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菅野 パネルディスカッションを始め
ます。まず、各パネリストから、二〇
一二年改正労働契約法に関する概括的
な評価と法改正への企業の対応に関す
る法的実務的な問題についてお話いた
だきます。
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＜役職は今年３月現在のもの＞
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有期契約労働者の権利実現の
手続きに



■

徳住 私は労働者側の立場で仕事をし
てまいりました。今回の法改正で、有
期労働契約者は権利実現のための一定
の手続きを手に入れたと評価していま

す。私達のところに相談に訪れる有期
労働契約者は、常に雇用不安に苛まれ、
賃金も正社員の五割、六割程の条件に
あり、しかも、なかなか裁判に立ち上
がることができません。
有期労働契約者は大変増加していま
す。わが国社会の歪みとして、雇用形
態による格差は、社会的に大きな問題
です。同一価値労働同一賃金がわが国
に根付けばよいのですが、それが難し
いなか、雇用の違いによる格差の是正
をどうしていくかは、労働者側に課せ
られた重要な課題と思っています。
私は、雇用形態のあり方として、人
間らしい職業生活を送るには、直接で
無期の雇用が原則の社会を実現するこ
とを願っています。そのためには有期
労働契約に規制をかける必要性を以前
から感じていました。今回の法改正で
は、入口規制は見送られましたが、出
口規制として「無期雇用転換申出権」
と「 雇 止 め 法 理 」、 内 容 規 制 と し て 不
合理な労働条件の禁止が定められたこ
とは一つの進歩だと思います。
この法改正については、労働者側か
らも批判があり、「無期転換権行使前に、
雇止めが横行するのでないか」、「無期
転換してどれほど有期雇用労働者にメ

リットがあるのか」、
「不合理な労働条
件 の 禁 止 規 定 は、 実 際 機 能 す る の か 」、
などの指摘があります。しかし私たち
は、この改正法の条文を最大限利用し
て、有期労働者の権利実現のために努
力したいと思っています。
既に多くの職場では、労契法二〇条
の不合理な労働条件を是正するための
労使交渉や労使協議が始められ、成果
を勝ち得たという報道も耳にしていま
す。裁判もまだ全国的には起きていま
せんが、その準備が進められています。
数年のうちに労契法二〇条をめぐる紛
争が大きく浮上してくると思います。


入口規制見送りの影響を危惧

一方、今回の改正で、入口規制が見
送られたことは大変残念です。入口規
制の仕方とその結果受けるであろう雇
用喪失の関連は、見落とせない課題で
す。入口規制の仕方については、当初、
一定の職位や地位についてネガティブ
リスト的に規制をかけて、柔軟な規制
をかけていく必要があると思います。
今回の改正で関心があるのは、二〇
条の、有期労働契約を理由とする不合
理な労働条件の禁止規定の解釈とその
法的効果です。規定の仕方からみると、
業務の内容と責任の程度、これを職務
の内容といいますが、その違いと、職
務の内容と配置の変更、そして三つ目
にその他の事情を総合考慮して不合理
なものであってはならないと規定して
います。この三つの判断要素を考慮し
て端的に不合理性の判断をすればよい
と思います。
二〇条の労働条件は、当面問題とな
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るのは、福利厚生などの周辺的な労働
条件が対象となり、将来的には賞与や
賃金、退職金など重要な労働条件も問
題になっていくと思います。前者の場
合は、端的に不合理なものでないか判
断すれば良いと思っています。後者の
重要な労働条件の不合理性の有無の判
断には、社会的に見て不公正なほど著
しいなどの判断要素が加わってくると
思います。
もう一つは、二〇条違反の効果をど
う考えるかです。損害賠償にとどまる
という考えもあります。他方、厚労省
の見解のように補充効があるという見
解もあります。
問題は無効とした場合に、賃金請求
できるかです。私は弁護士になってか
ら直ぐに、伊豆シャボテン公園事件を
担当しました。男五七歳、女四七歳の
男女差別定年制の事案です。高裁で、
男女差別定年制は公序良俗違反無効と
なり、最高裁で確定しました。男女差
別定年制が無効となった場合、女四七
歳の定年制は男と同じように五七歳に
なるのか、それとも女性の定年制がな
くなるのかという問題が生じます。
菅野先生の初期の労働法の教科書で
は、女性の定年制は無効だからなくな
るという説を唱えられていました。私
は、男が五七歳だったら、同じように
引き上げる効果があるのではないか、
少なくとも合理的な意思解釈として、
同じように五七歳になるのではないか
と考えていました。同じように、二〇
条違反についても、補充的に意思解釈
により、賃金請求できるのではないか
と考えます。


使用者側に
裁量の余地がない制度
安西 今回の無期転換申込は、使用者
に裁量の余地のない強制的な無期転換
制度です。しかも例外がありません。
従って、この法律の欠陥として早くも、
施行一年もたたないうちに例外が出て
きています。議員立法によってすでに
大学や研究開発法人の研究者らと大学
の任期付き教員等については、無期転
換期間を五年から一〇年にする法律が
公布されており、また特別措置法によ
る例外法案が今国会に提出されていま
す。その法案では、高度専門知識等を
有する者が第一種計画認定を条件とし
て、六〇歳以上の定年後再雇用者を、
第二種計画認定を条件として、無期転
換の特例や例外を定めるものです。労
契法は民法と同じ民事的な法律ですか
ら行政が関与してはいけないのに、「認
定」という行政行為で関与することに
しています。そこで、今後公法上の認
定の無効と私法上の労働契約の有効性
といった問題をどうするのか。
さらに現在、特例が立法化により定
められている者以外の者でも同種の不

合理のものがたくさんありますが、こ
れらの人はどうなるのか。また、一年
制の入札事業のために期間雇用として
いる会社が、入札がとれず仕事がない
のに、五年が経過したら申出により無
期転換しなければならないというケー
スなどの場合では、むしろ労働者側の
無期転換申出権の行使は濫用ではない
かといった問題も出るのではないでし
ょうか。
あるいはまた、事前に、私は無期転
換権を行使しませんという事前放棄に
も合理性がある事案も認められるので
はないでしょうか。たとえば、企業が
運動競技選手を有期雇用で採用すると
き、私は無期転換権を行使しませんと
放棄させるのは合理性があり、構わな
いのではないでしょうか。たくさんの
社員を雇用している企業で、わずか数
十名の特殊な運動競技選手なので、大
したことはないと考えるかもしれませ
んが、企業が無期転換を拒否して、解
雇となったとき、その会社が二万人の
企業で、いろいろな雇用関係の補助金
や助成金をもらっていると、一人でも
使用者都合で解雇すると、多額な補助
金等が止まってしまい大問題となりま
すので、軽視できないのです。こうい
う多様な問題があるのです。


望ましい働き方の実現には
いろいろな手段が
今回の改正で、「在り方研究会」は、
正社員で働けなかった人が氷河期にた
くさんいるのでこの立法が必要である
と言っているのですが、実はパートと
アルバイトを合わせますと非正規社員

の約七割を占めているのです。これら
のパート等は調査結果でも明らかなと
おり、正社員化を希望してはおりませ
ん。この立法は、このように事実に反
した立法事由の上に立っているのでは
ないかと思います。最近の『労働経済
白書』では、「一人ひとりの労働者が希
望する社会全体にとって、望ましい働
き方の実現の着実な実施」と言われて
いますが、一律の強行法の立法ではな
く、他にいろいろな手段があるのでは
ないかと思います。とくに重要なのは、
今申し上げた非正規の半分を占めるパ
ートの問題です。パートタイマーはパ
ート労働法という特別法で規制されて
いて、割合うまくいっています。そこ
に強行法の五年の無期転換制度を入れ
る必要があるのかどうか。今回、パー
ト労働法の改正要綱が示されています
が、その矛盾を示すものとして、例え
ば労契法二〇条は、その差異の対象は
「無期労働者」との違いと定めていま
す。ところがパート労働法では「通常
労働者」との違いと言っています。こ
の通常労働者とは一般に正社員であり、
正社員との違いになってくると思うの
で す が、 一 方 は「 無 期 」、 一 方 は「 正
社員」という、立法上おかしな違いを
生んでしまいます。パートについては
パート労働法という特別法があるので
すから、別扱いすべきで、現在の雇用
努力義務でよいのではないかと思いま
す。
さらに、改正労契法は、かえって無
期転換労働者の法的地位を不安定に落
とし込むのではないでしょうか。わが
国では従来、終身雇用の正社員と雇用
調整要員としての有期労働者、この二
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本立てで走ってきました。今回は、有
期労働契約について無期転換を認めま
した。しかしそれは正社員への転換と
いうことではなく、中間的あるいは準
社員的社員の創設です。果たしてこの
労働者の雇用安定がどう図られるのか
という問題があります。
今回の無期雇用申し込みは、新しく
無期労働者として雇用することであり、
企業内の配転や昇進といった人事異動
ではありません。無期転換者に対して
は新規採用と同じように使用者は労働
条件通知書を渡す必要があります。こ
の場合、労働条件についての別段の定
めが問題になります。条文がはっきり
言っているように「別段の定めがある
部分を除く」となりますので、別段の
定めを使用者が定めますと労働条件は、
その「別段の定め」によって無期転換
をすることになります。明治大学の野
川教授が言っているように、「別段の定
め」があればそれが優先することにな
ります。この別段の定めが労働者から
の申出であれば、いわば強制的に無期
転換雇用を認めなければいけない企業
との制度上の整合性をとっているので
はないかと思います。
雇止め法理については、一昨年の公
布日の八月一〇日から施行されていま
す。労働契約法は本来民法の特別法で
すから、訴訟における要件としては、
更新の申し込みと、終了後の遅滞ない
申し込みが前提となります。その労働
者の意思表示を使用者が拒否したら、
更新みなしという裁判上の「まな板」
に乗ることになります。しかし、現在
の裁判所はこの制度上の要件は全然意
に介していません。従来どおりの判例
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を立法化したので、従来の形で実施し

ているということで、特別法として明
上限規制と手当に関する相談が
白に法律要件事実を定めているのにそ
現在、私たちに寄せられる、改正法
れは一体何だという問題が残っている
の相談は大きく二種類あります。ひと
わけであります。
つは、有期の上限規制です。三回まで
最後に一点だけ申し上げたいのは、
更新するとか、更新してもトータル五
不合理な労働条件の問題です。とくに
年未満までというような定めを就業規
問題になるのは交通費です。交通費も
則や労働契約書に設けるというもので
通勤手当も本来賃金であり、それらを
す。以前は、就業規則、有期労働契約
含めて労働の対価なのです。しかも、
約法は法の原則として明らかにしたと
書にこのような上限規制の規定がなか
民法上は労働という債務の持参費用で
考えています。国会での改正法審議も
ったにもかかわらず、改正法ができた
労働者持ちなのです。したがって、月
ことで、就業規則に三回までしか更新
給者は「月給何万円（通勤手当含む）」、 そのような立法趣旨が解説されたと記
しないという条項が入ったり、毎年締
時間給は
「時給何千円（通勤手当含む）」 憶しています。
改正過程では、労働側は有期契約を
結する有期労働契約書に三回までしか
という趣旨なので、賃金の種類で差が
締結できるのは合理的な理由がある場
更新をしないという不更新条項が入っ
あると解するのはおかしいのではない
合に限定され、合理的理由がない場合
たりします。これにどう対応したら良
かということです。通勤手当について
には、無期とみなすべきとする立法を
いかという相談です。
は、短時間、週三日以下の勤務といっ
強く要望してきました。これを「入口
私が相談を受けた場合には次のよう
たひとには、どういう算式で支払うの
規制」と呼びますが、これは実現せず、 なアドバイスをしています。上限条項
か も 問 題 と な り ま す。「 不 合 理 と 認 め
今回は「入口規制」ではなく、今の一
が入った契約書を示されて署名を求め
られるものであってはならない」とい
八条、一九条との改正になったのです。 られた場合には、まず「これにサイン
う法律効果については、不合理と認め
この改正法一八条については、無期
しなかったらどうするのか」と質問し
られるものであってはならないとだけ
転換五年の前に、雇止めが促進される
ておきなさい。経営者が「サインしな
しか書いていないので、私は訓示的あ
副作用をどれだけ抑制していくかが最
いなら雇止めする」と言えば、それは
るいは政策的な規定と考えています。
大の課題だと考えます。改正法が成立
法の趣旨に反している。仮にサインを

すると、六割、七割くらいの有期労働
せずに、雇止めをされたとしても、裁
使い捨てでは育たない、
者が雇止めされるのではないかと懸念
判所で争えば雇止めを無効とできるの
いい労働者、いい社員
していました。しかし、先ほどの渡辺
で争うと通告をすれば、使用者側は上
さんの報告を聞くと、幸いなことに、
限条項を撤回します。ただし、企業は、
予想外に無期転換をする企業が多いこ
契約条項に入れることはあきらめても、
とに安心しました。有期で使い捨てに
「将来、上限が三年とか五年であると
していては、良い人材、良い社員は集
の方針、無期転換の前に辞めてもらう
まらず、育っていかないという点では、 方針は変えない」としています。将来、
使用者も、意見が一致しているのだと
あと四年、上限規制、不更新条項など
思います。
による雇止め問題について多くの紛争
が起こると思います。
次に、有期契約労働者の就業規則を
水口 労働側で弁護士活動をしている
水口です。労働者にとって労働契約法
が改正されて本当によかったと考えて
います。この改正法の趣旨は、「有期雇
用労働者の雇用の安定と労働条件の格
差を是正して、有期契約労働の濫用を
防止する」ことです。仕事が恒常的に
あるのであれば、無期で働くのが原則
だと思います。この趣旨を改正労働契
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改正して上限規制を新たに定める場合
については、従前は上限がない有期で
あったとことから、新たに就業規則で
上限を設定することは、就業規則の不
利益変更に該当すると考えます。それ
まで上限なしで有期契約を更新できる
という法的な立場にあった労働者にと
っては、不利益変更です。そして、そ
の不利益変更は改正法の趣旨を脱法し、
不合理なものと言えます。したがって、
有期労働契約の新たな上限条項は既存
の有期契約労働者を拘束することはで
きません。
このように不更新条項については、
非常に重要だと思います。最近、本田
技研工業の東京高裁判決が出ました。
東京高裁は、この事件では、有期契約
労働者は雇用継続の合理的期待を放棄
したものだとして、労働者側が敗訴し
ました。しかし、この事件は労働者が
何回も企業から説明を受けて、退職金
まで支払われて受け取っているという
事案です。不更新を合意したら、すべ
て合理的期待権を放棄すると東京高裁
が認めたと一般化はできません。東芝
ライテック事件の横浜地裁判決では、
有期雇用の更新条項の契約書にサイン
しても、これは予告であると判断して
います。このように不更新条項は今後、
大きな問題になってきます。
二つ目の相談は、労契法二〇条、と
くに手当、住宅手当等の手当について
の格差についての相談が増えています。
労働側はいま提訴の準備を進めている
ところです。

換権を発生させるか、させないかが、

ひとつの大きな分かれ目になると申し
無期転換権を発生させるか
上げています。
否かが分かれ目に
無期転換権を発生させないとどうな
木下 弁護士の木下です。私は使用者
るのかという質問に対しては、「今いる
側で仕事をしています。私自身、昨年
有期の方、つまり昨年三月三一日より
四月から多くの企業より、この改正労
前から契約していた人は、五年経った
働契約法への対応についての相談を受
ら全員辞めてもらわなければならな
けました。その状況なども踏まえて、
い」と答えると、多くの企業は、「それ
思うところを述べさせていただきます。 は無理」とおっしゃいます。長く勤め
三人の先生方は、それぞれ労働契約
ている方を五年で全部入れ替えること
法は労使にとって重要な法律もしくは
はできないのです。
大変な法律だとおっしゃっていました。
では、無期転換の発生を前提に、そ
私の実感からすると、大したことはな
の人たちの労働条件、つまり無期にな
いということで、事に当たっています。 った後の別段の定めをどうするか考え
と申しますのは、一八条については、
ましょうとなります。定年と人事権の
まだ時間があり、無期が出始めるのは
範囲、とくに有期ですと業務の変更の
まだ五年あります。その間に、企業と
範囲が限られていることが多いので、
してどんな対応をするかゆっくり考え
無期になったときにそれを広げるか、
ることができます。
無期になったときに定年をどうするか。
先ほど、渡辺さんの報告にもありま
この二つを考えながら、無期転換を入
したが、「まだ何もしていない」会社が
れていくことで準備を始めるのです。
三割ぐらいありました。私も多くの会
一方、法律に基づく無期転換は人事
社に、「ちょっとほかの様子を見てから
制度上問題があるところでは、五年雇
にしましょう」といっていますので、
止め条項を入れて、そして無期に転換
何もしていない企業もあります。
しない、つまり法律に基づく無期転換
ただ、そろそろ一年経ってくるので
はしない考え方をとっています。ただ、
今考えているのは、法に基づく無期転
それでも多くの企業は五年で人を入れ
替えるほうが、コスト面でも人材教育
面でもキャリア面でも問題なので、何
らかの方法で、つまり無期転換権行使
以外の形で雇用を確保していく。企業
独自の制度としての無期化の制度をあ
わせて考える。これをあわせて考え、
結局は五年以内で雇止めになる方と、
会社の転換制度に乗って無期になる方
という選別を行っていく、そんな制度
を考えています。

五年雇止め条項が入っているけれど
も、会社と交渉したら、それはまだし
ばらくいいという企業の話がありまし
た。実は私もそのように会社に指導し
ています。とりあえず入れなさいと。
本人が何か言ったら、まだまだしばら
くこの後考えるから、ちょっとこれで
我慢してねと言って、今紛争を回避し
つつ、五年後に向けた制度づくりをし
ています。これが、一八条に関する準
備状況になります。
一九条については、今日これから多
くの議論が、更新上限条項や最終契約
条項に関わると思いますので、やはり
これが問題だと認識をしています。


有期・無期の違いとしか
思えない条件

二〇条については、有期労働契約と
比較対象になる無期労働契約の人が果
たしているのかということを企業は考
えています。正社員だけが無期労働契
約としていますと、正社員と有期の嘱
託、パート、アルバイト、契約社員、
仕事の範囲や仕事のあり方は、いずれ
も違うので、比較する人がいないとい
うのが実感です。ですから、ここも二
〇条で大きな問題が起きるとは考えて
いません。
ただ、どうしても有期無期の違いと
しか思えない条件が最近いくつか、見
つかってまいりました。それは、雇用
契約期間の違いというよりも、有期労
働契約者には時給制が多く、無期労働
契約、つまり正社員は月給制であるこ
との違いの反映のように思います。何
かと申しますと、慶弔休暇、特に忌引
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典型的なのは、「有期を五年反復した
ら正社員にしろとは何事だ。入口が違
うのに何で終身雇用にできるのだ」と
いう反発です。これは当然の話で、人
材活用の仕組みが違うのに、五年経っ
ただけで正社員にできるはずはありま
せん。この法律はそんなことを要求し

の際に有給にするかどうかです。正社
かもしれませんが、ＥＵの非正規労働
て い ま せ ん。「 有 期 を 無 期 に し ろ。 期
員に対して忌引は無給というと、多く
法制では、パートの反対概念はフルタ
間の定めがない契約にしろ」と言って
の人は「人事は人でなしだ」と思いま
イム、有期の反対は無期、派遣の反対
いるだけです。誤解する人がいるとい
す。ところが、アルバイト、パート、
は直用です。でも、日本は違います。
けないので、労働条件を変えなくてい
契約社員が、忌引で休むと言うと、「休
パート法における反対概念は「通常の
いとも書いてあり、別段の定めもいい
んでいいですよ、ただ仕事してないの
労働者」で、フルタイムではありませ
とあります。
で無給です」といいます。こういう違
ん。
反復更新して五年経った後、無期化
いがありませんかと、提起しています。
この「通常の労働者」は、日本的な
す る 際、 ど う い う 契 約 に す る か。「 た
これは有期無期の違いなのか、賃金
正社員の法律的表現です。雇用契約が
だ無期」という言葉がありますが、有
形態の違いなのか、あるいは企業とそ
終了するまでの全期間において、職務
期をただ無期にしただけのミニマムか
の従業員の近さの違いなのか。何の違
の内容や配置が変更されると見込まれ
ら、完全にぴかぴかの正社員になるマ
いがあって納得的に運用できるのかと
ないと通常の労働者ではないのです。
キシマムまで、実にさまざまな選択肢
考えています。この条文は、むしろ従
それを前提にパート法ができています。 があり、どれをとってもいいのです。
業員の方から要求される、あるいは労
これに対して今回の労契法は、単純に
法律上は違法でも何でもありません。
働組合から要求される条文というより
有期と無期を対比させています。若干
会社側に委ねられている、あるいは労
も、これからの企業が社会的に見て妥
つくり方は違いますが、ヨーロッパの
使に委ねられているのです。先ほどの
当な労働条件を形成していく中で検討
法律と同じように、有期を反復更新し
事例報告でもありましたが、その間に
すべき条文ではないかと思っています。 て五年を超えると無期になれるとして
会社の人材ニーズから制度をつくって
います。また、有期と無期の処遇につ
いくことが可能な仕組みとなっていま

い
て
不
合
理
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
す。必ずしもフレキシブルであること
ヨーロッパ的な非正規労働法制
はならないとしています。極めてシン
をめざしたわけではないのですが、日
濱口 立法政策の観点から若干の批評、 プルで、ヨーロッパ的です。
本的な法制度の中にヨーロッパ的な仕
コメントを加えます。
ところが、このヨーロッパ的な有期
組みを導入したことで、非常にフレキ
今回の改正労働契約法の特徴は、極
契約法制を、「通常の労働者」、あるい
シブルな、多様な選択が可能な法制に
めてヨーロッパ的な非正規労働法制で
は常用代替防止という概念が満ちあふ
なっていることを、念頭に置いたほう
あることです。それはどこかと申しま
れている日本の法制の中に放り込むと、 がいいのではないかと思います。
すと、有期契約の反対概念が無期契約
思わぬリパーカッションが出てきます。
では、ぎりぎりのミニマムの意味は
であることです。当たり前と思われる
何かを考えますと、結局、雇止めがで

きなくなることに尽きると思います。
労使にゆだねられる
雇止めができなくなるという意味では、
無期化後の契約
一九条と何の違いがあるのかという話
になります。細かい話になりますが、
一九条は雇止めができない有期が続く、
一方、一八条は無期になることによっ
て雇止めができない。どちらも一六条
の解雇権濫用法理のもとにある解雇は
当然できることになります。どういう
解雇ができるのかは、それぞれの雇用
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のあり方によって、さまざまな判断が
なされると思います。これが一八条、
そして付随的に一九条に係る話です。
二〇条についても、似たところがあ
ります。これも有期と無期を対比して
いますが、実はパート法との関係では、
複雑です。現在のパート法八条一項は、
通常の労働者と同視すべき短時間労働
者という形で差別禁止と言えるパート
労働者を絞っています。ところが今回
のパート法の改正案の新八条では、通
常の労働者とパート労働者に二〇条を
当てはめるという、不思議な形になっ
ています。二〇条は有期と無期なので
す。その規定はＥＵのやり方と同じで
すが、ＥＵのほうは、もろもろの判断
要素というのは入っていません。では、
ないのかというと、そんなことはない
はずで、書かなくても他の条件が等し
ければということです。
ところが、日本ではパート法は他の
条件が違うことを前提としてこういう
形になっています。やはりこの二〇条
も非常にミニマム、要はぎりぎり不合
理と認められるものであってはならな
いところから、マキシマムで言えばま
ったく同じ処遇まで非常に幅の広い対
応が可能な仕組みになっています。
その意味では、解釈論として裁判所
がどういう判断をするかということも
重要ですが、先ほど木下先生が言われ
たことですが、今は何が正しいか正し
くないかがよくわからないのです。む
しろこれからの五年の間に企業が、あ
るいは企業の労使がその中で話し合っ
て、より合理的な仕組みをつくってい
くことが、今後の判断の材料、枠組み、
基準になっていくと思います。
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菅野 二〇一二年改正労働契約法の全
体的な評価について、補足のコメント
があればお聞きしたいと思います。


無期転換前に
能力や成績考課 で 登 用 を
安西 一律に例外なく無期転換という
ことに無理があります。業種によって
対応できるところと、できないところ
があります。かえって、無期転換する
と不合理な結果を招来する業務や業態
もあります。
無期転換のリアクションとして、五
年でおしまいということを明白化する
企業もあります。もし、五年でどうし
ても終了とするなら私は、「施行日から
後の契約については『五年で終了』と
明示して契約書に入れなさい。次年度
は四年になり、三年になり、二年にな
っていく。そこは忘れないようにきち
んと契約に入れておく。そして、少な
くとも最後は年休が残ったら買い上げ
るように」と指導しています。
改正法では、更新期間のみで無期転
換になります。企業としては期間だけ
の無期転換には抵抗があります。そこ
で、能力や成績の考課による無期転換
を入れていくのなら、五年まで更新し
ていくと争訟になったとき問題なので、
四年間の考課で、いわば一年前倒しの
無期転換制として、正社員につなぐ登
用制度を整備する。考課の結果、登用
要件に該当しない人については、一年
の最終更新期間の合意として、五年の
終了条件の成立となる制度といったも
のも指導しています。
菅野 水口先生は無期が原則とする考
え方、要するに非常にヨーロッパの法
制に近づけたいような考え方をとって
いる印象を受けました。
これに対して濱口さんは、欧州の法
制を入れたいのだけれども、実際上は
無期と正社員は違うので無期だけとい
うお話でした。そういうものとして処
遇の仕方とかを柔軟に考えて、いろい
ろなものを考えればいいのではないか
というお話でした。この辺がすこし見
方の違いを感じたので、何かコメント
がありますか。


法の趣旨に反する更新の厳格化
水口 法律の立法過程や提案理由、国
会審議を素直に読めば、「恒常的に業務
があるのであれば、有期契約を無期契
約にしていきましょう」というのが改
正法の趣旨ということになります。
先ほど、単に五年を超えたことで無
期にするわけにはいかないという意見
がありましたが、無期転換ルールがで
きる前であれば、五年を超えて雇用を
継続したのに、この法律ができたこと
で、更新を厳格化するのは、法の趣旨
に反していると思います。
その際に、雇止めの合理的な理由が

ある場合には、雇止めができますが、
法ができた副作用として更新を厳格化
するのは、立法趣旨に反するものであ
り、裁判所は従前と同様に雇止めの合
理性を判断するものであり、雇止めの
合理性判断基準が緩くすることは、改
正法の趣旨に反してあり得ないでしょ
う。


平等を求めて立ち上がるのは
難しい
徳住 ここ数年の労働立法の手法の特
徴は、確立した判例法理を条文化する
傾向にありました。労働契約法の制定
がそうでしたし、今回の一九条がそう
だと思います。ところが、一八条と二
〇条は、判例にもみられなかった新し
い制度を創設しました。これまでの立
法改正の手法と異なる法律ということ
で、労働者側でも批判もありますし、
労働法学者にも批判があることは承知
していますが、労働弁護士としては、
これは使いものになるという実感を持
っています。
しかし、有期労働者がこの問題に立
ち上がるのは難しいのも現実です。た
とえば、昨年一二月にパート法八条違
反の判決がやっと一件出たぐらいで、
あの法律ができても活用されていませ
ん。
今回も、パート法ほどではありませ
んが、有期労働者が立ち上がることは
なかなか難しいのです。有期ですと雇
用が不安定で、平等を求めて立ち上が
ると、会社から雇止めされるのではな
いかと不安に怯えています。
今のところ、交渉で解決するのが一

番いいのですが、そうでない場合には
裁判に訴えざるを得ない局面が出てき
ます。その準備がパート法のときより
もずっと活発であり、近々全国的な裁
判が予定されていると聞いています。
木下先生に「大したことない」と言わ
れないように、二〇条を活用するたた
かいに取り組みたいと思います。
菅野 労働側は大変な意気込みのよう
ですが、経営側の弁護士として紛争の
多発化を予想するのか、それともいろ
いろな対応で大丈夫だという感じなの
でしょうか。


登用制度の整備が
雇止めの紛争の準備に

木下 私は紛争の多発化はあまり予想
しておりません。ただ、企業としては、
一八条については、今まで無期と言え
ば正社員だけだったのに、正社員でな
い無期社員を抱えるのは、今までにな
い経験です。その準備は企業がいま、
一生懸命なさらなければならないと思
います。正社員でない無期を抱えたく
ない企業は、五年以内の雇止め上限を
入れて、正社員に登用してもいい人は
正社員に登用するチャンスを与える。
正社員になれなかった方は、五年で雇
止めになるのを検討しています。
おそらく従前からの有期労働契約で
繰り返し更新の方で、この五年条件が
入って正社員にならなかった人、転換
ではなくて登用にあたらなかった人が
五年後ぐらいに裁判を起こす可能性は
あると思いますが、登用制度を整備す
ることにより、その人がなぜ正社員に
登用されなかったのかを明確にするこ
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とができ、雇止めの紛争の準備ができ
ると思います。
安西 私は逆に、中小企業では法改正
の内容を知らないことが多いので、人
事制度上の対応ができず紛争が非常に
多くなると思います。とくに、お掃除
など、中高年齢者を多く使っていると
ころで増えると思います。こういうと
ころは、対象のビルがなくなったり、
新しくできたりするので、業務量が不
安定で、入札制度もあって有期でない
とだめなのです。それが無期となり定
年まで雇用するとなると、大変な紛争
が起こる気がします。


のは法的な問題があるかということで
法に基づく制度を適用しなくてよい運
あります。更新上限条項について、先
用がされてきました。契約期限は合意
ほど触れていただきましたけれども、
で決めるものです。その決め方は、一
これについて法的にどういうふうに争
九条ができた後も生きていると思いま
えると思いますか。
す。ただ、純粋有期の典型である大学
徳住 労契法一八条の無期転換権行使
の非常勤講師などを中心とした方につ
を回避するための雇止めは、労契法一
いても、一八条が適用されることにな
九条の雇止め法理が適用され、雇止め
ったので、慌てて特別法が必要になっ
たと考えています。一八条、一九条は、 が濫用になるかどうかが問題となりま
す。その場合に一八条を回避する雇止
関係ないというのが私の立場です。
めであることが明確になれば、客観的
水口 先ほどから繰り返し述べたとお
に合理的な理由がないとみなされる可
り、恒常的業務がある場合には、無期
能性が高まると思います。
が原則というのが改正法の立法趣旨だ
と考えています。

この立法趣旨を実効化させる意味で
酷な選択を迫る不更新条項
一九条の雇止め法理が機能すると考え
問題は、労働者が不更新条項を合意
ています。雇用継続の合理的期待につ
した場合にどうみるかです。この合意
いても、有期契約を更新する可能性が
は、労働者に来期は更新しない、それ
ある有期労働契約で、かつ法律に五年
を認めるなら今回は更新するとの条項
経ったら無期に転換できることになれ
を労働者に要求するものです。労働者
ば、一九条二号の合理的な期待にも影
側からみると、次期は更新しないとの
響を与えると解釈すべきです。今後も
条項に判を押さないと今期で終わって
この五年無期転換ルールができれば雇
しまう、判を押すと次期で労働契約が
用継続についての合理的期待という労
終了することを認めたことになる。労
働者の期待は、法的にも強く保護する
働者は、大変酷な選択を強いられるこ
方向に動くのではないか、あるいは動
くように解釈すべきだと思っています。 とになります。
つまり、優越的な地位にある使用者

がそうした酷な選択を労働者に迫る意
五年超え手前の雇止め
味で、不更新条項の合意そのものが、
民法九〇条の公序良俗違反になる可能
性があります。
また、明石書店事件・東京地裁判決
は、不更新条項の存在を一九条の客観
的に合理的な理由の「総合考慮の一内
容」としましたが、そうした考え方も
あると思います。不更新条項の合意に
基づく雇止めについて、裁判所がやむ
菅野 実務上いろいろな問題があり、
文献でもたくさん議論されているのが、
五年超え手前の雇止めの問題です。審
議会などでも、かえって雇用を不安定
にさせるのではないか、それをどうや
って抑止するのかが議論されたと思い
ます。また、五年を超える手前での、
あるいは最初から不更新条項を設ける

を得ないと認めている事案は、例えば
次期までで事業閉鎖するので次期で雇
止めにする不更新条項の締結がやむを
得ないなどの事情がある場合です。他
方、事業そのものは継続的に存在しな
がら、契約を次期で打ち切る不更新条
項の合意は、一九条の権利濫用の「総
合考慮の一内容」とする明石書店事件・
東京地裁判決の考え方は、実務上今後
有力になると思います。


公序良俗違反とはいえない
五年手前の雇止め

安西 一八条と一九条は、まるっきり
違うと思います。一八条で無期転換す
ると、企業はずっと雇用保障しなけれ
ばなりません。企業はそこまでの覚悟
がなければ無期転換はできません。従
来は期間がありますので、更新を一〇
年間してきても、一年契約など有期で
すから、次の仕事がなくなったら雇止
めとなります。その場合には雇止めの
法理に乗るわけですが、今度はそれを
全部抜きにして、無期転換すると仕事
がなくなって雇用ができなくなったと
したら解雇となり、整理解雇の四原則
となると企業としては大変なことにな
ります。
無期転換ルールができて、会社とし
ても必要な人材がいるわけですから、
雇用をつないでいかなければなりませ
ん。その一方で、能力的にも業務内容
的にもそこまでの保障ができないケー
スもあるわけで、その場合には会社と
しては五年手前で無期化を阻止するよ
うになります。それが公序良俗違反か
というと、会社の経営、労働者の能力、
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一八条と一九条 の 違 い は
菅野 次に、一八条の無期転換ルール
と一九条の雇止め法理にはいります。
手短に一八条と一九条の違い、
趣旨・
目的の上での違い、あるいは法的効果
の違いについてお願いします。
木下 一八条と一九条は、まったく関
係のない規定だと思っています。
一九条は判例法理を純粋にリステー
トしただけで、すこし要件効果の点で
申し込み要件をつけていますが、それ
は契約を新設するための擬制と思って
います。一八条で新たに五年を超えて
更新したら無期転換権を発生させる制
度ができたからといって、雇止め法理
の内容が変わるわけはありません。五
年以内の雇止めが、権利濫用と言われ
る理由はまったくないと思います。
もともと有期労働契約には純粋有期
というカテゴリーもありました。あら
かじめ合意で有期の上限を定めたとき
は、たとえば、雇止めの予告など労基
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業務量の減少などに対応して労働者を
どこまで雇用できるかという経営判断
ですから、一概に五年手前で雇止めす
ることが、公序良俗違反とは言えない
と思います。本田技研の判例でも有期
雇用者の五年以内の雇用終了が最高裁
でも認められています。


無期化を乗り越 え る こ と で
格差是正を
水口 無期転換は会社としては大変だ
から、それを回避するため五年手前で
雇止めすると使用者側が主張しても、
裁判官は、そのことを「客観的合理的
理由」「社会通念上相当」の判断にあた
って、プラス要素として評価すべきで
はないと思います。それは立法趣旨に
反するからです。ただし、担当した業
務がなくなった場合であれば、それは
それとして雇止め回避努力などの判断
を今までと同様にすればいいのです。
それから、五年直前に、あるいは契
約当初からの不更新条項や更新上限条
項が入っている場合があります。五年
超え手前の場合に、不更新条項が入っ
ても、合理的期待の確定的な放棄とす
るのは本当に例外的な場合に限られる
と思います。
この点、東京地裁の明石書店事件仮
処分決定は、労働者保護の雇止めの判
例法理を、交渉力が劣位の労働者が使
用者と合意させられたからということ
だけで適用を排除するという解釈はで
きないと述べています。この東京地裁
の決定時点では、判例法理でしたが、
それが今や法律になったのです。そう
である以上、労働者保護の法律を労使

合意だけで適用を排除することはより
強く許されないと解釈すべきと思いま
す。やはり不更新条項があるだけでは
合理的期待を放棄したと解釈すべきで
はありません。実際、先ほど横浜地裁
の東芝ライテック事件を紹介しました
が、不更新条項が契約書にあったとし
ても、それは雇止めする予告であって、
雇止め時点で、合理的な理由があるか
どうかをさらに判断すべきだとしてい
ます。この論点は、判例も一番揺れて
いるところだと思います。
先ほど、無期化すると企業は大変と
いうお話もありましたが、そこを乗り
越え、正社員と有期社員の格差をどう
やって是正していくか、労使ともに知
恵を出しましょうというのが、この法
律ではないかと思っています。


これからも行われる
純粋有期の雇止め
木下 純粋有期では先ほど、大学講師
をあげましたが、数の上で一番多いの
は自動車や電機業界の期間工です。と
くに自動車業界は、先ほど本田の例が
ありましたけれども、業界あげて二年
一一カ月とか三年を使っています。三
年経ったところで雇止めになるときに
は、もちろん最初から三年の契約とし
て、一年以内の契約を反復更新して三
年以内の契約としているのですが、終
了時には満期慰労金などの退職金にあ
たるものを支給し、あるいは職務転換
の教育をしています。
さらに、自動車業界に戻ってきたい
人には、一定期間あけたところで戻っ
てきてもらうなど、実際には雇止めが

雇用量の調整に十分資してきま
した。景気動向を反映した指標
にもなってきました。これなど
は、わが国の産業界で、もう既
に確立したある種の雇用慣行と
言えます。それを否定すること
はできないと思います。それは
三年のところもあれば四年のと
ころ、五年のところもあります。
このようなことを認識しながら
やっていけば、純粋有期という
形で有期の雇止めはこれからも
行われていくのではないかと思
います。
菅野 今度は就業規則化の問題
です。就業規則の制度として、
雇止めや不更新、更新上限の設
定についてどう考えるかです。


更新上限条項への対応
徳住 有期雇用が継続している
途中で三年などの更新上限条項が就業
規則などで導入された場合、これは労
契法一〇条の労働条件の不利益変更の
合理性の問題だと思います。
他方、例えば三年とか、五年の更新
上限条項が、有期雇用契約を締結する
時点で既に就業規則に定められていた
場合、こうした更新上限条項の有効性
が問題となります。
契約自由の原則からみて、更新上限
条項は容認されるべきだという考え方
もありますが、私は、こうした更新上
限条項の有効性は、労契法七条を適用
してその合理性が判断されると考えま
す。事案によって、合理性がないと判
断される事案も出てくると思っていま

す。例えば、有期雇用の業務は恒常的
に存在しながら、有期雇用労働者を繰
り返し入替えている実績があり、さら
に一部の有期雇用労働者について選別
して継続雇用していたり、クーリング
オフ期間中も、何らかの形で雇用保障
しているとか、別の仕事を斡旋して、
六カ月後に戻るようにする、などの実
態がある場合には、労契法七条の合理
性がないと判断がされる可能性がある
と思います。


労働条件通知書に期間の明記を

安西 現在わが国では、入口規制をし
ていません。採用するときは採用の自
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由ですから、自動車業界では、二年六
カ月あるいは三年、はじめからそうい
う期間工として雇用することが許され
るのです。
労基法一四条で、有期労働契約の更
新雇止めに関する基準があり、それに
基づく告示で雇止めした場合の理由を
明示しなさいとあります。厚労省通達
で、 そ の 例 と し て 告 示 第 二 条 関 係 の
（ア）前回の契約更新時に本契約を更
新しないことが合意されていたため、
（イ）契約締結の当初から更新回数の
上限を設けており、本契約は当該上限
に該当するものであるため――という
ことが認められています。
先ほどの問題提起からいうと、就業
規則でまず上限期間についての期間の
定めがある。就業規則の定めがあるか
らといって、企業はそれだけで放って
おいてはだめで、労基法一五条では採
用するとき労働条件通知書を出しなさ
いとあります。通知書の記載事項には、
いの一番に期間の定めがあるかないか
を書き、二番目で、更新する場合には
更新の有無および基準を書きなさいと
あります。就業規則プラス労働条件通
知書、さらに労働契約書にも書くとい
うことが必要です。これは労働契約は
一人一人と会社との契約だからです。
そしてあらかじめ定めた「期間満了
でおしまい」という雇用終了のみでは
なく、そのような合意を明白にするた
め、労働者の方もそのことは承知の上
でしたよと言うためには、期間満了金
なり、あるいは年休の買い上げなり、
何らかのプラス・アルファを定め、期
間満了による終了の合意をはっきとさ
せておく必要があると思います。
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そして、その中間的な限定無期のあり
多くの会社では、有期雇用者に対す
方、さまざまな選択肢が企業には開か
る労働条件通知書について、人事が直
れている中で、もっともミニマムの選
接関与しないで、採用は現場の工場や
営業所で行うことが多いものですから、 択をしたときに、その法的意味は一体
この労働条件通知書の重要性を知らず、 何だろうかというのが先ほどのお話で
す。
雇用のパンフレットのように考えて渡
無期転換したことのぎりぎりのミニ
すこともあります。しかし、有期雇用
マムの意義を突き詰めていくと、それ
ですから絶対に期間を書かなくてはい
は結局雇止めができなくなる。つまり
けません。期間を書いていない労働条
そこで切るためには、たとえばこの仕
件通知書を渡すとそこで勝負がついて
事がなくなったという形での、少なく
しまいます。
とも合理的な理由を提示する必要があ
それから、また更新するときにも自
るというところが、ぎりぎりの違いに
動更新としないで、更新手続きを行い
なってくるという趣旨です。
労働条件通知書に期間を書いて、たと
木下 濱口先生のお話は大変よくわり
えば、三年で終了するならあと二年、
ます。転換無期は何ですかと聞かれた
あと一年、今回で最後ですよといった
ら、もう更新手続きしなくていいこと
形で、そこまで気をつけて交付するこ
ですと答えると、企業の方が納得して
とです。そうでないと、初めの「三年」
くださいます。
と書いたものを二年たっても、残り一
すでに安定した労働力として、毎年
年になっても「三年」と書いたものを
毎年あるいは六カ月にいっぺん、更新
渡すというのでは駄目です。人事の人
手続きしていたけれども、それをしな
はそういう第一線で実際に手続きを行
くてもよくなるだけで、ほかは何も変
う者がどうやっているかに気をつけて
わらないと言うと、「それならわかりま
いかないと、万一紛争になったとき裁
した」とおっしゃいます。これは非常
判で失敗します。
に納得感があります。

ただし、その場合、終身雇用になる
労働条件を変更しない
ので定年を定めておかないと、お年に
無期転換の意義
なって力が弱くなったから辞めてくだ
さいと言うことになります。
もう一つは、本当に驚くべきですけ
れども、有期の方は定年がないので、
今の労働力の情勢からいいますと七〇
歳を超えた方も相当数働いています。
たとえば、ビルのお掃除の方とか、ス
ーパーのレジ打ちの方とか、いろいろ
なところで働いています。
菅野 渡辺さんの報告の中で労働条件
はそのままにしての転換という回答も
随分ありました。労働条件を変更しな
い場合は、そもそも無期転換の実際的
意義は何だろうかということを濱口さ
んが提起されました。この点、何か補
足してご意見いただけますか。
濱口 ただ期間の定めがなくなる「た
だ無期」から、完全な正社員になる。



無期契約にも定年制は必要

ただ、これはごく例外で、やはり無
期転換したときには、濱口先生がおっ
しゃった「ただ無期」でも定年は決め
るものだと思います。定年については、
何歳がいいのか今迷ってらっしゃいま
す。なぜかというと、会社は定年を六
〇歳か六五歳だと思っています。とこ
ろが有期で既にその年齢を超えている
人がいて、無期になったらどうするの
ですかと言うのです。実は転換権の付
与ですから、その人たちが、辞めたく
なければ無期にならなければいいので
す。ずっと更新を続ける有期でいれば
いいのです。そういう意味では、労使
ともに、なるほどという落としどころ
をちゃんとみつけられるのではないか
と思います。
ただこれは周辺的業務をしている
方々の場合で、正社員に近い業務をし
ている若年の契約社員の場合は、企業
にとっても困難な問題があります。多
分、法律をつくった人はいわゆるフリ
ーターと言われている人たちの救済的
な手続として、あるいは労働条件向上
の手続としてこの法律をつくったのだ
と思います。ただ、実際に働いている
有期の方で、そういう人たちはそんな
に多くないところが多分、法律をつく
った方の思いあるいは労働側の先生方
の思いと会社側が現実に見ているもの
の違いではないかと思います。
無期になったときの終わり方として、
解雇しかないのは日本的な感覚からす
る と、 使 い に く い と 思 い ま す。「 も う
あなたは辞めてください」というより
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も、「定年になりました。おめでとうご

ざいます」と言うほうが、労使ともに
別段の定めのある場合の
安心感があります。定年制は無期契約
条件設定を
にとって必要ではないかと思います。
安西 私は、経営者がどのような労働
菅野 水口先生、労働条件を変更しな
い場合というのはどういう状態なのか、 条件で無期転換を受け入れるのかとい
う設定権が、条文上の「別段の定め」
労働側からみてどうでしょう。
の部分で与えられたのではないかと思

い
ます。
無期転換後の
別段の定めがない場合、たとえば有
労働条件維持に 役 立 つ
期社員で限定契約となっている場合、
水口 無期転換後の労働条件について
雇用の期間が無期になるだけで労働日
は、無期転換した後に労働条件が低下
数も、そして職務も労働時間も賃金も
するとの相談もあります。
同じままということです。しかし、別
制定前、労働組合のほうは、「正社員
段の定めがある場合には、こういう業
化じゃない」と批判していたのですが、 務については無期転換となる場合には
原則として労働条件は有期のままとの
従前の限定日数ではなくて所定日数勤
改正法は、実際の相談では、無期転換
務してもらわないと今後の雇用保障上
後に、あるいは無期転換ないし雇止め
困難があります。あるいは、職務限定
の後の労働条件を維持することに役立
ではなくて包括契約で他に異動や配置
っています。
ができないというのでは無期雇用とし
賃金、たとえば時給を減らすとか、
ては困ります。また、時間給ではなく
さまざまなケースがあります。もちろ
て所定期間の賃金としての月給制にな
ん就業規則が改正される場合には、原
りますといった定めです。無期転換が
則としては労契法七条の合理性でいく
強制される経営側としては、無期雇用
のか一一条の合理性でいくのかという
者として将来も雇用の継続が経営的に
問題があります。しかし、有期労働条
も可能なように「別段の定め」によっ
件のままとの改正法の定めは、無期転
て条件を設定することが認められてい
換あるいは雇止め後の労働条件を維持
るのではないかと思います。
する方向で働いていると思います。
これに対して、そういう条件での雇
正社員就業規則で「この就業規則は、 用は嫌だとなると、その人は無期転換
従業員に適用する。ただし、有期社員
できないという問題になり、別段の定
については別に定める有期社員就業規
めがあろうとなかろうと同一労働条件
則を適用する」と定められている場合
で無期になるのだ、無期になった後で
には、無期転換労働者に正社員の就業
使用者が労働条件を変える申込みがで
規則が適用されることになります。
きるのであり、労働者の合意がないと
駄目なのだとの考え方もありますが、
私はそうではなくて別段の定めという

のは、条文上明らかなように無期転換
の労働条件としていきなり別段の定め
になるのです。一旦、同一条件で無期
になってその後で、別段の定めとして
条件の変更としての同意を得て次は変
わるのだというのでは、労働者の同意
がなければ、無期雇用としては不適当
な勤務に、定年まで変更できずに雇用
しなければならないというのでは不合
理なことになります。私は、無期転換
の申出ということにより使用者は無期
契約労働者として、新しく雇うことに
なるので、労契法第七条の適用と考え
ています。
徳住 無期転換権ルールは、わが国の
使用者に対する、「有期のままずっと使
うことは、駄目ですよ」というメッセ
ージだと思います。無期転換権を行使
できるまでの期間が、さまざまな議論
の末に五年になりました。制度は違い
ますが韓国では上限期間を二年として、
それを超える場合は無期雇用とみなす
制度が導入されました。その結果、二
年を迎える時点で雇止めが頻発するな
どの事態が生じたようですが、韓国の
実例などを踏まえて五年になりました。
この五年という案はよく練られた案で、
結果的には正解だったと評価できます。
五年という有期雇用期間の長さは、そ
の間で使用者は労働者の労働能力や勤
務態度を適切に評価する時間を与えら
れたことになります。五年も雇用した
ことにより、会社としては、無期雇用
契約に転換しても問題ないと判断する
のに適切な期間だと思います。先ほど
の渡辺さんの報告にあったように、無
期への転換制度を導入する企業が増え
ているのもそうした実情があるからだ

と思います。


正社員に近づける
労働条件の確保を

問題は五年を過ぎて無期転換した後
の労働条件です。今回の立法化にあた
り、労働者側は無期みなし制度の導入
を主張したのですが、無期転換した場
合、労働条件は原則引き継がれるとい
う話から、無期転換申込権ルールの導
入を認めた経緯があります。
無期転換申込権ルールの導入は、「無
期のままずっと雇用することは認めら
れませんよ」というメッセージを使用
者に告げるとともに、正社員と有期社
員のもっとも大きな差異である雇用期
間の差異を取り払って、できるだけ待
遇や労働条件を正社員に近づけようと
いう立法趣旨であると理解しています。
無期転換後に、原則は同じままですが、
正社員との待遇や労働条件の格差を無
くすために、「別段の定め」により、無
期転換後の待遇や労働条件の改善を期
待しているのが立法趣旨だと思います。
無期転換後、給料が上がる、賞与が支
給される、正社員に支給されていた手
当をもらえる、そうした改善が一切だ
めではなく、許されることを前提とし
て、労働者側は、「別段の定め」が入る
ことを許容したのです。つまり、無期
転換後も同じ待遇や労働条件であるこ
とが原則であるが、「別段の定め」があ
る場合はそれによるとの例外を設けた
のです。原則と例外をきちんと押さえ
る必要があり、原則は同じ条件である
ということを押えておく必要がありま
す。
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有期労働者と正社員との間で、雇用
側は使用者の使いやすいほうだけの別
形態による差別の根拠となった
「期間」 段の定めを入れたい。労働側は労働側
の差異が取り払われるのであり、私は、 の要求をしたいということで、そこが
使用者も、無期転換後の労働条件につ
今の双方の議論だと思うのです。同じ
いて、ぜひ正社員に近づける労働条件
ことを別の面からみているのではない
を確保してもらいたいと思っています。 かと思います。
また、そうすることが今回改正の立法
菅野 実務上大切なのではっきりさせ
趣 旨 で す。
「別段の定め」が就業規則
ておきたいことは、ある企業が、労契
で定められている場合、労契法七条お
法に対応するため、有期から無期に転
よび一〇条のいずれの適用があるかと
換した後の処遇についてある体系をつ
いう問題がありますが、私は、労働条
くる、つまり新しいカテゴリーの労働
件の不利益変更が生じることから労契
者をつくることを就業規則で決め、そ
法一〇条が適用されるべきだと考えて
の後に有期で入った人について、この
います。
就業規則を適用するというのは、労契
法上のどこに当たるのかです。

水口 その場合には、七条ということ
別の側面から 
になるように思います。
同じことをみて い る 状 況 に
安西 その場合、そのようながっちり
木下 有期から無期になったときには、 としたものを決められればよいのです
正社員に近づくことを、徳住先生がお
っしゃったのですが、確かにそういう
感覚を日本の企業は持っていると思い
ます。正社員に近づくから、たとえば
手当や福利厚生を上げてほしいという
のが労働側からの要求ですが、逆に使
用者側からは、だから有期のときは限
定していた仕事の範囲や勤務場所を、
範囲の特定を取って、いわゆる人事権
条項を入れて、転勤や出向にも応じて
もらわないと無期ではやっていけませ
んとなります。
実は、同じことを考えていて、同じ
ことをそれぞれ自分の立場から、もし
かしたらこの別段の定めについて主張
しているのではないかと思います。そ
うなると、いや、両方とも入れればい
いじゃないかと思うかもしれませんが、
コスト論とかいろいろあって、使用者
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ます。
逆に申しますと、この限定正社員に
対してもちろん肯定、否定、積極的、
消極的、いろいろな議論があるのです
が、あまりこれに消極的な議論をして
しまいますと、先ほど、安西先生が言
われていたような、まさに雇用保障し
なければならない、そこまでの保障は
できないからその前で切るしかないと
いう議論を導き出すことになりかねま
せん。逆に、いやそうではない、さま
ざまな可能性があることを、世の中に
示していくほうが、この法改正の意義
を社会にプラスの方向に生かしていく
上では、重要なメッセージになるので
はないかなと思います。
菅野 限定正社員については、組合の
側からは非常に警戒的な目といいます
か見方がなされているような感じもし
ます。徳住先生、いかがですか。


限定正社員の
提起の仕方が混乱を招く

が、私は中小企業の経営者には、「無期
転換後の労働条件は会社が決定して通
知する」というような定めでもいいの
ではないかと指導しています。また、
無期転換にあたっての労働条件は本人
と協議して定めるということでもいい
のではないかと言っています。それも
自動的な同一条件ではなく、法律上の
「別段の定め」となると解しています。
菅野 私がはっきりさせたいのは、七
条であるとともに一八条の別段の定め
もあるのではないかということです。
木下先生、どうですか。
木下 有期から無期になったときの条
件が決まっているという意味では、も
ちろん一八条の別段の定めで、採用時
に全体の体系で定めている意味では七
条だと思うのです。今度の法制度のよ
うな対応ができた後に雇われた人にと
ってみれば、一〇条の問題は生
じないと思います。

限定正社員に対する見方

徳住 限定正社員の今回の提起の仕方
について、濱口さんも批判されていま
すが、解雇と直結して議論が進められ
たのは大変不幸なことです。
私は、正社員の多様化を全面的に否
定するものではなく、将来的には正社
員の複線化は、考慮しなければいけな
い問題だと思っています。今回の限定
正社員の提言は、限定正社員について
解雇が自由になるという仕組みと結び
付けられて提言されたために、労働者
側に拒絶感が広がりました。
無期転換後の労働条件について、正
社員との差異を設ける根拠とされた



濱口 限定正社員はもう数年前
から提起され、各企業レベルで
もいろいろな形で実践されてい
ます。ただ、労働契約法で、「た
だ無期」から完全な正社員まで
さまざまな選択肢が開かれたと
いうこと、それがあと五年のう
ちに準備しなければいけないと
いう期限が切られた上で、しか
もいろいろなことができるとい
う状況に置かれたことが、この
限定正社員をむしろ前向きの企
業の戦略として取り組もうとい
う議論に拍車をかけたとみてい
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「期間」についての相異が無くなるの
で、労働条件は正社員に近づくものと
思っていましたが、安西先生や木下先
生のお話を聞きますと、使用者は、無
期転換労働者を使いやすいように、定
年制や人事管理の施策を持ち出してき
そうです。無期転換後の労働条件につ
いては、無期の雇用形態がどうあるべ
きかをめぐる労使交渉や職場での運用
などにより、ここ数年で次第に形成さ
れていくと思います。
労働者側は、無期に転換されたから
定年制はなく、無限に働けるとは思っ
ていませんが、「別段の定め」をめぐる
労使の攻防が今後、続くとみています。
「特段の定め」が設けられた後に雇用
された有期労働者に関して、五年後に
無期転換権行使後の労働条件が、「特段
の定め」により不利益に変更された場
合、その合理性の判断には労契法七条、
一〇条のいずれが適用されるのかの問
題提起が、先ほど菅野先生からされま
した。そのような問題設定では、私は、
労契法七条の適用問題だと思いますが、
有期雇用として採用され後に「特段の
定め」が設けられた場合は、労契法一
〇条の適用問題だと考えています。
有期労働契約のときの労働条件が、
無期転換後に「特段の定め」により不
利益に変わる場合、労働条件の不利益
変更の問題を内包していますから、労
契法一〇条で判断すべきと考えます。
少なくとも、労契法一〇条を類推適用
し、その判断要素を総合考慮して判断
されるべきだと思います。


正社員の手前の
準社員的な考え方
安西 先ほど水口先生が言ったように、
ちゃんとした規定がないと、いきなり
正社員の就業規則の適用という可能性
もあります。正社員と有期雇用との間
に中間的・準社員的な雇用体系、これ
を限定正社員というかどうか別にして、
このような社員制度を定めたものが就
業規則としてなければ、無期社員の活
用は難しいのではないかと思われます。
そういう意味で、ここは就業規則が要
るのではないかと考えるわけです。
菅野 その場合、中間的・準社員の実
際上の意味は何ですか。
安西 実際上の意味は限定正社員的な
ものです。退職金なしで、定年は同じ
ように導入する、それから人事考課あ
るいは昇進・昇格には一定の限度があ
って、そしてある一定の選考をクリア
した人には今度は正社員という方向に
なるものです。先ほどの発表にありま
した三越伊勢丹の例であれば、正社員
の手前のメイト社員的な考え方です。
そういう社員体系が必要なのではない
かということです。
菅野 非常にセンシティブですけど、
雇用保障はどうなるのですか。
安西 雇用保障については、雇用の入
口が違い、もともと雇用調整的雇用の
入口から入ったものですから、整理解
雇四要件の適用ではなく、むしろ日立
メディコ型であって終身雇用を期待す
る人とは違うのです。そこで、不況で
雇用調整の必要な経営状況に落ち込ん
だときの雇用調整の順序は、純粋有期、

企画提案をする企業があります。企業
次に無期転換社員、そして正社員とい
う順序になるのではないかと考えます。 の性格もあり、管理的な仕事以外はほ
とんどが契約社員でした。この法律の
菅野 そこについては、水口先生、一
前から、定着してもらいたい能力の高
言ありますか。
い人は正社員化していました。しかし、

その人たちはやはり管理的な仕事には
属性による個別判断を
移りたくないのです。クリエイティブ
な仕事を続けたいのです。そういうと
き、業務を限定した正社員になったと
きに、賃金体系などをいわゆる総合職
と呼ばれる人とどう変えるかを議論し
ました。仕事が限定で、自分の得意と
する分野で仕事ができるなら、給料は
それ以外の人とどれぐらい違っていい
のかを会社の人と一緒に考えました。
「 人 事 の 仕 事 を し な く て い い な ら、
いくら給料が下がってもいいか」と質
問をしたら、みんな幾らぐらいと言い
水口 まず無期転換後になったすべて
が限定正社員とは限らないのです。と
くに、中小零細企業でみると、大企業
のように正社員と有期社員で明確に業
務が分かれているのではなく、業務は
あまり変わらず、ただ労働条件が違う
のが実態かと思います。その点も目配
りが必要と思います。
中間的準社員、あるいはジョブ型正
社員ということで一律に、雇用保障、
解雇規制が緩くなったり厳しくなった
りするわけではないと思います。
結局、それぞれの労働契約の趣旨
や労働者、その企業の規模とか属
性によって個別に判断をすること
になると思います。
菅野 限定正社員は、改正労契法
を生かすことを考えていくと、避
けて通れない問題です。やはり企
業の好事例を調査して提示してい
くのが大事ではないかと考えてお
ります。経営側の弁護士先生で、
こういうのはいいアイデアだとお
感じの限定正社員の使い方はあり
ますか。

総合職とは異なる給与体
系を
木下 私が関与している企業では、
非常にクリエイティブな仕事をし
ていて、お客様向けにいろいろな
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ました。やはり仕事が限定しているこ
それからもう一つは、先ほどの三越
とについては、いわゆる総合職と違う
伊勢丹型の社員体系です。同社ではこ
給与体系を考えないと企業の中で不公
ういう多様な働き方に応じた活用制度
平感があると思います。
を昔からつくり上げてきたこともあり、
限定した仕事ですから、その仕事が
比較的うまくいっていると思います。
なくなれば企業の業績云々の、いわゆ

る整理解雇四要件の第一条件ではなく
日本における「ジョブ」とは
て、そのお客様、自分が得意としてい
水口 ジョブ型正社員については、非
る業務分野のお客様からの受注がなく
なれば、やはり退職を余儀なくされる。 常に興味深いと思います。その危険性
については、先ほど徳住弁護士が指摘
本人も余儀なくされるし、会社も退職
したとおりで、ジョブ型正社員が解雇
してもらわないと困る。つまりほかの
緩和の問題として議論されているのは
仕事に向けられないという制限がある
不幸なことだと思います。
と、やはり解雇に関する考え方は通常
もう一つ、ジョブといっても、たと
の正社員とは違うと思います。
えば、高度専門職的なジョブの場合も

あれば、一般的なジョブの場合もあり
有益な登用無期 型 の 検 討
ます。この点が混乱して議論されてい
るように思います。もっと日本におけ
る「ジョブ」とは何だろうかというの
を突き詰めて考えていくべきではない
かと思います。
濱口先生の本を読むと、やはりジョ
ブというのは普通の「職務」のことな
のです。その意味では日本での今まで
のジョブ、職務の扱われ方、それから
地域限定の扱われ方、労働時間の扱わ
れ方を、ジョブ一般ではなくて、日本
の現実の中ではどういうふうに機能し
ているのかを考える必要があります。
日本では、「ジョブ」というのは一方的
に使用者が労働者に、「これがあなたの
仕事」として決まってしまう恣意的な
ものなのではないでしょうか。これは、
労働組合と使用者が産業別労働協約で
合意をするヨーロッパ的な「ジョブ」
ではないと思っています。
昔はジョブを多能工化することが日
有期から無期に、そのタイプの正社
員がなると、総合職型の正社員よりは
業務の範囲が狭い分、賃金体系はやや
低目、ジョブセキュリティーもやや低
目、けれども、有期の雇用不安はない
タイプの仕事の人たちがこれから増え
てくれば、まさに限定正社員の実例に
なると思います。
その会社は今、転換無期型ではなく
て登用無期型を検討していて、総合職
的な完全な正社員と、転換して正社員
になるタイプの限定正社員型と、有期
という三本立てを検討しています。こ
ういう検討は改正法に基づいた有益な
検討ではないかと思います。
安西 木下先生がおっしゃったように、
企業はいきなり正社員にするわけには
いきません。無期転換から正社員、そ
こは登用制度という形で対応していく
ものが多いのではないでしょうか。
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提案しました。しかし、有期社員は、
雇止めが怖くて申立てを躊躇するので
す。「 先 生、 本 当 に 大 丈 夫 で す か 」 と
聞かれ、「絶対大丈夫」とは残念ながら
言えないのです。雇止めをされても勝
てると思いますが、労組の強力なバッ
クアップがないとなかなか声を上げら
れないというのが、実態です。


あまりない有期無期の
違いで決まる労働条件

本的雇用システムの強みと言われてい
たのが、今はそうではなくなってしま
っている意味を、少し掘り下げて検討
すべきではないかと思います。
安西 解雇の問題が解決しない限り、
無期転換といっても、期間がなくなる
と後は解雇しかないので、そこを何と
かしようというのがジョブ型雇用であ
り限定正社員ではないかと思うのです。

労働条件の不合理な相違の禁止

木下 有期無期の違いで労働条件に不
合理な差異をつけてはいけないという
ことですが、有期無期の違いで決まっ
ている労働条件は幾つありますか、と
いうことを企業に聞いています。
この労働条件はなぜ、こういうふう
に決まったのか説明する中で、有期無
期の違いだけと言えるのは、どこにあ
りますかということを、今回の法がで
きたときに、いわゆる棚卸しをしても
らったのです。それぞれの労働条件は
仕事の仕方、採用の仕方、あるいは転
勤の仕方という範囲に入ってきて、有
期無期の違いだけというのはあまり認
められません。
有期ということで差別的と訴えられ
ているところもおそらくは純粋有期型
というよりは有期の更新が重なって、
実質的には無期に近づいているのに、
入口の契約形態が違うから、それが引
きずられているような事例がほとんど
ではないかと思います。ですからわが
国の雇用慣行として、有期だからこう、
無期だからこうというのは果たしてほ
んとうにあるのかと思います。
むしろ、パートタイム労働法もそう



水口 労働条件の不合理な相違につい
て、諸手当や待遇の格差に関する相談
を受けています。例えば、いまだに、
防じんマスクや安全靴を正社員は無料
で配布するが、有期社員には有料で買
わせている企業もあります。これはど
うみても、二〇条の不合理な差別なの
ではないでしょうか。
不合理性の判断枠組みについては、
それぞれの労働条件の種類、基本給な
のか手当なのか、あるいは安全衛生な
のかなど個別労働条件、待遇、格差の
程度、勤務など、個別の労働条件に応
じて、それが不合理であるかどうかを
個別的に判断されると思います。
相談例を紹介しますと、都内に複数
の事業所を有する会社で、もう五年ぐ
らい正社員を採用しておらず、有期社
員ばかり。そこの有期社員は社員と同
じ公的な資格を持っていて、正社員と
まったく同じ働き方をしているけれど
も、正社員は住宅手当二万五〇〇〇円
が支給されるが、有期は五年、一〇年
勤めても一切支給されないという相談
があります。是正を求めても拒否され
る。それでは労働審判を申立てようと

Business Labor Trend 2014.6

特集―有期労働契約法制の新たな展開

徳住 私はそんなに難しく考える必要
はないと思います。無期の人には防じ
んマスクや安全靴を支給し、慶弔手当
を支給しながら、有期の人には支給し
ない。無期と有期とのこのような相違
は、木下さんがおっしゃるように、「有
期だから出さないのですか」という観
点から見ると、証明不能だと思います。
しかし、労契法二〇条は、有期と無
期の間に労働条件について相違があり、
それが不合理かどうかだけを考えなさ
いと定めてます。一方には出して、も
う一方には出さない、これだけで、不
合理かどうかを考えればいいのです。
この不合理の争点は、福利厚生・安全
衛生などの周辺的な労働条件から次第

ですけれども、正社員のようにフルに
で、具体的に吟味していかないと、ほ
に賃金・賞与・退職金などの重要な労
働かないから、働き方に限定がある、
んとうに不合理かどうかわからないと
働条件に遷移していくと思います。遷
時間の限定、勤務場所の限定、職務内
思います。たとえば、通勤手当の支給
移した段階になると、安西先生や木下
容の変更の限定があるから、それに対
要件を考えた場合、三カ月または六カ
先生がおっしゃった問題が浮上すると
応してこのような条件というのが多い
月の定期券代の実費だとして、この期
思います。例えば、賞与について、会
ように思えます。
間に勤務することを前提としています。 社は儲かっていて正社員には多くのボ
そうすると、結局労働条件は組み合
そうすると、短時間や週三日しか勤務
ーナスを出すのに、有期には出さない。
わせというまさに交渉の結果ですから、 していない人についても、三カ月定期
これは、一〇〇かゼロかでわかりやす
労働者からみて不利と思うものだけを
券代の要件で支給するのかという問題
いのですが、これが、支給額が正社員
取り上げて、そこが違うといって主張
があります。そういう場合は、日割な
一〇〇に比して、有期雇用労働者がそ
されると、いや、それは別な労働条件
の
か
、
時
間
割
な
の
か
と
い
っ
た
問
題
も
あ
の二〇～三〇しか支給されないときに、
とのトレードではないかということで
り、いったい通勤手当とは何かという
不合理的かどうかの判断は、さまざま
紛争になると思います。
ことになってきます。
な判断要素を考慮する必要がります。
二〇条は、今までの条件を改善しよ
こういう具体的な吟味をしていかな
判断要素として、職務の内容と配置の
う、法の力で、請求権の力で改善しよ
いと、単純に不合理と認められること
変更を判断要素としながら、具体的に
うという方向には、難しい規定ではな
にはならないと思います。これらは条
は、職務の内容、相異の程度、働き方、
いかと思います。むしろ人事の方に、
文では「その他」の要件のところに入
勤続年数など考慮の対象になると思い
これから条件をつくるとき、こういう
るのかと思いますが、そこは吟味しな
ます。
条件の違いはどうしてですかと聞かれ
ければいけないと思います。
「 そ の 他 の 事 情 」 に つ い て、 通 達 は、
たときに、合理的な説明が求められる
「合理的な労使慣行などの諸事情」を

ようになった規定と考えていただきた
あ げ て い ま す。「 合 理 的 な 労 使 慣 行 」
有期と無期の間の差異で考える
いと思います。
を不合理性判断にどのように取り込む
のかは、理解できません。労契法二〇

条の不合理性の判断は、今後の労働組
具体的な吟味な し に
合の取組み、労使の交渉での是正の内
不合理とはなら な い
容等により、どの範囲までが不合理か
の判断が、社会的に次第に形成されて
いくと思います。労契法二〇条の労働
条件の相異の不合理の判断については、
当面は、無期労働者には出して、有期
労働者には出さないことが不合理なも
のではないといえるかどうか、端的に
判断すればいいと思ってます。
木下 住宅手当などについては、たと
えば、地域限定をせずに全国全世界転
勤を前提として採用している総合職に
は、社宅制度と住宅手当制度があるけ
れども、勤務地を限定している、つま
安西 ひとつは、労働契約法は無期と
有期、パート法は通常労働者と有期労
働者、その両者で労働条件が違うのは
当然で、従来の判例からいうと、その
間には同一労働同一賃金の適用はない
と言われています。ですから、菅野先
生が言う不合理であってはならないと
いう公序良俗違反のぎりぎりの線とい
うのは、私は適切じゃないかと思いま
す。
もう一つ、今、木下先生がおっしゃ
いましたように、一律にはいかないの

り転居を伴う転勤のない一般職には出
さない会社は結構あります。
有期無期の差異を考えたとき、有期
の社員が地域や仕事が限定されていて
転勤がない。契約の間には転勤がない
のが普通だと思いますが、そうなると
比較すべき無期の人は正社員のうちの
一般職とすれば、そこには支給の対象
になっていない正社員がいるというこ
とは十分考えられます。
誰をベンチマークにして違いを考え
るのかというのが、この二〇条の問題
では重要だと思います。誰をベンチマ
ークにするか、どの状況をベンチマー
クにという、どの条件を対象にという
ことで常に考えていかなければいけな
いと思います。
正社員も、コース別があり、エリア
正社員というのは既にかなり多くの企
業で導入されています。そんなことも
各企業の対応を決めていくのではない
かと思います。
いずれにしても、こういう議論はど
うしても大企業中心の目線で、中小企
業の方々ですと、その辺をあまり意識
せずになさっているのではないかと思
います。そもそも中小企業の場合の正
社員の雇用保障はどのぐらいなのかと
いうこともあります。これからも企業
規模による労働法の現実の適用の問題
というのは考えていかなければならな
いのではないかと思います。


求められる説明責任と
社会的納得性

菅野 一言だけ言うと、不合理という
のはどういう程度のものと考えるかは
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別にして、やはり企業としては、その
労働条件が低過ぎるとか悪過ぎると主
張する有期契約労働者がいる場合には、
その違いがなぜなのかを説明しなくて
はいけなくなったということかと思い
ます。その説明がどのくらい社会的に
納得性が得られるかという感じかと、
簡単に言うとそんなことではないかと
思っています。
安西 訴えるというお話もありました
けれども、二〇条でどんな訴えをする
のか。単に「不合理と認められるもの
であってはならない」という規定のみ
では、裁判所としてもどうしようもな
いのではないでしょうか。したがって、
この規定からいうと、宣言的、訓示的
規定であって、労使の労働条件設定の
方向性を定めた政策的規定で、法的効
力はないのでないかと思います。
もし、法的効力があるとしても、具
体的請求権ではなく、このような方向
で労働条件を決めなかったので、それ
が悪かったとして、せいぜい慰謝料ぐ
らいという気もします。そして、労使
で不合理と認められないものを決めな
さいということになります。そのあた
りが、非常に訴訟法的に不透明な条文
です。それをどうこなしていくかとい
う問題があるかと思います。
水口 私は、この論点については、勝
てれば損害賠償であろうと何であろう
と良いと思っています。
それが違法と判断されれば、その後
は、問題解決には集団的労使関係で本
来解決すべきことでしょう。司法判断
は、そのひとつのきっかけでしょう。
ただ、二〇条が訓示規定で法的効力
がないとの意見は、立法者意思に反し
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やはり機能しませんでした。パート法
ています。立法趣旨を裁判所は無視で
を改正して労契法二〇条と同じものを
きないでしょう。細かな法技術論は別
入れるという話になっています。そう
として、チャレンジ的な提訴をしてい
なると、改正パート法と労契法二〇条
くべきと思います。
で、安西先生がおっしゃるように、単
確かに、菅野先生がご指摘されると
なる訓示規定か、あるいは、われわれ
おり、非常に漠とした規定ではありま
が考えるような補充的効力（補充的解
す。私は労働条件の相違、労働条件の
釈）のある無効なのかの問題が浮上す
種類ということでいろいろなバリエー
ると思います。労契法二〇条違反の法
ションが考えられると思います。たと
えば、労働条件の中にも職務関連給付、 的効力については、これらに関する裁
基本給とかそういうものが中心になる。 判が提起される段階に来ているので、
早晩司法的決着をみると思います。
でも職務にあまり関連しない給付、こ
安西 パートタイマーの雇用管理は、
れは手当類が含まれていると思います
結構うまくいっていると思います。現
が、そういうような労働条件の性質と
行でも無期パートの人はわりあい多く
か格差の程度、それを合理性があると
い ま す。「 在 り 方 研 」 が、 何 で も か ん
言える程度を個別的に判断して、合理
でもばさっと有期雇用全体に網をかけ
性があるかどうかを判断すべきだと思
たものですから、有期雇用者の半分以
います。公序良俗に反しているかどう
上を占めるパートには無期転換制度と
かは、非常に高いハードルを課すよう
いった強制的なものはかえって混乱を
に思えます。二〇条に書いてあるとお
生じます。ほんの少しの契約社員や嘱
り合理性があるかどうかをみていくと
託社員といった正社員志向の労働者を
いうことでしょう。
対象に、問題のないパートまで巻き込
実は、解雇権濫用法理の条文でも、
んでこんな無理な法律をつくったので
普通に読めば、何を書いてあるかよく
はないかというのが私の基本的な認識
わからない漠然とした規定です。しか
です。
し、これが判例の蓄積の中で機能して
パート労働法は、行政指導法です。
きたわけです。二〇条もそういうふう
労働契約法は民事法で、行政は「民事
に成長をしていくのではないかと考え
不介入」なので、パート法は労働契約
ています。
法の特別法ではないかと思います。

今のパートの雇用問題について労働
高齢法、パート法など
局の雇用均等室が中心となる行政指導
関連法制との関係は
で結構うまくいっているし、むやみに
五年で切るのは、パートではあまり行
われていないと思います。しかし、一
方において仕事の繁閑がありますから
パートタイマーとしてずっと有期雇用
でいける仕組みであるべきと思ってい
徳住 パート法が成立したときはそれ
なりに評価しましたが、すごい使い勝
手が悪く、実際、八条に該当するよう
な事例をほとんど見出すことができま
せんでした。九条以下も、訓示規定で、

ます。
木下 パート法と労契法の違いといい
ますか、結局、働く人のマーケット、
それぞれの法律が向いているマーケッ
トが違うと思うのです。
パート法の向いているマーケットは、
社会保険非加入レベルで働く、扶養控
除の範囲内で働く人が一番典型的な対
象者であると思います。
そういうマーケットの人は正社員に
なりたいとは普通思っていません。た
だ、そういう仕事しかないから、その
仕事に就いている人が増えたとも言わ
れています。たとえば、ダブルジョブ、
トリプルジョブで生活しているシング
ルマザー、あるいは、卒業するとき正
社員になれなかった若年者などですが、
正社員になれなかった人で、今就いて
いる有期労働の仕事で無期になりたい
とは普通思っていないはずです。
その仕事で無期になりたいのではな
く、別な仕事で正社員になりたいけれ
ども、いま仕事がないからやむなく有
期でこの仕事に就いているという方に
とって、一八条はあまり救済にはなり
ません。二〇条やパート法八条も、企
業はマーケットの違いを意識した人事
管理をしているので、違うマーケット
の人に同じ仕事をさせることはしてい
ないのではないかと思います。ですか
ら、今までパート法八条の問題があま
り出てこなかったと思います。
今後、法律の適用を考えるとき、こ
の法律はどのマーケットに向けた法律
なのかを企業の方も理解して対応する
ことが必要ではないかと思います。
濱口 民事法か行政指導法かに線を引
くのはあまり意味がないと思います。
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具体的な紛争を裁判所に持っていった
ときに、どっちの判決が出るかという
観点で議論されていますが、決め手は
ないというのが正直なところだと思い
ます。
納得できる説明ができないのは駄目
だというぐらいだと思うのです。ただ、
裁判官がどう判断するかという裁判規
範の議論は別として、職場の行為規範
としての議論は、現実の職場でどうい
う納得のできる、いわば合理的な格差
のある処遇体系をつくっていくかとい
う観点が重要です。そうすると、これ
は単に有期と無期だけではなく、たと
えば、先ほどの三越伊勢丹で言うと正
社員とメイト社員とフェロー社員のな
かで総合的に納得性のある仕組みをど
うつくるかという話になると思います。
そういう意味から言うと、先ほど水
口先生が言われた集団的労使関係の中
で納得性のある仕組みをつくっていく
かというのが、実は非常に重要な話に
なってきます。行政が指導するかどう
かはとりあえず別として、具体的な現
場の労使が取り組む話としては、むし
ろそちらのほうが重要な課題ではない
かと思います。
菅野 最後にパネリストの皆さまから、
言い足りなかったこと、補足したいこ
と、あるいは今後の労働契約法につい
て、会場においでの方々へのメッセー
ジなどお願いします。


今後の派遣のあ り 方 を 懸 念
木下 今年もいろいろな労働法の改正
が続きます。とくに派遣法の改正は影
響が大きいと思います。別なところで

もお話しましたが、今回の派遣法の改
正は、派遣が使いやすくなる法律とは
思っていません。今回の派遣法と労契
法の組み合わせを考えると、無期の派
遣労働者で登録型という変なかたちが
出てきてしまうのではないかと考えて
いて、今後の派遣のあり方について心
配しています。


やりがいのある仕事をしてい
くシステムの労使確認を
水口 新しくこれから社会に出て働く
人たちに、どういう雇用制度を用意す
るのかというのは、労働組合と企業の
社会的責任だと思います。その意味で
は経済効率性も必要ですし、経済状況
が変わっていることもそのとおりです
が、やはり若者が安定して働いて、や
りがいのある仕事をしていくためのシ
ステムをどう維持していくかを労使と
もに真剣に考えることを双方が確認し
ていかなければいけないと思います。
その一環として労契法あるいは派遣法
の問題もあると思っています。


大切な中小企業の
雇用リスク管理
安西 無期転換の問題と、それから来
年一〇月から第二次施行が始まる労働
者派遣法の偽装請負と派遣の期間違反
による発注者、派遣先の直接雇用問題
があります。このふたつの問題で、訴
訟が激増する懸念があると思います。
企業のリスク管理、とくに中小企業の
雇用のリスク管理はこれから大事にな
ってくると思います。



新しい雇用関係をつくる
観点での話し合いを

この法律はいい出発点になったと評価
されるのではないかと思います。


従業員全体の意見の把握を

徳住 今日の議論を通じて、使用者側
菅野 無期転換で五年というのは、い
と意見の違いが良く分かりました。改
い選択だったのではないかと思ってい
正法は、「有期雇用は原則ではないです
ます。諸外国は一年、二年、あるいは
よ。有期雇用をずっと使うことはやめ
二回までの更新など厳しいルールで無
ましょうよ」というメッセージを送っ
期転換をすることが多いと思います。
てきたと理解していただき、無期転換
わが国の場合は五年というので、五年
権の行使の問題、無期転換後の労働条
間使えるという方々だけを対象にした
件の問題、有期雇用と無期の労働者の
ということは、そんなに無理はなかっ
労働条件の相違の解消などの問題につ
いて、新しい雇用関係をつくる観点で、 たのかなと思っています。
二〇条については、非正規問題に企
労使の話し合いの中で、日本にふさわ
業のほうでも真剣に対応していただき
しい労使慣行を確立していきたいと思
たいということであります。その場合、
います。
そんな簡単ではないのですが、企業の

雇用体系や処遇体系を全体にわたって
集団的労使関係の中での
見直し、さらに新しい法律の要請にも
規範づくりを
かなうような企業にとっての合理的な
ものにつくり変えていくという大きな
課題を背負われたと思います。
その場合に、先ほど濱口さんが言わ
れたように、ほんとうは、集団的な調
整の問題、正規・非正規にわたる集団
的な調整の問題でもあるので、まずは
労使の何らかの話し合いや交渉があっ
て、従業員全体の意見の把握というの
があったほうが円滑にいくのではない
かと思います。
濱口 無期化については、ミニマムで
はこの程度ということを若干強調し過
ぎたように受け取られたかもしれませ
んが、ミニマムがいいという意味では
ありません。ミニマムでもいいのです
が、ミニマムとマキシマムの間でどう
いう制度設計をしていくかということ
が重要です。各職場で求められるのは
集団的な労使関係の枠組みの中で、そ
の集団的な労働関係というのはまさに
さまざまな雇用形態、有期やパートの
方々も含めた集団的労使関係の枠組み
の中で物事を決めていくような枠組み
をつくっていく中で、すべてを裁判官
の判断に委ねるのではない形、まさに
労使が規範をつくっていく考え方で物
事を進めていく、その第一歩となれば、
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にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間（これらの契約期間が連続する

と認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれ

にも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」という。）があり、

料

当該空白期間が六月（当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期

資
労働契約法 （抜粋）

間（当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期

この項において同じ。）が一年に満たない場合にあっては、当該一の有期労働契

（平成十九年十二月五日法律第百二十八号）

労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理

約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期

最終改正：平成二四年八月一〇日法律第五六号

的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労

間）以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、

間 が な い と き は、 当 該 二 以 上 の 有 期 労 働 契 約 の 契 約 期 間 を 通 算 し た 期 間。 以 下

働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労

通算契約期間に算入しない。

（労働契約の成立）

働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意し

（有期労働契約の更新等）

第七条

ていた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

第十九条

働組合等との交渉の状況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

不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労

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、労働者の受ける

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

容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。

会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内

って、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社

又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であ

間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合

有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期

（労働契約の内容の変更）

ものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に

第十条

定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者

一   当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、
その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労

働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者

が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分につ
いては、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

ることと社会通念上同視できると認められること。

に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させ

同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約（契約期間

（有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換）
第十八条

二   当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働
契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものである

間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の

第二十条

（期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止）
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の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。）の契約期間を通算し
た期間（次項において「通算契約期間」という。
）が五年を超える労働者が、当

締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この

件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を

と認められること。

場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条

締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合において

該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの

件は、
現に締結している有期労働契約の内容である労働条件（契約期間を除く。）

は、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度

の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条

と同一の労働条件（当該労働条件（契約期間を除く。）について別段の定めがあ

（以下この条において「職務の内容」という。）、当該職務の内容及び配置の変更

当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日

る部分を除く。
）とする。
２

と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間
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下

二朗（しも・じろう）

〈プロフィール〉 
果―改正パートタイム労働法施行後の現

近 の 成 果 に『「 短 時 間 労 働 者 実 態 調 査 」 結

非正規問題を中心に調査を行っており、最
『司法改革』（日本評論社、二〇〇二年）、『労

一九九二年）、日弁連司法改革実現本部編

用調整とどうたたかうか』（共著、花伝社、

任幹事。

副学長就任、現在に至る。経営法曹会議常

三月退任）、二〇一三年四月東京工業大学

合の結成に参画し、中央執行副委員長・中

ダスキン入社。一九九八年ダスキン労働組

近畿大学商経学部卒。一九八三年株式会社

働者に対する社会保険の適用拡大に伴い、

間労働に与える影響調査」結果―短時間労

二〇一二年）、『「社会保険の適用拡大が短時

第５章』（プロジェクト研究シリーズ№３、

一年）、『非正規就業の実態とその政策課題・

労働基準局に採用。労働省労働基準局へ配

香川県生まれ。高松商業高校卒業後、香川

安西法律事務所弁護士

安西

院大学教授等を経て、二〇〇八年八月から

調査員、東京大学客員教授、政策研究大学

合日本政府代表部一等書記官、衆議院次席

準行政、職業安定行政等に携わる。欧州連

一九八三年労働省入省。労政行政、労働基

桂一郎（はまぐち・けいいちろう）

働契約【問題解決労働法（ ）
】』
（旬報社、
1

央執行書記長を歴任し、二〇一二年から中
事業所や労働者はどのように対応する意向

転、勤務中に中央大学法学部（通信教育）

濱口

状』（ＪＩＬＰＴ調査シリーズ№ 、二〇一

央執行委員長を務めている。また二〇一二
、二

二〇〇八年）など。

ダスキン労働組合中央執行委員長

年のＵＩゼンセン同盟とサービス・流通連
なのか』（ＪＩＬＰＴ調査シリーズ№

事担当課長として労使交渉を中心に担当。

皮切りに、福岡三越、百貨店事業本部で人

会社三越入社。日本橋本店での人事担当を

早稲田大学社会科学部卒。一九九〇年株式

ャー

経営戦略本部人事部人事企画担当マネージ

株式会社三越伊勢丹ホールディングス

西久保

二〇〇九年）、『どうする不況リストラ正社

著に『企業組織再編と労働契約』（旬報社、

教授（二〇〇七～一〇年）などを歴任。主

〇六～一二年）、東京大学法科大学院客員

弁護士会労働法制特別委員会委員長（二〇

労働弁護団副会長。主な役職として、東京

弁 護 士 登 録（ 二 五 期 東 京 弁 護 士 会 ）。 日 本

一九七〇年東京大学法学部卒。一九七三年

旬報法律事務所弁護士

徳住

二〇一三年）等多数。

法改正 人事・労務はこう変わる』（日経文庫、

〔第九版〕』（日経文庫、二〇一三年）、『雇用

央経済社、二〇一三年）、『人事の法律常識

用から退職までの法律知識〔一四訂〕』（中

法のポイント』（厚有出版、二〇一一年）、『採

労働法制委員会委員長。著書に、『労働基準

会長などを歴任。現在、第一東京弁護士会

大学院客員教授、東京地方最低賃金審議会

師、中央大学法学部兼任講師、同大学法科

日弁連研修委員長、東京基督教大学兼任講

最高裁司法研修所教官、労働省科学顧問、

一年弁護士登録。第一東京弁護士会副会長、

卒、司法試験合格。六九年労働省退職。七

大学大学院法学政治学研究科長を務める。

ル客員教授等を経て東京大学法学部長・同

授、教授、米国ハーバード大学ロースクー

司法修習修了。東京大学法学部助手、助教

一九六六年東京大学法学部卒。一九六八年

ＪＩＬＰＴ理事長

菅野

◆コーディネーター

公新書ラクレ、二〇一三年）などがある。

（日経文庫、
二〇一一年）、『若者と労働』（中

新書、
二〇〇九年）、『日本の雇用と労働法』

房、二〇〇四年）
、『新しい労働社会』（岩波

現職。著書に『労働法政策』（ミネルヴァ書

ＪＩＬＰＴ統括研究員

合の統合による新産別の誕生（ＵＡゼンセ
〇一三年）などがある。

二〇〇八年の株式会社伊勢丹との経営統合

員切り』（共著、旬報社、二〇〇九年）、『シ

堅治（とくずみ・けんじ）

規委員会労働管理政策部会委員（二〇一三

委員（二〇一二年）」、日本経団連「労働法

労働者の能力開発抜本強化に関する検討会

会労働法制委員会事務局長（二〇〇二～〇

任幹事。主な役職として、日本弁護士連合

（第二東京弁護士会）。日本労働弁護団常

中央大学法学部卒。一九八六年弁護士登録

東京法律事務所弁護士

水口

四年四月第一東京弁護士会副会長就任（二

月第一芙蓉法律事務所設立に参加。二〇〇

橋本合同法律事務所入所。一九八六年一一

登録、第一東京弁護士会入会。同年同月、

卒業、ＬＬＭ取得。一九八五年四月弁護士

一九九二年イリノイ大学カレッジオブロー

法試験合格、一九八五年四月司法修習終了。

早稲田大学法学部卒。一九八二年一〇月司

第一芙蓉法律事務所弁護士

木下

〇一二年）など。

〇七年）
、『労働法（第一〇版）』（弘文堂、二

２版～基本趣旨と法令解説』（弘文堂、二〇

（有斐閣、二〇〇四年）
、『労働審判制度第

任。主著に『新・雇用社会の法（補訂版）』

日本学士院会員（二〇〇八年～）などを歴

中央労働委員会会長（二〇〇六～一三年）、

労働政策審議会会長（二〇〇五～〇九年）、

大学法科大学院教授（二〇〇五～〇九年）、

二〇〇四年退官。東京大学名誉教授。明治

年～）」、日本百貨店協会「百貨店業高齢者

七 年 ）、 第 二 東 京 弁 護 士 会 副 会 長（ 二 〇 〇

〇〇五年三月退任）、二〇一〇年四月東京

解雇・退職』（中央経

雇 用 推 進 委 員 会 委 員（ 二 〇 一 三 年 ～）」 な

八 年 度 ）、 日 本 弁 護 士 連 合 会 理 事（ 二 〇 〇

剛志（にしくぼ・つよし）

長を務めている。

後は三越伊勢丹ホールディングス人事企画

リーズ働く人を守る

◆パネリスト

担当として、グループ内外再編統合時の人

和夫（すげの・かずお）

事制度設計統括、コンサルティング、それ

済社、二〇一二年）など。

どを務める。

九 年 度 ）、 日 本 労 働 弁 護 団 幹 事 長（ 二 〇 〇

木綿子（わたなべ・ゆうこ）

の経験を踏まえ、厚生労働省「非正規雇用

渡辺

大学法科大学院客員教授就任（二〇一三年

洋介（みなぐち・ようすけ）

ＪＩＬＰＴ主任調査員補佐

九年～二〇一三年）などを歴任。主著に『雇

潮音（きのした・しおね）

に関わる労使交渉に携わっている。これら

114

愈（あんざい・まさる）

ン）とともに、総合サービス部門の副部門

88

東京大学大学院理学系研究科修士課程修了。
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