となった、うつ病の発症と業務の遂行との間に相
当因果関係があることは肯定することができるが、Ｙが安全配慮義務

判例ナビ

労働者の立証責任は、「具
体的な事故原因について
は、……相当程度の可能
性が証明されていれば足
る」と解すべきでしょう
（足立建設事件・静岡地
裁浜松支判平6.4.15）。
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や勤務地を限定せずに採用され、企業組織内での従業員の職業能力・
地位の発展や労働力の補充・調整のために系統的で活発な配転が行
われていくのが普通である。配転は、人事の停滞を防止し、経済状況
の変化に応じた人材の適正配置を図るうえでも有用な手段である。

⑵　法的根拠

配転とは、同一企業内において、労働者の職種や勤務地等が相当の長期間にわ
たり変更されることをいう。では、配転は、使用者が一方的に行うことができるか、
それとも、労働者の同意が必要か、配転命令権の根拠と関連して問題となる。

思うに、労働契約は一般に、職務・勤務場所の決定を包括的に使用者に委ねる旨
の労使間の合意を含んでいると解する
　　　↓したがって
使用者は、労働力の包括的処分権を有し、これに基づき労働の種類・場所を決定し、
労働者の配転を命ずることができる（包括的合意説）
　　　↓もっとも
明示又は黙示の合意もしくは慣行によって、職務や勤務場所が具体的に労働契約
の内容となっている場合には、労働者の同意のない配転命令は拘束力をもたない
ものと解する
　　　↓また
たとえ使用者が配転命令権を有するとしても、配転は一般的に労働者の生活関係
に少なからぬ影響を与えることから、無制約ではありえず、権利濫用法理による
制限を受ける
　　　↓すなわち
使用者の配転命令権行使については、①配転の必要性、②配転によって労働者が
被る不利益、③配転命令の動機・目的、④配転手続の妥当性等を総合衡量して、
権利濫用にあたらないかを判断すべきである

Ａ　包括的合意説
使用者は一般に労働契約の締結により労働力の包括的処分権を取得し、

それに基づき労働の種類・場所を決定できるとする。
（理由）

労働契約には、労働の場所、種類の決定を包括的に使用者に委ねる合意
が含まれているといえる。

Ｂ　労働契約説
配転命令は、職種、勤務場所に関する労働契約上の合意の範囲内でのみ

許され、拘束力をもつものであり、この合意を超える配転は契約の変更と
して労働者本人の同意が必要であるとする。

【平成元年度第２問】
Ａ会社の就業規則に
は、「会社は、従業員に配
置転換を命じることがあ
る。」と定められている。
同社の従業員であるＢは、
５年前に入社して以来本
店の営業部門に勤務して
いたが、今度会社の販売
強化政策に伴い、東京本
社から大阪支店の営業部
門に転勤を命じられた。
Ｂには、別会社に働く妻
と学齢期の子供が２人い
るため、配置転換には応
じたくないと思っている。
Ｂは、この配置転換の
命令を拒否できるか。

目次・学習の指針で、メリハ
リのある学習が可能に

条文を看過した学習を防止す
るため、重要条文を掲載
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3-1 賃金

目　次
一　「賃金」の意義
二　賃金に関する民法の諸原則
三　賃金に関する労働法の規制
四　賃金体系と賃金支払形態
五　平均賃金（労基法12条）
六　賃金の支払に関する諸原則
七　休業手当
八　出来高払いの保障給
九　最低賃金法
十　賃金債権の履行の確保

学習の指針
賃金は、労働契約における最も基本的な要素です。そもそも労働契

約は、民法上の定義において、相手方が労働に対する「報酬を与える

ことを約する」ことを本質としており（民法623条）、賃金についての

約束がなければ労働契約そのものが成立しないからです。

さらに賃金は、労働条件のうちの最も重要な領域になります。なぜ

ならば、賃金は、労働者が生活するための不可欠の原資ですし、労働

時間と並んで労働者が最も重要視する事項だからです（求人票を手

にしている失業者を想像してみてください）。また、企業にとっても、

その支出の大部分を占めるものですし、その支払額が企業収益を大

きく左右することになりますから、賃金管理には特に神経質になりま

す。

歴史的にみても、賃金額の決定は古くから団体交渉の目的となって

いますし、法も、その支払方式の規制（労基法24条以下）や、最低賃

金の設定（最低賃金法）等を行っています。ここでは、賃金債権の労

働法的意義について学習しましょう。

民法306条〔一般の先取特権〕
　　536条〔債務者の危険負担等〕
　　624条〔報酬の支払時期〕

労働基準法９条〔定義〕
　　　　　11条〔定義〕
　　　　　14条〔契約期間等〕
　　　　　16条〔賠償予定の禁止〕
　　　　　17条〔前借金相殺の禁止〕
　　　　　24条〔賃金の支払〕

Hi-levelで、応用的・発展的
事項を掲載

過去の司法試験法律選択の論
文式問題を掲載

随所に、関連する
判例の結論をコン
パクトに掲載

目　次
一　「賃金」の意義
二　賃金に関する民法の諸原則
三　賃金に関する労働法の規制
四　賃金体系と賃金支払形態
五　平均賃金（労基法12条）
六　賃金の支払に関する諸原則
七　休業手当
八　出来高払いの保障給
九　最低賃金法
十　賃金債権の履行の確保

学習の指針
賃金は、労働契約における最も基本的な要素です。そもそも労働契

約は、民法上の定義において、相手方が労働に対する「報酬を与える

ことを約する」ことを本質としており（民法623条）、賃金についての

「使者」に賃金を支払うことは有効であり、法的には労働者本人に賃金を
支払ったとみなされるので、たとえその使者が賃金を紛失したとしても、使
用者に法的な問題が生じることはありません。しかし、実務上特に問題とな
るのは、使用者が労働者の代理人に対し賃金を支払ってしまった後に、その
労働者本人から賃金支払請求を受けた場合の法的処理です。まず、代理人が
労働者本人に賃金を交付した場合は、民法479条を類推適用して、現実に労
働者が受領した金額を限度として、使用者は二重払いに応じる義務はないも
のと解されます。民法479条は、弁済を受領する権限を有しない者（代理人）
に対する弁済は、債権者（労働者）がこれによって利益を受けた限度で有効
な弁済となる旨を規定しているからです。次に、代理人が労働者本人に賃金
を交付せず着服してしまった場合は、使用者がなした賃金支払は「債務の本
旨に従った弁済」（民法493条）とはいえませんから、労働者本人からの賃
金支払請求があれば、使用者は賃金支払義務を免れないと解するほかないで

〜代理人に賃金を支払った場合の法的処理

民法306条〔一般の先取特権〕
　　536条〔債務者の危険負担等〕
　　624条〔報酬の支払時期〕

労働基準法９条〔定義〕
　　　　　11条〔定義〕
　　　　　14条〔契約期間等〕
　　　　　16条〔賠償予定の禁止〕
　　　　　17条〔前借金相殺の禁止〕
　　　　　24条〔賃金の支払〕

【平成元年度第２問】
Ａ会社の就業規則に
は、「会社は、従業員に配
置転換を命じることがあ
る。」と定められている。
同社の従業員であるＢは、
５年前に入社して以来本
店の営業部門に勤務して
いたが、今度会社の販売
強化政策に伴い、東京本

判例ナビ

労働者の立証責任は、「具
体的な事故原因について
は、……相当程度の可能
性が証明されていれば足
る」と解すべきでしょう
（足立建設事件・静岡地
裁浜松支判平6.4.15）。
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第2編 個別的労働関係法

第1編 労 働 法 総 説

1第 編

労働法総説

　労働法には、さまざまな名称と内容をもった多くの法律
が含まれます。そして、これらの法律が共通の指導原理に
よって結び付いて労働法という法体系を構成しているの
です。
　本編では、このような労働法の全体像とその基本原理、
さらに今日的課題を学びます。労働法の学習の出発点と
なりますのでしっかりと読んで理解しましょう。

第1章 労働法とは
第2章 労働市場の法規整
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多くの学生、受験生は、まず憲法、民法を学び、その後に会社法、労働法という順序で学習することが
一般的です。憲法と民法は馴染みがあるため、理解に際しての抵抗は少ないといえるでしょう。

しかし、会社法と労働法は、憲法、民法と違い、どこが有機的につながっているのかがわかりにくくな
っています。

それは、法律科目が所詮社会科学の分野に過ぎないのにもかかわらず、各科目の縦割り、不連続が激し
いためにわかりにくくなっているからなのです。

学習は、前に学んだ知識がこれから学ぶ科目に応用できなくては、効率が悪くなってしまいます。そこ
で、体系的学習が重要となります。体系の意義は、思考の経済性（オッカムの剃刀、思考の節約ともいい
ます）にあります。そこで、まず民法と会社法の関係の概略を解説した上で、会社法、憲法と労働法との
関連を解説します。

民法と会社法との関連
まず、民法と会社法との関連を説明します。
民法は法的主体と法的主体との法律関係について規定した法律であります。民法が適用される事例は、

自然人である我々が登場します。だからわかりやすいのです。
しかし、会社法は違います。対象の主眼としているのは自然人ではなく法人です。法人とは、社会が複

雑に発展し、自然人以外に法的主体を創造する必要が生まれたため、人工的に作られたものです。会社は
この法人にあたります。

さらに、会社が登場するのは、経済取引という複雑・高度化した場面です。そこでは専門的な経営判断
が求められるために会社の内部組織を強化・充実させて作る必要があります。また会社を取り巻く取引に
は多くの人が関与します。それは、株主・役員・取引の相手側などであります。そこで自然人の誕生に相
当する「設立」もしっかり作ります。「運営」もしっかりします。そのためには、内部の組織を分化し、専
門家を置くようにします。それが機関の設置と役割の分化です。

また、自然人である我々には「死」がありますが、法人は死にません。しかし、「解散」があります。そ
のための手続が必要となります。資金も借りる必要があります。これらを決めたのが会社法です。

このようにして作られた会社の代表者・社長が会社を代表して対外的な取引をします。その時に初めて、
既に学んだ民法が役立ちます。もちろん、会社の内部の組立も「法律行為」という武器を使っています。
その点では民法の総論が役立ちます。

　

民法・会社法・憲法と労働法との関連
会社は、「個人が商人として商売をする」ということを、会社を作って他人を雇用して、大々的に大きく

やっていくための手段です。つまり会社は、自然人である資本家が、会社を作って活動するということで
す。「会社」制度も「商人」制度も商売を行う手段という本質は同じです。つまり会社は株主が「法人」と
いう「法衣」にくるまっているだけなのです。だから代表取締役、取締役会などは個人の商人自身や商人
が使用人として設定する支配人と同じ役割を担っています。会社法は、商人本人のための法律、団体法で
す。資本のための法律です。そのために、会社法には、「労働者」は出てきません。隠れています。会社の
意思決定の担い手となる役員が規定されているだけです。しかし、実際の会社企業を見れば労働者に満ち
ています。逆に、資本家・株主などは実際の会社企業を見ても見えてこないのです。

会社法から見ると、企業家である会社では、ヒト・モノ・カネ・情報を使って経営をしています。すなわち、
会社法では、人たる労働者は、モノと同じく、生産財と同じ位置づけになります。

しかし、ここで憲法が働きます。人は基本的人権の享有者です。労働者は会社法では生産財、モノ扱い
であっても、上位の憲法では、企業家と同じく、「人」であります。そこで会社法のモノ的存在と憲法の人
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権の主体としての位置づけとのバランスとして、労働法が定められました。これは労働法が、会社内で働
く労働者の保護のためにあるということです。会社法が、資本家法とするなら、労働法は労働者法です。
したがって、両者は、他の法律と違って、利益の調和といっても、同質的な価値ではありませんから、妥
協と価値判断で結論づけることになります。対等の個人が取引当事者であることを前提とした民法のよう
な同じ価値観の衝突ではありません。民法の解釈のように、すっきり割り切れません。裁判の解決は、価
値観の衝突であるから、妥協的・価値判断的結論となるのはやむを得ないのです。

労働法の学び方
いよいよ本論ですが、労働法が扱っているのは、会社に雇用され、労働して、解雇され、退職して、企

業から退出するまでが中心です。ここに民法の契約法を応用します。会社内の問題はやはり法律で処理し
ます。民法の応用です。その点で会社法と同じです。民法の総論が役立ちます。権利濫用などがあります。

入社は入社契約であり、会社で働くのは、この入社契約の履行行為ですが、継続する勤務なので、継続
的契約であります。そこで、賃貸借契約のように信頼関係論が応用されます。また、信義則などが適用さ
れます。労働法は、弱者の労働者を保護するためにあるから、これを定める法律は強行法であります。労
働基準法がそれです。

組合があれば労働組合法です。その他多くの強行法があります。　

労働市場と連携した労働法の理解が必要―図表 1、図表 2参照。
問題は、「入社しない間はどうなるか」です。ここは会社法でも労働法でもありません。両者ともこの問

題を直接扱っていません。ここは労働法には規定がありません。
民法では、生産物を買ったり売ったりしますが、これは買うまで、売るまでは、生産物市場といいます。

両者の意見があって、契約が成立すれば、市場から消えます。経済学でいうなれば、家計で消費されるこ
とになります。

労働者はどうでしょうか。同じように考えます。入社しない間は、市場にいるのであります。これを労働
市場といいます。モノの場合は、資源とか在庫品といいますが、人間は在庫と言わず、「失業者」といいま
す。もちろん、働かなくともいい人も多くいます。これを非労働力人口といいます。2013 年で約 4534 万
人もいます。この中には、15 歳未満の人、15 歳以上でも学校に通っている人・学生や専業主婦などの、制
度上の非労働力人口もいます。

現在、大学を卒業したからといって、就職できない人は多いです。また退職して再就職ができない人も
多いです。生産市場における「物」なら廃棄処分で済みますが、人間はそうはいきません。人として個人
の尊厳を有するだけでなく、清き一票を持つ有権者でもあります。「失業者」といっても憲法は、主権者と
扱います。
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【図表1-1】

閉鎖経済

企業
財の販売

資本財への
投資

労働の雇用

財の購入

労働の販売

家計

生産物
市 場

労 働
市 場

お金の
借入れ

お金の
貸付け

資 本
市 場

まず、外国との取引がない閉鎖経済における労働市場を見てましょう。
市場は労働市場含め３つああります。生産物市場は我々が衣食住を中心に購入する市場です。資本市場

は、商人・会社が資金を調達する場です。借り入れ（間接金融）と資本の調達（直接金融）を行う場です。
労働市場では、人間が登場しますが、奴隷ではありませんから、人間の属性である労働力・頭脳能力・技能・
専門能力などが取引されます。労働市場では人間の人格は取引の対象ではありません。

【図表1-2】

外国開放経済

外国
財の販売

関税法・関税定率法

出入国管理および
難民認定法

外国為替および外国貿易法

資本財への
投資

労働の雇用

財の購入

労働の販売

日本

生産物
市 場

労 働
市 場

お金の
借入れ

お金の
貸付け

資 本
市 場
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次に、外国との取引が含まれる開放経済の市場を見てみましょう。現在では、国家間の貿易や国際取引
により開放経済となっているのが、原則です。しかも、国と国との関所である関税が平等になるとか廃止
されるなど国家間の取引の障壁が撤廃される傾向にあります。例えば、多角的貿易を WTO という多角的
貿易体制の国際機関で進めています。また、現在は 2 国以上の国との間で締結する FTA、EPA、TPP な
どが話題となっています。お互いの貿易国のあいだで、他国に比較優位を持つ商品に特化する方が両国は
貿易により利益を得ています。つまり各国は他国に比べ相対的により豊富に保有する生産要素を、より集
約的に用いる財の生産に比較優位をもつ傾向があるということです。ただ、この得た利益を社会全体に配
分することが必要です。

敗者となる商品を製造していた企業には、この利益の配分となる特別の保護助成が必要ですが、それを
上回る利益が国全体に及ぼされると言うのが、国際貿易自由の根拠です。これを比較優位の原則（ヘクシ
ャー・オリーン法則）といいます。

【図表2】

わが国における現在の労働人口、労働市場にある非労働人口は以下のようになっています。

15歳以上人口

労働力人口　…①
6555万人　（平成23年に比べ36万人減少・労働力人口比率は59.1％）

非労働力人口…②
4534万人

（平成23年より23万人増加）

就業者　…③
6270万人　（平成23年に比べ19万人減少・就業率は56.5%）

完全失業者
285万人

（完全失業
率4.3%）

就業希望
者

…⑧
417万人

（平成23
年より54
万人減少）

就業内定
者

85万人
（平成23
年より3

万人減少）

就業非希
望者…⑦

4029万人
（平成23
年より79
万人増加）

従業者　…④ 休業者…⑤

自営業主

家
族
従
業
者

雇用者　…⑥
平成24年平均の雇用者（役員を除く）（5154万人）

雇
有
業
主

雇
無
業
主 正規の職

員・従業員
3340万人

（平成23年
より12万人

減少）

非正規の職員・従業員
1813万人

（平成24年平均で35.2％、
平成23年より2万人増加）

一
般
雇
無
業
主

内
職
者

パ ート・ア
ルバイト
1241万人

（平成23年
より12万人
増加）

労働者派遣
事業所の派
遣社員
90万人

（平成23年
より6万 人
減少）

契約社員・
嘱託
354万人

（平成23年
より6万 人
減少）

その他
128 万人

（平成23年
より1万 人
増加）

総務省「労働力調査（基本集計）平成 24 年平均（速報）結果」
（http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nendo/pdf/2012nd.pdf）より

※　請負社員等　128 万人

① 労働力人口  ：15 歳以上人口のうち、「就業者」と「完全失業者」を合わせたもの。義務教育が終了
するのが 15 歳であるため、そのように設定されています。他方で、労働力人口の上限の
年齢は定められていません。一般に、仕事をしている人や探している人は、60 歳や 65 歳
になったときに急に減少するわけではなく、60 歳になったときから徐々に少なくなってい
き、67 歳になったときには約半分になります。

② 非労働力人口  ：経済情勢の悪化などで、仕事をしたいにもかかわらず、見つかりそうもないという理
由等で求職活動を行っていない者は、完全失業者ではなく、非労働力人口になります。
非労働力人口には、「就業希望の有無不詳」を含み、下記⑦就業非希望者、⑧就業希望
者と就業内定者とに分けられます。
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⑴ 15 歳以上で学校に通っている次の者は非労働力人口です。
15 歳以上で学校に通っている者、すなわち、専門学校、高等学校、短期大学、学部大学生、大

学院生です。勉強が目的となっており、求職活動をしておらず、また職業にも就いていないからで
す。ただし、昼間働いて夜通学している通信制の場合は労働力人口に含まれます。

⑵専業主夫（主婦）は、求職活動を行っていない者、または、職業を有していない者です。ただ、主
夫（主婦）とはいいながら、週何時間か継続的にパートに就いている場合は労働力人口に入ります。
それは、職業に就いていることになるからです。

⑶高齢者の基準は、職業に就いていないこと、職業に就いていない場合であっても求職活動を行って
いない場合をいいます。求職活動を行っている場合は完全失業者に入ります。

⑷生活保護者は、非労働人口です。
⑸障害者であって、求職活動を行っていない者も非労働人口です。
⑹その他、求職活動を行っていない者も非労働人口です。例えば、ニートなどは非労働力人口です。

調査週間に 15 時間未満仕事をした家族従業者は、日本では労働力人口に含まれるが、アメリカ
では非労働力人口とされています。

③ 就業者  ：「従業者」と「休業者」を合わせたものをいいます。
④ 従業者  ：調査期間中に賃金、給料、諸手当、内職収入などの収入を伴う仕事を 1 時間以上行った者

です。
⑤ 休業者  ：休業者は、仕事を休んでいる者、つまり、仕事を持ちながら、調査期間中少しも仕事をしな

かった者をいいます。給与を取得している場合と取得できる権利を有している場合の両者があ
ります。全く対価を取得する権利がない場合は休業者といいません。

具体的には、
⑴ 雇用者で、給料、賃金の支払を受けている者又は受けることになっている（助成金など）

者、
⑵ 自営業主で、自分の経営する事業を持ったままで、その仕事を休み始めてから 30 日にな

らない者
　　がこれにあたります。

⑥ 雇用者  ：会社、団体、官公庁又は自営業主や個人家庭に雇われて給料、賃金を得ている者及び会
社、団体の役員をいいます。

総務省統計局「労働力調査」では、非正規の職員・従業員の 1,813 万人の中には請負契約
により働いている人や「勤め先での名称がパート・アルバイトであるもの」の定義に入らない
非正規の従業員（約 128 万人）が含まれます。

⑦ 就業非希望者  ：就業を希望していない者をいいます。
⑧ 就業希望者  ：就業を希望しているものの、求職活動をしていない者をいいます。

社会権としてのセーフティネットの拡充―図表 3
セーフティネット――
日本は、資本主義の国です。したがって、自助努力が原則です。しかし、福祉国家観から、憲法上、社

会権が保障され（同法 25 条以下）、自己責任で生活できない人へ国家・自治体が最低限度の生活を保障す
るための社会保障制度が設けられています（生活保護法）。特に労働の現場では、各種の助成制度が多く
あります。法律的には社会保障・社会福祉といいますが、ニュース、報道等では、セーフティネットと言わ
れたりします。日本では、医療について国民皆保険制度が採られており、健康・介護・年金・失業・障害・
生活保護まで完備しているということになっています。

しかし、リーマンショック・東日本大震災・原発事故以降の想定外の経済状況、十数年に及ぶデフレ経
済の状況により、この制度にほころびが出てきました。いまは新たなセーフティネットの構築の必要性が顕
在化しつつあります。それが第二、第三、第四のセーフティネットの問題です。これまでのセーフティネッ
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トは、労働者を対象としていましたが、今は広く社会保障下の人々をも取り込んだ、広義のセーフティネッ
トの構築が課題となっています。いわば中間的就労ともいうべき中２階のステージを設定する方向にありま
す。

以下、第一、第二、第三、第四のセーフティネットをそれぞれ説明していきます。
第一のセーフティネット― ―雇用保険を自ら支払っている人、失業中であっても雇用保険の対象者で失

業給付を受給している人、委託訓練等の研修を受けている人を対象とするも
のです。これらは、本人に働く能力があり、かつ、その意欲があることを前提
とするものであり、憲法 27 条に基づく保障です。

第二のセーフティネット― ―未労働者とかつての労働者とに分けられます。前者は学卒未就職者・専業
主婦等、雇用保険に入ったことはないが稼働能力・労働意欲があり、職を探
している人です。ニート・フリーターや自営廃業者も、企業での就業経験に乏
しい点で前者に含まれると考えてよいでしょう。後者は、以前は労働者であっ
たが、失業期間の長期化によって雇用保険が切れてしまった人や、日雇い労
務者・短期の派遣労働者等でそもそも雇用保険の対象でなかった人等が含ま
れます。これらの人々は、失業給付を受け取ることができず、かつ、生活保
護者の要件にも該当しないために、給付の狭間にいます。従来、この人たち
を対象とした制度はありませんでした。しかし、平成 23（2011）年 10 月か
ら、国は求職者支援法（正式名は「職業訓練の実施等による特定求職者の就
職の支援に関する法律」といいます。）を定め、基金訓練という職業研修を受
けることを前提に、生活の給付金を支給しています。この制度は、ＥＵ国内
では、既に長い歴史があります。

第三のセーフティネット― ―直ちに一般就労を目指すことが困難な人です。社会的な自立に向けたサポ
ートをする仕組みを組み込んだ「中間的就労」の支援が必要となりました。

「多様な就労機会」と「家計再建＋居住の確保」の新たなセーフティネットの
導入です。社会的な自立に向けたサポートをする仕組みを組み込んだ「中間
的就労」などの「多様な就労機会」の確保と「家計再建（相談支援・貸付）
＋居住の確保」などを柱とする新たなセーフティネットの構築が必要となりま
した。日常生活の自立→社会参加→中間的就労→一般的就労のプロセスを目
指します。また平成 25（2013）年５月に生活保護法改正案や生活困窮者自立
支援法が閣議決定されました。「生活保護法改正」には就労による自立の促進

（「就労自立支援金」の設立も含む）・不正受給対策の強化・医療扶助の適正化
が盛り込まれ、「生活困窮者自立支援法」には、自立相談支援事業の実施（住
居確保給付金等）・就労準備支援事業（家計相談／学習支援等）・就労訓練事
業（中間的就労）などが盛り込まれています。

第四のセーフティネット― ―稼働能力がない人や、稼働能力の活用がない人が対象です。自治体は、生
活保護者の要件を具備した人には、生活保護をしています。これに漏れた人
が、ますます増加しています。デンマーク・ドイツ・フランスなどは、生活保
護の対象者でなくても、社会扶助金・公的扶助金を支給し、これを支給する
条件として、何らかの職業研修などを受ける義務を課する制度にしています。
労働の義務に向けた努力を引き出すこと、そうしなければ、資本主義の理念
が泣くことになります。このシステムの工夫により、給付額は低額から労働に
参加する度合いに従い、高額になっていく、スライド制が採用されています。
給付を受ける国民のモラルハザード（つまり、働かなくても、実働している労
働者よりも、多額の金額がもらえるなら、働かない人が増える。）に対処する
ためであります。
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そこでアベノミクスにおける成長戦略においては、解雇要件の緩和、正規・非正規労働者区分の緩和、
地域限定、職業限定正社員、職業訓練の義務化、ワークライフバランスの実施、保育園の完備、既婚女性
の職場復帰、生活保護などの制度化が検討されています。特にオランダ方式の導入が話題となっています。

【図表3　（広義）労働市場の現状と将来】

＜中間的就労＞就労準備のための支援

（現在就業中の労働者及び失業中であるが雇用保険を受領している人が対象）

（雇用保険の適用外の人及び雇用保険の給付が終了した人が対象）

就職困難者活動支援
就労移行支援
日常生活自立支援／
安心生活創造   

長期失業者支援
シニアワークプログラム支援
若年者人材育成就職支援
緊急人材育成支援    

就業中の労働者
①正規労働者
②非正規労働者
（教育訓練給付金の支援）

失業中の労働者
①雇用保険を受領中
（委託職業訓練の支援）

かつての労働者
①雇用保険終了者
②日雇労務者
③雇用保険対象外の労働者
④高齢者
　（求職者職業訓練の支援）

未労働者
①学卒未就職者
②ニート・フリーター
③専業主婦・出産後
　女性の再就職
④自営廃業者

稼働能力・活用の欠如者
①生活保護受給者
②広く障害者・社会保障下
　にある人達 第四のセーフティネット

○「多様な就労機会」と「家計再建＋居住の確保」の新たなセーフティネットの導入。
社会的な自立に向けたサポートをする仕組みを組み込んだ「中間的就労」などの「多
様な就労機会」の確保と「家計再建（相談支援・貸付）＋居住の確保」などを柱と
する新たなセーフティネットの構築。日常生活の自立→社会参加→中間的就労→一
般的就労のプロセスを目指す。

生活保護法改正案
　就労による自立の促進
　／就労自立支援金
　不正受給対策の強化
　医療扶助の適正化
生活困窮者自立支援法
　自立相談支援事業の実施
　／住居確保給付金
　就労準備支援事業（家計相談
　　　　　　　　　／学習支援）
　就労訓練事業（中間的就労）

第一のセーフティネット

第三のセーフティネット

（⑴生活扶助　⑵教育扶助　⑶住宅扶助　⑷医療扶助　⑸介護扶助
  ⑹出産扶助　⑺生業扶助及び　⑻葬祭扶助）

第二のセーフティネット
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憲法の理念の変容－図表 4
以上のような経済の現実に対応して、憲法の理念が変質しています（図表 4 参照）。

【図表4　憲法における労働者概念の拡大・変容】

 

 

 

 

 

 

 
憲法27条・28条

労働者概念を前提とした
憲法の規定

※2未労働者

雇用者・現在
働いている人

憲法25条

生活保護者

※1稼働能力・活用の養成
による労働者への道

失業者

労働者概念の拡大

本来の労働者

労働市場に参入できない
国民を前提とした憲法の
規定

＊１ 　現状では、稼働能力・活用がない、労働意欲がなく、職探しをしない人を指します。生活保護者
の対象者が多いが、生活保護支給を受けていない人も含みます。この人たちを、職業訓練をして、
稼働能力を養成し 、労働者に取り込むことが「稼働能力・活用の養成による労働者への道」です。

＊２ 　未労働者とは、稼働能力があるが、雇用保険の対象者になっていない人です。学卒未就職者、ニ
ート・フリーター、専業主婦等、労働意欲があり、職を探している人を指します。

生活保護法の構造
生活保護法は、１条で、その目的を、①最低限度の生活を保障すること、②その自立を助長することと

定めています。また、４条で、保護要件として、要保護者が①その利用しうる資産、能力その他あらゆる
もの（これを「稼働能力」といいます。）を、②その最低限度の生活の維持のために活用（これを「稼働能
力の活用」といいます。）すること、と定めています。ここにいう稼働能力は、多義的概念です。

これを前提として、「稼働能力の活用」に関する通達・実施要領等を見ると、
①　要保護者が自らの資産能力その他扶養、他の法律等利用しうる資源の活用を怠り又は忌避している

と認められる場合には、保護の必要がない。
②　国民は憲法 27 条１項により勤労義務を負っており、憲法 25 条はこれを前提として国民の生存権を

保障したものであるから、稼働能力があり、その機会があるにもかかわらず、その者の能力の範囲内
で紹介された職業に就くことをあえて忌避する者については、生活保護法による最低限度の保護が及
ばないとしても憲法上問題はない。

③　減少した生活費を補うために、職業安定所や知人を通じて求職活動を行い、あるいは、内職を始め
る等あらゆる努力をすべきである。
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等、多くの指導指示があります。
失業者は怠けている人ばかりではありません。文字通り働き場がない人もいます。かつては引く手あま

たの才能を持っていた人でも、その労働の場がなくなれば、失業者となるのです。現在の経済不況・国際
競争力の喪失・開発途上国の追い上げ・失業者の増大・学卒未就職者問題等を見れば、それも頷けるでし
ょう。稼働能力の有無によって生活保護の対象とするかを決める、という要件では解決できない層が増え
ているのです。要するに、わが国の生活保護の運用は、高度成長時代の名残であり、現下の失業者の大量
誕生時代では、時代遅れとなっているのです。そのため、第二・第三のセーフティネットが必要となってい
ます。ＥＵのドイツ・フランス・デンマーク・イギリス等の国々が、この点で先進国であり、これからの日
本の模範となるでしょう。実際に、平成 25（2013）年に生活保護法改正案や生活困窮者自立支援法が閣
議決定されました。

我が国の社会保障の体系
社会権に関して、憲法 25 条は１項で生活保護を定め、２項でその他の社会保障を定めています。その

他の社会保障の概略は次の通りです。
①母子保健福祉― ― 母性の健康を保持、増進すること、心身ともに健全な児童の出生と育成・未熟児

医療・予防接種を充実すること。
②児童福祉― ―児童の健全育成や子育てを支援すること。保育所・学童保育・児童子供手当等。
③健康増進― ―疾病予防・健康づくり等を目指すこと。
④公衆衛生― ―食品や医薬品の安全性・公衆衛生・環境衛生・良質な水等を確保すること。
⑤障害保険福祉― ―介護保険給付・訓練等の給付・地域生活支援事業・手当の支給・高齢者福祉・身

体障害者福祉・知的障害者福祉・寡婦福祉等の充実。
⑥年金― ―老齢・障害・死亡等に伴う稼働所得の減少を補填し、高齢者・障害者・遺族の生活を所得面

から保障すること。国民年金・厚生年金・共済年金。
⑦労災・雇用保険― ―働いて事故に遭ったとき、失業したときの給付金。
⑧医療保険― ― 病気やけがをした場合、すべての人が医療にかかれること。国民健康保険・健康保険・

共済組合保険。
なお、わが国の社会保障制度については、社会保障制度審議会の定義が一般的に使われており、次の図

表 5 のような施策にわけて使われています。

【図表5】
狭義の社会保障 公的扶助+社会福祉+社会保険+公衆衛生及び医療

広義の社会保障 上記の諸施策+恩給+戦争犠牲者支援

関連制度 住宅対策+雇用対策

 （出典：生活保護制度研究会編集　保護の手引き［平成 24 年度版］/ 第一法規出版）
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1-1 労働法の概要と沿革

目　次
一　労働法の意義
二　労働法の個々の法律
三　労働法の沿革
四　戦後労働法の発展と再編成
五　これからの労働法

学習の指針
労働法は、ときに応用憲法とか応用民法と呼ばれるように、憲法や

民法あるいは刑法や行政法の知識が必要になることがあります。さら

には、労働法独特の考え方が要求される場面もありますので、従来は

ともすれば敬遠されがちな法分野でした。しかし、そもそも労働法は、

利害が渦巻く職場における労使関係の紛争を処理するための法ですか

ら、組織の中で人が働くとはどういうことなのかを正面から考えさせ

てくれる興味深いものです。労働法はある意味で政治学に似ていると

ころがありますから、まずは、労働法の歴史的な意義から学んでいき

ましょう。

一　労働法の意義

１　労働法の法領域

労働法においては、民法や刑法等と異なり、「労働法」という名称の
独立した法律が存在するわけではない。労働法とは、憲法27条・28条
で保障された労働基本権を頂点として、労働組合法、労働基準法等、
職場を中心にして成り立つ人と人との関係を法規整（労使関係の行動を
制限するという意味ではなく、労使関係を大きな枠の中においてコント
ロールすること。）する、個々の法令によって構成される１つの法領域
をいう。

伝統的には、労働法の領域を、①集団的労使関係法（労働団体法）と、
②個別的労働関係法（労働保護法）の２分野に分類し、それらを体系化
する試みがなされてきた。

ここで「集団的労使関係法（労働団体法）」とは、労働者の団結体で
ある労働組合の結成、組織、運営及びこの団結体と使用者又はその団
体との間の団体交渉を中心とした分野をいい、「個別的労働関係法（労

▲有斐閣アルマ・４頁以下
Ｓシリーズ・３頁以下

●1-1 労働法の概要と沿革　●1-2 憲法上の基本規定 

労働法とは1
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● 1　労働法とは

働保護法）」とは、個々の労働者と使用者との間の、労働契約の締結、
展開、終了をめぐる分野をいう。

しかし、最近では「労働市場法（雇用政策法）」をも含めて、三分す
る見解が有力になりつつある。「労働市場法（雇用政策法）」とは、雇用
対策法や職業安定法等のように、失業者対策や労働市場における労働
力需給の調整を図ろうとする分野である。最近では、パートタイム労働
者や派遣労働者等、非典型雇用労働者が急激に増加しており、短時間
労働者法や労働者派遣法等の重要性が高まっている。

●重要語句● 非典型雇用労働者

非典型雇用労働者のことを「コンティンジェント・ワーカー」ともいい、ア

ルバイト、パートタイム労働者、契約社員、派遣労働者等、労働サービス需要

の発生に応じて臨時に活用される労働者の一群をいいます。新司法試験との

関係でいうと、正社員との賃金格差・昇格差別、期間雇用労働者の雇止め、労

働者派遣と出向との法的性質の相違点等が論点になります。

２　本書の構成

本書では、最近の個別的労働関係紛争の増加という流れを受けて、ま
ず膨大な体系をなす「個別的労働関係法（労働保護法）」について説明
をし、適宜「労働市場法（雇用政策法）」について触れることとする。
その後、「集団的労使関係法（労働団体法）」について説明をすることに
なるが、ここでは、労働組合と使用者との関係だけではなく、企業再編
に伴う労働者の権利義務の承継という問題にも触れることとなる。

そして、労働法を学習する際に常に意識しておいてもらいたいこと
は、労働関係紛争の解決手続という視点である（実務的には「労働紛争
処理法」という第四の分野を認めるのが効果的な処理かもしれない）。
新司法試験では、純粋に法律的な素養だけではなく実務的紛争解決能
力も問われる。労働法における紛争解決手段としては行政救済と司法救
済とがあるので、これら双方を意識しながら学習を進めていただきたい。

二　労働法の個々の法律
新司法試験では、法律選択科目があった頃の旧司法試験とは異なり、

労働基準法や労働組合法以外にも数多くの法律が出題対象となってい
る。労働法ではどのような法律を学ぶのか、主なものを列挙してみよ
う。

１　個別的労働関係法

①　労働基準法：労働条件の整備を目的とした個別的労働関係法の中心
となる法律

②　労働者災害補償保険法：業務上又は通勤による疾病や負傷に関し
て保険給付を行うことを定めた法律

③　労働安全衛生法：職場の安全・衛生に関して規制する法律
④　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：労働者派遣に関する法律

語句 非典型雇用労働者
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⑤　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する
法律：女性労働者の均等待遇やセクハラに関して整備する法律

⑥　育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関
する法律：男女労働者の育児休業又は介護休業等について定めた法
律

⑦　最低賃金法：最低賃金について定めた法律
⑧　賃金の支払の確保等に関する法律：企業が倒産した際の未払賃金

についてその立替払事業等を定めた法律
⑨　短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律：パートタイム労働

者に関する労働条件を整備する法律
⑩　公益通報者保護法：企業の内部告発をした労働者に対する不利益

取扱いを禁止する法律
⑪　労働契約法：労働契約の内容及び変更等に関する民事的ルールを

定めた法律

２　集団的労使関係法

①　労働組合法：団体交渉等、労働組合の活動を保護し、不当労働行
為について規制する法律

②　会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律：会社分割がなさ
れた場合における労働者の権利義務の承継について定めた法律

３　労働市場法（雇用政策法）

①　雇用対策法：国の雇用政策を定めた基本法
②　職業安定法：労働者の紹介・募集等を定めた法律
③　雇用保険法：失業者に対する金銭給付等を定めた法律
④　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律：高年齢者の定年・継続

雇用等を定めた法律
⑤　障害者の雇用の促進等に関する法律：障害者の雇用を促進するため

の法整備を図る法律
⑥　職業能力開発促進法：職業訓練によって労働者の能力を開発・向上

させ、労働者の地位の向上を図る法律

４　労働関係紛争処理法

①　個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律：個別労働関係紛争
に関して都道府県労働局長による援助、紛争調整委員会による斡旋

（あっせん）の制度を定めた法律
②　労働関係調整法：争議行為に対して、斡旋・調停・仲裁等による解

決方法を定めた法律
③　労働審判法：裁判官と労使の専門家が合議体（労働審判委員会）

を構成して、個別労働関係民事紛争に関して迅速かつ適正な審判を
行う手続きを定めた法律
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三　労働法の沿革

１　世界における労働法の生成

労働法の世界的幕開けは、1802年、イギリスで制定された「工場法（徒
弟の健康及び風紀に関する法律）」にまでさかのぼる。同法は、工場に
おいて劣悪な労働条件で酷使されていた徒弟を保護の対象とするもの
で、労働時間の制限を主たる目的としていた。

そして、その後イギリス以外の諸国においても、個別的労働関係法（労
働保護法）が発展し、その規制内容は拡大し、労働時間だけでなく、安
全衛生や労働災害、休日・休暇、さらには最低賃金率の規制にも及ぶよ
うになった。

一方、集団的労使関係法（労働団体法）については、労働組合の結成・
活動を禁止する、1791年のフランスのル・シャプリエ法に始まったが、
その後、労働運動の高揚に伴い、19世紀後半から20世紀初頭の欧米諸
国においては、労働組合の結成・活動を禁止する刑罰規定を排除し、労
働組合に関して放任する立場をとるようになった。

さらに、1918年のドイツ共和国憲法（ワイマール憲法）を皮切りに、20
世紀の諸国の立法においては、労働組合の結成・活動の権利（団結権）
を保障する規定を憲法に置くようになった。

以上のように、労働法の発展の歴史をふりかえってみると、どの国の
例をとっても、最初に個別的労働関係法、特に労働条件を保護する法律
が制定されている。その後、集団的労使関係法が登場するが、この発展
過程は、おおよそ、禁止（禁圧）→放任（法認）→助成（保護）という
経過をたどることが多い。

【世界における労働運動】

1799年
1824
1833
1864
1871
1878
1886
1906
1919
1935
1947

イギリス
イギリス
イギリス

イギリス
ドイツ

アメリカ
イギリス

アメリカ
アメリカ

労働者団結禁止法（労働組合の禁止）
労働者団結禁止法の廃止（労働組合の放任）
工場法制定（世界最初の労働者保護立法）
第１インターナショナル結成
労働組合法制定（労働組合の積極的承認）
社会主義者弾圧法制定
世界最初のメーデー
労働争議法制定（労働争議の確立）
国際労働機関（ＩＬＯ）成立
ワグナー法（全国労働関係法）
タフト・ハートレー法（労使関係法）

＊　ワグナー法とタフト・ハートレー法
「ワグナー法（全国労働関係法）」
世界恐慌の中、アメリカがニューディール政策の一環として

1935年に制定した法律をいう。労働組合を保護し、労働三権（団
結権・団体交渉権・団体行動権）の確立を宣言し、それを具体化
するために使用者による不当労働行為を禁止し、行政機関たる全
国労働関係局（ＮＬＲＢ）が使用者による労働者の権利侵害につ
いて救済命令を発する権限を有するという独特の制度を生み出し
た。日本の労働組合法もこの法律の影響を受けている。

▲西谷・労組法・17頁以下
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「タフト・ハートレー法（労使関係法）」
ワグナー法によって労働者・労働組合の権利を過度に認めてき

たことによる弊害が出てきたために、1947年、ワグナー法を修正
する形で労働者・労働組合の権利を抑制し、使用者側の権利を認
めるために制定された法律をいう。クローズドショップの禁止、
使用者側の不当労働行為のみならず、労働者側の不当労働行為の
禁止も明記され、国民の健康や安全に危害が及ぶ争議行為には、
裁判所が禁止命令を出せることとされている。

２　日本における労働法の生成と発展

日本における労働者保護法の発展は、明治政府が成立した直後にその
端緒をさかのぼることができる。すなわち、1872年（明治５年）には
芸妓等、封建的抑圧状態に置かれていた労働者について、人身売買を
禁じる太政官布告が出されている。さらに、1875年（明治８年）には「官
役人夫死傷手当規則」が出され、官業労働者に関して災害補償らしきも
のを認めている。

しかし、日本における本格的な労働者保護法といえるものは、1911
年（明治44年）に制定された「工場法」である。同法は、女性及び年
少者の労働時間の制限、深夜業の禁止、児童の就労の禁止、災害扶助
制度の設置等を主たる内容とするものであったが、年少労働者を多く使
用する紡績業界等から強い反対を受けたため、施行は1916年（大正５年）
まで延期された。ただ、この工場法を下敷きとして現在の労働基準法が
制定されており、その有する意義は決して小さくない。

●重要語句● 工場法

工場法の内容は、主に保護職工たる15歳以下の少年工及び女工を、長時間

労働、深夜業及び危険有害業務から保護しようとするものでした（最低年齢

12歳、拘束12時間労働、午後10時から午前４時までの就業禁止、毎月２回

休日等）。賃金の支払方法、解雇、就業規則の作成義務等は、現在の労働基準

法に受け継がれています。工場法による法解釈の蓄積とＧＨＱの多少の介入

によって、労働関係における基準が確立されたと考えられています。

また、日本の集団的労使関係法（労働団体法）については、1897年（明
治30年）、アメリカで労働運動の洗礼を受けて帰国した数人の有志によっ
て設立された「労働組合期成会」と、この働きかけに基づく産業別労働
組合「鉄工組合」の結成にまでさかのぼることができる。しかし、
1900年（明治33年）にイギリスの団結禁止法に相当する治安警察法が
制定されて以降は、厳しい弾圧が続き、ここで日本の労働運動は冬の時
代に入る。　

大正元年には、キリスト教的な穏健な考え方に基づく「友愛会」（後
の総同盟）というナショナル・センターが設立されたが、その後、治安
維持法によってさらに厳しい弾圧を受けることとなる。そして、1940
年（昭和15年）の大日本産業報国会の成立によって、ついに労働組合
運動は終止符を打たれる。

ただ、このような厳しい状況の中にあっても、1926年（大正15年）、

▲菅野・３頁

語句 工場法
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労働組合運動の一定の高揚を背景として、政府は労働組合法案を議会
に提出しており、団結権を保護する法政策の議論が進められていたこと
は注目に値する。旧労働組合法が終戦後わずか４ヵ月（昭和20年12月）
で成立しているのは、戦前に労働組合法案が存在していたからである。

【日本における労働運動（戦前）】

1886（明治19）年
1897（明治30）
1900（明治33）
1911（明治44）
1912（大正元）
1919（大正８）
1920（大正９）
1925（大正14）
1938（昭和13）
1940（昭和15）

甲府雨宮製糸場で日本最初のストライキ
労働組合期成会結成
治安警察法制定（結社・集会の取締り）
工場法制定（日本最初の労働者保護立法）
友愛会結成
ＩＬＯへの加盟
第１回メーデー
治安維持法制定（労働組合への厳しい弾圧）
ＩＬＯからの脱退
大日本産業報国会（戦前の労働運動に終止符）

その後、終戦を機に、労働立法は一気に加速し、昭和20年から数年
の間に、連合国軍総司令部（ＧＨＱ）の主導によって、さまざまな労働
法制の骨格が形成されることとなった。

その主なものは以下のように整理される。
①　労働契約の基本ルールと最低基準を刑罰付きで法定した労働基準

法（昭和22年制定）
②　労働者の組合結成を擁護し、使用者と組合間の団体交渉を助成す

る労働組合法（昭和20年制定、ＧＨＱのイニシアティブで昭和24年
に全面改正）

③　上記の集団的労使関係における紛争を調整する手続きを定めた労働
関係調整法（昭和21年制定）

・労働組合法（昭和20年12月、昭和24年６月改正）
・労働関係調整法（昭和21年９月）
・労働基準法（昭和22年４月）

④　公務員・公社職員の争議行為を禁止し、その勤務条件決定につき特
別の規制を施す公労法・地公労法（昭和25年制定）及び国家公務員
法（昭和22年制定）・地方公務員法（昭和25年制定）

⑤　労働市場の中での私的業者による労働者の搾取を防止し、労働者
の職業紹介や失業給付を行う公的体制を整えた職業安定法・失業保
険法（昭和22年制定）
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四　戦後労働法の発展と再編成

１　労働法制の発展

前記①～⑤のような労働法制は、戦後60年間に以下のような発展を
遂げた。

【戦後労働法の発展】

Ⅰ　第１次石油危機までの高度経済成長期になされた戦後労働法制の
発展と充実

最低賃金法（昭和34年制定）・労働安全衛生法（昭和47年制定）・
労災保険制度等の整備及び解雇権濫用法理・懲戒権濫用法理・採
用内定取消制限法理等の判例法理の発展

Ⅱ　同危機以後の経済調整期になされた積極的雇用政策の展開
雇用保険法（昭和49年制定）等、企業が雇用を可能な限り維持

しつつ雇用調整や事業の再構築を遂行することを積極的に支援する
立法の実現

Ⅲ　近年の労働市場内外の構造変化に対応して昭和60年（1985年）
以降になされている戦後労働法制の再編成
・男女雇用機会均等法（昭和60年制定）： 賃金以外の事項に関する男

女平等への取組みが始まる
→男女平等への取組みが進み、平成９年（1997年）には、均等

法において、努力義務規定が禁止規定に改められる等の強化が
なされ、同時に、労基法において、女性の時間外・休日労働と
深夜業の規制が撤廃された

・労働者派遣法（昭和60年制定）： 職業安定法違反の疑いがあった労
働者派遣事業が法的に認知されて
その制度枠組みが整備された

→その後、対象義務が拡大され、特に禁止された業務以外は可能
というネガティブリスト方式に改められた

・労働基準法の改正（昭和62年）： 新たな変形労働時間制やフレッ
クスタイム等、柔軟な労働形態
が取り入れられた

→その後、労働契約期間の上限が延長されたり、労使委員会の設
置を条件とする企画業務型の裁量労働制が導入されたり、等の
労働形態の多様化が進んだ

・育児休業法は平成３年（1991年）制定、その後、介護休業の義
務化等を経て、育児介護休業法へ（平成11年制定）

 

▲有斐閣アルマ・16頁以下
菅野・６頁以下

【昭和24年度第１問】
終戦後における労働法

の推移
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平成に入って以降（1990年代）、バブル経済が崩壊し、その後の
長期不況で雇用関係の悪化によって解雇や労働条件の引下げ等が多
くみられるようになり、これらに対応する法整備が求められるこ 
ととなった。また、国際競争が激化する中で、日本型雇用システム

（終身雇用の正社員モデル）そのものが問題視され、その変革のた
めに規制緩和が強く主張された。産業構造や労働市場のサービス
化、女性化、高学歴化、多様化、高齢化といった変化に対応するた
めに、様々な法整備がなされた。

このような発展は、高度経済成長の中で確立し、石油危機後に強化さ
れた日本型雇用社会の仕組みと密接に関連し、補強する性格のものであ
ったといえる。

２　平成11年（西暦2000年）以降の労働立法の展開

⑴　個別労働紛争への対処
2000年代には、さまざまな労働法制の動きがあった。まず、個別労

働紛争への対応が行われた。就業形態が多様化し、労働者の労働条
件の決定・変更が、労働組合による集団的決定から、個々の労働者と
使用者による個別的決定に委ねられることが多くなり、個別的労働紛
争が増加した。これを受け、これらの紛争を解決する手段として、行
政面と司法面において、法整備が進められた。

具体的には、行政面においては、2001年（平成13年）に個別労働
紛争解決促進法が、司法面においては、2004年（平成16年）に労働
審判法が制定された。また、集団的労使関係紛争においても、2004
年（平成16年）に労働組合法が改正され、労働委員会による審査の
迅速化・適正化が図られることとなった。

⑵　平等法制の進展
次に、男女雇用機会均等法が2006年（平成18年）に改正され、女性

労働者への福祉の増進のための法律から、男女を問わない性差別禁止
立法へと、その性格を変化させた。具体的には、①女性差別の禁止から

「性別を理由とする差別の禁止」へと改められたこと、②間接差別の規
定が設けられたこと、③女性労働者の妊娠・出産を理由とする不利益取
扱いについて性差別とは区別したうえで、規制が強化されたこと、④セ
クハラに関する配慮義務が措置義務にされたこと等が挙げられる。

また、2007年（平成19年）の短時間労働者雇用管理改善法（いわ
ゆる「パートタイム労働法」）の改正により、「通常の労働者と同視す
べき短時間労働者」について、賃金等の待遇に関する差別的取扱いが
禁止され（同法８条１項）、同じく雇用対策法の改正では、労働者の
募集・採用について、一定の場合には、その年齢にかかわりなく均等
な機会を与えることが義務付けられた（同法10条）。

⑶　規制緩和の動きへの対応
1990年代からの規制緩和への強い要請を受け、2003年（平成15年）

の労基法改正で、労働契約の期間が１年から原則３年（例外５年）に延
長された（同法14条）。１年という上限規制ゆえに短期に反復継続され

▲ジュリストNo.1414
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ている有期契約を、いわば「中期契約」としてより良好な雇用機会へと
位置づけるための改正であり、規制緩和を推し進めるものであった。

また、労働者派遣法も、2003年（平成15年）の改正で、派遣期間
の上限が１年から３年に延長され、製造業での派遣も、翌年３月によ
り解禁されて急速に広まった。

さらに、同法は、①事業規制の強化、②派遣労働者の無期雇用化や
待遇の改善、③違法派遣に対する迅速・的確な対応の３つを柱として、
2012年（平成24年）に大幅な法改正が実施され、一部を除き、2012
年（平成24年）10月１日に施行された。

⑷　セーフティネットへの対応
2000年代後半には、ワーキングプアや、日雇労働者・派遣労働者の過

酷な状況が問題となり、規制緩和よりもセーフティネットが求められる
ようになった。この状況を受けて、2007年（平成19年）には、最低賃金
法の改正が行われ、地域別最低賃金が全国各地域について決定されなけ
ればならないとされるとともに（同法９条１項）、地域別最低賃金額の決
定のために労働者の生活費を考慮するにあたり「生活保護にかかる施策
との整合性」に配慮する旨の規定（同法９条３項）が盛り込まれた。

雇用保険法は、2003年（平成15年）の改正により、給付を切り詰
めて保険料率を引き上げた。失業の普遍化という新しい状況に対応
し、セーフティネットの再編が行われた。

⑸　少子高齢社会における対応
さらに、少子高齢化の中、育児介護休業法と高年齢者雇用安定法

が改正された。
具体的には、育児介護休業法において、休業の申出や取得を理由と

する不利益取扱いの禁止、転勤に際して育児や介護の状況に配慮する
義務等（2001年改正）、休業対象労働者の拡大、休業期間の延長、子の
看護休暇の新設等（2004年改正）、父母ともに育児休業する場合におけ
る休業可能期間の延長、介護休暇の新設等（2009年改正）が定められた。

高年齢者雇用安定法においては、2004年（平成16年）の改正により、
年金の支給開始年齢との間の空白を埋めるために、団塊の世代が一斉
に定年に達する「2007年問題」に対処する施策が図られた。具体的
には、2006年（平成18年）４月以降、65歳までの雇用確保措置として、
①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年制の廃止、のいず
れかを採ることが義務付けられた（同法９条１項）。

⑹　労働契約法の制定及び改正
加えて、2007年（平成19年）には、労働契約法が制定され、2008

年（平成20年）３月１日に施行された。刑事罰と監督行政を伴う労
働基本法と異なり、労働者と使用者との間の司法的な関係のみを定め
る点に特色があり、個別労働紛争に関する実体的なルールの整備とい
う側面も有するものである。就業規則の変更による労働条件の変更

（同法10条）、解雇権濫用法理（16条）等、判例法理が明文化された。
また、同法は、2012年（平成24年）の改正で、有期契約労働者の

保護を目的として、①有期労働契約の無期労働契約への転換に関する
規定、②契約期間の満了による雇止めに関する判例法理を明文化した
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規定、③期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止する規
定の３つが新たに設けられ、2013年（平成25年）４月１日に施行され
た。

五　これからの労働法

１　改革の方向性についての3つの流れ

近年の労働法改革をみると、一方で、①社会の多様化・複雑化に伴う
柔軟化・自由化の動き、②労働者を個人として捉えてその保護・支援を
図ろうとする動きがあるとともに、他方で、③グローバル化の弊害を是
正しようとする動きが並行して進められている。

２　労働法の柔軟化・自由化の流れ

伝統的労働法というのは、労働者保護のために，国家による画一的な
規制を行うという性格をもっていた。しかし、現代では、労働者が多様
化し、その価値観も多様化しているので、労働法のあり方についても、
これに対応した変革が行われようとしている。この動きは、さらに以下
の２つに分けられる。

第一に、国家の画一的な規制から集団（労使）による柔軟な規制に移
行し当事者の集団的決定を尊重しようとする動きがある。具体的な例と
しては、労基法上の労働時間規制の改正（昭和62年、平成10年、平成
15年）による労使協定等を要件とした変形労働時間制や裁量労働制の
導入・拡大がある。

第二に、国家によって禁止・独占されていた事業を民間に開放し労働
市場による需要調整機能を活性化しようとする動きがある。具体的な例
としては、労働者派遣法の制定・改正（昭和60年、平成10年，平成15
年、平成24年）及び職業安定法の改正（平成11年）による労働者派遣
事業及び民間職業紹介事業の自由化・規制緩和がある。

３　労働法の個別化の流れ

かつての労働者は、集団的な保護・規制の下に置かれてきた。しかし、
労働者が、様々な異なる状況に置かれるようになってきたため、多様な
状況にある労働者を個人（市民）として捉えて保護・支援しようとする
動きがある。具体的な例としては、①男女雇用機会均等法の制定・改正

（昭和60年、平成９年、平成18年）による女性の支援・活用の推進、②
育児（介護）休業法の制定・改正（平成３年，平成７年、平成16年、
平成21年）及び次世代法の制定・改正（平成15年、平成20年）による
仕事と家庭生活（子育て，介護等）との調和の促進、③個別労働紛争
解決法の制定（平成13年）及び労働審判法の制定（平成16年）による
労働者個人と使用者の間の個別紛争を解決する制度の整備、④労働者
の人格権やプライバシーを保護しようとする近年の判例・裁判例の発展
や公益通報者保護法の制定（平成19年）による労働者個人と使用者の
間の個別紛争を解決するルールの明確化等がある。

▲水町・458頁以下
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４　グローバル化の弊害是正の流れ

グローバル化のなかで、深刻化してきた非正社員の格差問題や正社員
の過剰労働問題等に対し、法的に対応を図ろうとする動きがある。具体
的な例としては、①パートタイム労働法の改正（平成19年）及び最低
賃金法の改正（平成19）による格差問題への対応、②労働安全衛生法
の改正（平成15年）及び労基法上の割増賃金規制の改正（平成20年）
による過剰労働問題への対応がある。
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重要度　

就業規則の不利益変更の拘束力

問題提起 　あらたに労働者の定年制を定めたり、一定年齢以上の労働者の給料を引下げたりする等、就業
規則の規定が労働者にとって不利益に変更された場合、その規定は反対の意思を表明する労働者
をも拘束するか。

原　　則 　使用者が、労働契約の内容である労働条件の変更を行う場合には、労働者の合意が必要である。
したがって、使用者が、労働条件の内容を規律する就業規則を不利益に変更する場合には、当該
労働者の合意が必要となるのが原則である（労契法９条本文）。

批　　判 　しかし、原則を貫くと、長期雇用制度を前提とした企業が経営環境変化に適応して存続し発展
するための労働関係の画一的処理が困難となる。

 　また、労働法では解雇権濫用法理（労契法16条）によって解雇が厳しく制限されるので、解雇

に代わる労働条件変更手段を講じる必要がある。
結　　論 　そこで、労働契約法10条本文は、使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合に

おいて、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ就業規則の変更が、①労働者の受ける不利
益の程度、②労働条件の変更の必要性、③変更後の就業規則の内容の相当性、④労働組合等との

交渉の状況、⑤その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、就業
規則変更に関して合意しない労働者に対しても就業規則の拘束力が及ぶ。

重要度　

採用内定の法的性質

問題提起 　採用内定の法的性質が問題となる。

反 対 説  　この点、採用内定の法的性質に関して労働契約の成立を否定し、使用者は、採用内定を自由に
解約することができるとする見解がある。

批　　判 　しかし、採用内定通知を受けた場合はその後の就職活動を放棄するのが通例であり、そのよう
な内定者の期待を保護する必要がある。

理　　由 　使用者からの募集に対する労働者の応募は、労働契約の申込みであり、これに対する使用者か
らの採用内定通知は、当該申込みに対する承諾である。

自　　説 　したがって、採用内定によって、労使間に就労の始期を労働者の大学卒業直後とし、それまで
の間は誓約書等記載の採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立しているもの
と解する（就労始期付解約権留保付労働契約説）。

カード化して暗記
しておく必要性

 　したがって、採用内定によって、労使間に就労の始期を労働者の大学卒業直後とし、それまで
の間は誓約書等記載の採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立

重要なキーワード
は色を使って強調

項目の表示により、
情報を整理

問題提起
反 対 説  　この点、採用内定の法的性質に関して労働契約の成立を否定し、使用者は、採用内定を自由に

批　　判 　しかし、採用内定通知を受けた場合はその後の就職活動を放棄するのが通例であり、そのよう

理　　由

 　この点、採用内定の法的性質に関して労働契約の成立を否定し、使用者は、採用内定を自由に

 　しかし、採用内定通知を受けた場合はその後の就職活動を放棄するのが通例であり、そのよう

採用内定の法的性質

論点名
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重要度　

退職労働者の競業避止義務

問題提起� 　退職後における競業避止義務は、退職労働者の職業活動を広く制約するものであるため、労働
契約上の根拠が必要である。では、競業を制限する特別の定めがある場合、その定めは常に有効
なものといえるか。

理　　由� 　この点、営業上の秘密等、使用者の正当な利益の保護の必要性と、労働者の職業選択の自由（憲
法22条1項）の保障の調和を図る必要がある。

結　　論� 　したがって、①競業制限の目的（使用者固有の知識・秘密の保護を目的としているか）、②労働
者の地位（使用者の正当な利益を尊重しなければならない職務・地位にあったか）、③競業制限範
囲の妥当性（競業制限の期間、地域、職業の範囲）、④代償の有無、等につき、使用者の利益と労
働者の被る不利益を総合的に考慮して、当該定めが公序良俗違反（民法90条）か否かを判断すべ
きである。

重要度　

「労働者」（労基法９条）の範囲

問題提起� 　自己所有のトラックを使って運送請負をするトラック運転手（いわゆる車持ち運転手）が作業
中に負傷したような場合に労災保険給付を受けることができるのか。労働基準法上の「労働者」
とはいかなる者を指すのかが問題となる。

理　　由� 　労働基準法９条は、①「事業に使用され」、②「賃金を支払われる者」が労基法上の労働者にあ
たると規定しているので、使用従属関係及び賃金性を基準とすべきである。

自　　説� 　したがって、①についてはⅰ時間的・場所的拘束性、ⅱ労務給付方法への規制の程度、ⅲ仕事
の依頼、業務指示に対する諾否の自由の有無、ⅳ専属性・他企業での就業の規制の程度、ⅴ補助
者使用の有無、②については報酬の労務対償性、すなわち労務提供の時間の長さに応じて報酬額
が決まる性質があるかを中心に判断すべきである。
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平成２４年度　問題文

〔第１問〕（配点：５０）

次の事例を読んで，後記の設問に答えなさい。

【事　例】

Ｘは，平成１０年，インテリアデザイン設計・施工業を営むＹ社に期間の定めなく雇用され，入社以来，

主にインテリアデザイン設計を担当している社員である。Ｘが入社した当時，Ｙ社には，同じインテリア

デザイン設計担当として勤続年数１０年以上の正社員が１名いたが，この社員は平成２０年に転職した。

ところが，Ｙ社は人材を補充しなかったため，同年以降，Ｘ一人でインテリアデザイン設計を担当してい

た。Ｘは，これでは自己の業務負担が大きく，まとまった休暇の取得もままならないことをＹ社に訴え続け，

Ｙ社は，適した人材が見付からないことを理由になかなか人材を補充しなかったが，ようやく平成２３年

４月になって，デザイン専門学校を卒業したばかりのＡを正社員として雇用し，インテリアデザイン設計

担当とした。

ところで，Ｘは，共働きの妻が出産し，その産前産後休業後に妻が職場復帰できるよう，それに合わせ

て２か月の育児休業を取得しようと考え，Ｙ社の承認を得て，同年７月１日から同年８月３１日まで所定

の休日を除く４３日の育児休業を取得した。

Ｘは，当初，同年９月１日からは妻が育児休業を取得し，自分は職場復帰する予定でいたところ，妻の

勤務先が繁忙で，同月中は妻の休業が困難であり，妻も勤務継続を希望した。そこで，Ｘは，いまだ消化

していない当該年度の年次有給休暇２０日分をここで利用しようと考え，同年８月２５日，Ｙ社に電話で

連絡し，同年９月１日から同月３０日まで所定の休日を除く２０日の年次有給休暇を取得する旨申し出た。

他方，Ｙ社は，マンション建設・販売業を営むＢ社が新築マンションのインテリアデザイン設計・施工

を外注する案件につき，他社に先んじて営業活動を展開し，Ｘが１年近く，Ｂ社との交渉や企画提案等に

従事してきたところ，同年７月上旬頃，Ｂ社から，同年９月中にＢ社がＹ社及び競合他社の各企画提案を

受け，その昀終評価に基づき外注先を決する旨を伝えられていた。

そこで，Ｙ社は，同年８月２５日に電話連絡してきたＸに対し，前記事情を説明し，大きな利益が見込

まれる前記案件を受注するためには，Ｘが昀終的な企画提案及び交渉を行う必要が大きく，入社したばか

りで実務経験の浅いＡには任せられないことを理由に，同年９月の年次有給休暇の取得は避けてもらいた

い旨申し出た。しかし，家庭の事情を優先せざるを得ないと考えたＸは，これに応じなかった。そこで，

Ｙ社は，同年８月２６日，Ｘに電話連絡し，同年９月半ばまでは何とかＡに代替させるとしても，他社と

の企画競争及びＢ社との交渉が山場となる同月１５日から同月３０日までの期間中（うち勤務日１０日）は，

Ｘによる年次有給休暇の取得が事業の正常な運営を妨げるとして，同月１日から同月１４日までの期間に

おける年次有給休暇は承認するが，同月１５日から同月３０日までの期間における年次有給休暇は承認し

ない旨通知するとともに，同年１０月中であれば，これに相当する期間の年次有給休暇を取得しても差し

支えない旨提案した。

しかし，Ｘは，この提案も受け入れず，そのまま，同年９月１日から同月３０日まで出勤しなかった。
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が事業運営上必要不可欠であって、かつ、②代替要員確
保が困難な場合をいう。そして、年次有給休暇によって
ワークライフバランスを図るという制度趣旨を全うする
ため、使用者には③状況に応じた配慮が要求されると解
する。

⑶　本件で、新築マンションのインテリアデザイン設計の
案件につき、Ｙ社はＢ社から、９月中に外注先を決定す
る旨伝えられており、これは大きな利益が見込まれるも
のであるから、Ｙ社の事業運営上重要なものである。

そして、Ｘは１年近くこの案件につきＢ社と交渉にあ
たっており、Ｘに最終的なプレゼンテーションをさせる
必要性があり、Ｘの労働は事業運営上必要不可欠である

（①）。
また、Ｙ社にはＸの他にインテリアデザイン設計担当

としてＡがいるが、Ａは入社したばかりであって、実務
経験が浅いのであるから、このような重要案件を任せる
ことはできず、代替要員確保が困難であった（②）。

としても、Ｙ社に代替要員がいない原因は、平成２０
年の正社員転職後、Ｙ社がなかなか人材補充を行わなか
ったことによるものともいえる。

しかし、インテリアデザイン設計という専門性の高い
職業にかんがみれば、適した人材を見つけるのに３年か
かったとしてもそれはなおやむをえないものといえる。

平成24年度・第１問・再現答案 （77.04 点）

第１　懲戒処分
１　まず、懲戒処分は労働義務違反に対する特別の措置であ

るから、その権限が契約内容となっている必要があり、就
業規則の懲戒事由は限定列挙であると解する。本件では業
務上の指示命令違反にあたるとされており、実際ＸはＹ社
の出勤命令に従っていないから、形式的に見ればこれに該
当するようにも思える。

２　しかし、「合理的な理由」を欠けば懲戒処分は無効とな
る（労働契約法１５条）。

そして、本件においてＸは年次有給休暇を申し出ている
から、有給休暇が成立すれば労働義務は消滅し、したがっ
て出勤命令に従わなくとも何ら義務違反はなく、これに対
し懲戒処分を課すことは「合理的な理由」を欠くことにな
る。そこで、年次有給休暇が認められるか以下検討する。
⑴　年次有給休暇請求権は、労働基準法（以下、省略する）

３９条１項・２項の要件を満たすことによって当然に発
生し、５項の「請求」は時季のみにかかるものであって、
使用者の正当な時季変更を解除条件とする形成権と解さ
れる。

とすれば、本件でＸは年次有給休暇の請求をしている
から、使用者Ｙの正当な時季変更があったのか、「事業
の正常な運営を妨げる場合」にあたるかが問題となる。

⑵　事業の正常な運営を妨げるかは、①当該労働者の労働
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