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無期転換ルールへの対応と課題
―労働契約法18条無期転換ルールは企業に何をもたらすのか？―

Point
❶  無期転換ルールは、要件を満たす有期労働者に無期転換の申込みの選択をさせるという新たな規制
であり、自社にあった対応を行うには制度の狙いと条文の正確な理解が不可欠である。

❷  無期転換ルールへの対応は、希望者に期間のみの変更で対応する企業が多いが、転換後の社員を処
遇面でどのように位置づけるのかについては、既存の無期社員の役割・責任との比較を行い、自社・
該当職場の実態を踏まえ差異とその根拠を明確にしておく必要がある。

❸  人手不足・売り手市場が本格化する中で、無期転換ルールは多様な雇用の社員の増加をもたらす。
多様な雇用の社員を受け入れ、働きやすい職場を作るためには評価や処遇、人材育成といった諸制
度を整備し社員のキャリア形成を多様化するとともに、それぞれの社員から納得を得られる運用を
行うよう管理者層の管理意識・評価マインドの醸成と説明責任の自覚を促す必要がある。

1．はじめに
（1）  民主党政権の下で成立した改正労働契約法に

盛り込まれた無期転換ルールにより、2018年
4月以降無期転換申込みが可能となる。

　　  無期転換ルールとは、契約社員やパートなど
の有期労働契約が5年を超えて反復更新され
た場合に、有期労働者の申込により期間の定
めのない無期労働契約に転換されるルールで
ある。

　　  各企業では申込権が行使される前の人材の入
れ替えや無期転換した場合の受け皿作り、就
業規則の整備や正社員区分への登用準備など
に追われているが、改正労働契約法が成立し
た時点とは異なり、求人倍率の高止まり・人
手不足が加速している状況から法改正時に懸

念された雇い止めは少なく、無期転換を受け
入れる企業が多い動きとなっている。

　
（2）  無期転換ルールは、有期労働者に無期転換の

選択を委ね、当の労働者が申込を行った場合
は使用者に無期契約を受け入れさせるという
というこれまでにない規制であり、企業の正
規・非正規社員の人事管理に少なからず影響
を及ぼすものである。

　　  無期転換ルールの枠組みを正確に理解し、働
き方改革を始めとする労働環境の今後の変化
も見通した対応が求められる。

　　  このような視点から無期転換ルールの狙いと
仕組みおよびこのルールがもたらす企業への
影響と課題の整理を試みた。
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（補足1）  労働契約法（以下労契法）とはどのよ
うな法律か

①労契法は、国が罰則つきで強制的に適用させる
労働基準法などの法律と異なり労働者の採用か
ら退職までの働き方に関する民事的なルールを
定めたもので、制定後10年（2007年制定）を
経た比較的新しい法律である。
　  労契法が制定される1年前に労働審判制度が発
足しており、労契法は個別労働紛争を当事者間で
解決する事を支援するため従来の判例で確立さ
れたルールを明文化した法律として制定された。
②2012年には増加した非正規労働者がリーマン
ショック後に大量に雇用調整された事を契機
に、民主党政権の下で有期労働契約への新たな
規制が労契法に盛り込まれた。
　  無期転換ルールは欧州で行われた「有期労働契
約を一定期間反復更新すると無期労働契約に転
換する」という「出口規制」が日本に持ち込まれ、
「条件を満たす有期労働者に無期転換申込権を
新設」し選択させるという内容が労契法18条
として、また、無期転換前の雇い止めが懸念さ
れたため安易な雇い止めを禁ずる雇い止め法理
が労契法19条として、さらに有期労働契約で
あることを理由とする不合理な待遇の相違を禁
ずる新たな規制が労契法20条として立法化さ
れた。

2．無期転換ルールの内容と留意事項
（1）無期転換の条件　
　無期転換申込権は、次の三つの要件がそろった
ときに発生する。
　無期転換申込権が発生した労働者が、無期転換
申込を選択すればその時点で使用者は申込を承諾
したものとみなされ、無期労働契約が成立する。
①  有期労働契約の通算期間が5年を超えていること。
　  すなわち「同一の使用者との間で締結される2
以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間
が5年を超えていること」
②契約の更新回数が1回以上。

③  現時点で同一の使用者との間で有期労働契約を
締結していること。

（2）無期転換の対象となる契約など
　通算契約期間は、2013年 4月 1日以降に開始し
た有期労働契約から算定され、それ以前に開始し
た有期労働契約は通算の対象から除かれる。
　通算契約期間は連続している場合に限らないが、
6カ月以上の空白期間（クーリング期間）がある
場合は、クーリング期間以前の期間は通算の対象
から除かれる。
　申込によって成立した無期労働契約は、現に締
結している有期労働契約が満了した翌日から開始
される。

（3）  定年後継続雇用される有期社員などへの特
別措置

　労契法改正後、高度な専門知識等を持つ有期労
働者や定年後継続雇用される有期労働者に対して
無期転換申込権を発生させない特別措置が設けら
れた。
　（この特例の適用を受けるためには本社が所在す
る都道府県労働局長に申請を行う必要があり、ま
た、認定を受けるまでには一定期間を要する）

（補足2）  無期転換の条件に関する留意事項
①  「同一の使用者」の契約主体は企業単位。従って、
企業内の事業場を変えても契約主体の企業は変
わらない。
　  契約期間が 5年を経過していなくとも契約期間
が3年の有期労働契約を更新した場合は、通算
契約期間は6年になるため4年目には無期転換
申込権が発生する。
　  発生した無期転換申込権は、有期契約期間中だ
けでなく、同じ使用者と契約が更新されれば更
新後も申込が可能である。
②  無期転換申込権の発生を免れる意図を持って、
就業実態がそれまでと変わらないにもかかわら
ず派遣や請負を偽装して形式的に他の使用者に
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切り替えた場合「同一の使用者」が継続してい
ると解される。
　  なお、派遣先が直接雇用していた労働者を離職
後1年以内に派遣社員として受け入れること
（60歳以上を除く）は労働者派遣法で禁止され
ている。
③  また、無期転換申込権を発生前に放棄させるこ
とは、有期労働者と合意があったとしても公序
良俗に違反し無効と解されるが、発生後の放棄
は当の労働者自らの意思に基づく合意であれば
適法と解される。

（4）無期転換後の労働条件と就業規則
①  無期転換後の労働者は正社員になる訳ではな
い。労契法18条では、無期転換後の労働条件
は転換前と同じになることが原則とされてお
り、労働協約・就業規則・個別労働契約におい
て「別段の定め」をする場合はそれに従うもの
とされている。
　  「別段の定め」に基づき労働条件を下げる事も可
能であるが、厚労省の通達で「職務内容などが
変更されないにもかかわらず、無期転換後の労
働条件を転換前よりも低下させることは望まし
いものではない」との考えが示されている。
②  無期転換後の労働条件を定めるには就業規則に
よる事が一般的であるが、有期と無期（正社員）
といった2区分で作成している企業の場合、無
期転換後の社員に適用される就業規則を作成し
ないと既存の無期社員（正社員）の労働条件が
適用される可能性がある。
　  「正社員」については法律上明確な定義がなく、
当該会社の正社員就業規則がどの社員に適用さ
れるかは就業規則上の定義や運用実態から判断
されるためである。
　  従って、無期転換社員には転換後適用する労働
条件を検討した上で、新たな就業規則を作成す
るか、既存の有期社員の就業規則に期間の定め
の除外、定年の定めなどを盛り込んで無期転換
社員に適用するとともに、既存の無期社員（正

社員）の就業規則に無期転換社員を除外してお
く必要がある。

（補足3）  別段の定めと就業規則に関する留意事
項

①  転換前に勤務地・職種が限定されていても無期
転換後個別労働契約に配置転換などが可能とな
る旨を別段に定める場合は、勤務地・職種限定
の特約は解約される。

　  ただし、無期転換を思いとどまらせる目的で広
域異動を強いるような場合は公序良俗違反とな
る可能性がある。

　  厚労省通達では、「無期転換後も所定労働時間や
始終業時刻などを定期的に変更する旨の別段の
定めがあれば、転換後も同定めが適用される」
と示されており、これと同様に転換後企業の経
営状況等により労働条件を随時見直すことも可
能である。

②  無期転換の申込があった社員に企業が転換後の
労働条件を説明するケースでは、申込があった
時点で無期労働契約が成立しているため、契約
だけ無期に転換するつもりが労働条件の不利益
変更を申し入れる事になりかねない。

　  従って無期転換後の就業規則の作成・周知は、
無期転換の申込み前に行っておく必要がある。

（5）  無期転換申込権を発生させないための契約
期間上限の設定

　　  雇い入れ時もしくは契約期間中に契約期間上
限につき5年を超えないように就業規則に定
めるか個別に合意すれば、転換申込権が発生
する前に有期労働契約は終了する。

　　  ただし、雇用継続に対する合理的期待が生じ
ている有期労働者に対して5年を超えない契
約期間の上限を就業規則に盛り込むことは不
利益変更になり、その必要性・合理性が問題
となる。

無期転換ルールへの対応と課題
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（6）  無期転換後に業務縮小などが生じた場合の
対応

　業務縮小などが生じた場合、無期転換した社員
の解雇に関しては厚労省の通達で「勤務地や職務
などの限定の事情のない正社員とは当然には同列
に扱われる事にはならない」との考え方が示され
ているが、他方で解雇権濫用法理が類推適用され
解雇につながらず、使用者に別の仕事を与える義
務が課される可能性がある。

3．  無期転換社員の転換後の位置づけ・処遇を
どのように考えるか

（1）  正社員については厳密な定義はなく、勤務地
や職務を限定した「多様な正社員」に対比し
て「いわゆる正社員」と称されている。

　　  2012 年 3月に厚労省が取りまとめた「望まし
い働き方ビジョン」では、「いわゆる正社員」
の定義を次の五つの要件にまとめている。

　　①労働契約の期間の定めがない。
　　②所定労働時間がフルタイム
　　③直接雇用
　　④  勤続年数に応じた処遇・雇用管理体系があ

る。
　　⑤  勤務地や業務に限定がなく、時間外労働が

ある。
　　  上記①から③の一つでも外れると非正規雇用
となり、上記のうち⑤の要件がないのが「多
様な正社員」と考えられるが、無期転換社員
はこの五つの要件だけでは整理できない。

（2）  厚労省の無期転換導入ポータルサイトでは、
転換対象となる有期労働者の現在従事する業
務もしくは転換後担当させる業務を

　　　（a）恒常的基幹業務、（b）恒常的補助業務、
　　　（c）スポット的補助業務の3区分に分け、
　　  （a）に該当する場合は「いわゆる正社員」か「多
様な正社員」の登用の対象となり得る、（b）
は無期転換社員、（c）は無期転換の対象とす
る必要はないとしている。また、厚労省では

企業の取り組み事例として12社の事例を取
り上げている。

　　　•無期転換のみの対応　4社
　　　•無期転換と正社員登用の対応　3社
　　　•無期転換と多様な正社員登用の対応　1社
　　　•  無期転換と多様な正社員登用、正社員登

用の対応　4社

（3）  このような考え方を踏まえ、転換後の役割を
整理し、自社・該当職場にあった転換・登用
を進め処遇を決めていくことになるが、無期
転換社員と正社員、多様な正社員との処遇差
については差異根拠を明確にしておく必要が
ある。

4．無期転換ルールへの企業の対応
　労働実務専門誌が行った直近のアンケート調査
（2017年 10月実施。集計対象約300社）から無期
転換ルールに対する企業の対応を見ると、無期転
換申込権が発生する社員には、期間のみ無期とし
人件費増を来さないように対応する企業が多い結
果となっている。以下はアンケート結果の概要で
ある。

（1）有期労働者の契約期間（1年が主流）
　　  有期労働者の契約更新回数や通算勤続年数の
上限について、一律な上限設定を行わない企
業が大半である。

（2）  無期転換申込権が発生する有期労働者への
対応

　　  2018 年度中に無期転換申込権が発生する労働
者に対して約6割が「原則として希望者全員
を無期転換する」と回答。

（3）無期転換後の雇用形態
　　  フルタイムでいえば、期間のみ変更の無期転
換が約7割、労働条件の変更を伴う無期転換
が2割弱、正社員への登用が1割強。
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（4）  無期転換申込権が発生する労働者への対応
　　  正社員・多様な正社員への登用では会社から
働きかけ、無期転換では本人からの申込を待
つケースが多い。

　　  無期転換に際して、正社員などへの登用に際
し、上司の推薦・人事評価・面接で選考する
ケースが多い。

（5）無期転換後の労働条件
　①  期間のみが変わる無期転換者の基本給：
フルタイムで正社員の7～ 8割。

　②  転換後の業務拡大・職種変更は「行わない」
が大半。　

　③  昇給は、転換前で8割実施済み。転換後微増。
　④  人事評価・目標管理制度は、無期転換を機に
新たに対象とする企業が多い。

（6）  契約期間が5年を超えないように管理する
方法

　　  契約更新回数や勤続年数の上限によるが半数、
更新時の基準厳格化が約3割。

　　
5．無期転換ルールが企業に与える影響と課題
（1）  無期転換ルールが立法化された時は人材の買

い手市場・人の過剰な時代であったが、この
ルールに向き合う現在は人手不足・売り手市
場に大きく変わった。

　　  売り手市場で採用が難しくなるなか、無期転
換ルールの適用を避けるには短いサイクルで
有期労働者の採用を繰り返すことにならざる
を得ない。

　　  また将来の景気変動のみならず製品・サービ
スの短サイクル化、人工知能（AI）に象徴さ
れる将来のワークシフトの懸念が増すなか
で、無期転換を強いるこのルールに向き合う
企業が率直に感ずる所は、「今後も企業にとっ
て必要な人材の採用ができるのか、無期転換
させて長期雇用を約束できるのか」といった
不安ではないか。

　　  一方無期転換の対象となる労働者から見ると、
転換時に安堵感は持つものの転換後の職務や
処遇が転換前と実質的に変わらなければ無期
転換も魅力の乏しいものとなる。いわゆる正
社員や多様な正社員との格差が役割や責任の
差を超え、転換後の勤続が長くなれば格差が
増大する仕組みであれば、個別労働紛争や労
働組合への格差是正を求める動きにつながる
と容易に想像できる。

　　  さらに、働き方改革関連法案の同一労働同一
賃金は有期労働者を対象にしたものだが、こ
れが成立すると無期労働者間の不合理な待遇
差に焦点が当たる可能性が高い。

　
　　  無期転換ルールの対応に当たっては、いわゆ
る正社員・多様な正社員・無期転換社員のそ
れぞれの役割と責任を明確化し、仕事の割り
振りときめ細かな評価と処遇、これに基づく
双方向の意思疎通により多様な社員からの納
得を得るものに近づけていく必要がある。

（2）  このようななかで、企業にはどのような取り
組みが求められるのか。

　　  売り手市場のなかで既に人材の採用と社員の
退職防止が企業の人事施策の重要課題となっ
ているが、これに無期転換社員に象徴される
多様な雇用の社員が増加することは、企業に
おいて多様な価値観を持つ人材を受け入れ、
働きやすい職場を作り、それを支える制度作
りや既存ルールの見直しなどの整備と運用が
必須となる。

　　  長かった人材の買い手市場時代に、既存の社
員との相性を重視した厳選採用が定着し、職
務や勤務地の限定のない正社員中心の均質な
企業文化・職場風土が形成されている企業
で、このような職場風土や管理意識を変革す
ることは生易しいことではないが、過去に回
帰することはないと考えなければならない。

無期転換ルールへの対応と課題
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　　  多様な雇用の社員、新たな価値観を持つ新人・
若手社員を評価・処遇し、人材育成に結びつ
ける諸制度を整備するとともに、キャリア形
成の面では、ゼネラリストへの一方向の育成
から社員の自立と自らのキャリア形成を支援
してゆくキャリア多様化に幅を広げ、職場の
管理に携わる経営層・管理者層には多様な雇
用、価値観の社員を受け入れ、納得させ得る
管理意識と評価マインドを醸成し、説明責任
の自覚を促すことが求められる。

（3）  他方、企業の無期転換ルールへの対応を考え
る場合、多数の有期労働者を雇用する自動車
産業などの製造業では、有期労働者を2年 11
カ月で雇い止めする慣行が定着し、5年を超
える有期労働者が生じない仕組みとしてい
る。

　　  これは、2003年に労働基準法が改正され、有
期労働契約の期間の上限が1年から 3年に変
更された際導入されたものだが、景気変動時
の雇用調整機能や人件費管理を重要視する現
れである。

　　  この観点から無期転換ルールへの企業の対応
を見直すと、アンケート結果にかかわらず、
企業では「契約更新に対する合理的期待が生
じている恐れもある現状を踏まえた当面の対
応と今後新たに採用する有期労働者への対応
を分け、後者に対しては契約更新を厳格化も
しくは採用時に更新の上限を示すなどの対応
をとる」、さらには有期労働者を直接雇用せず
業務委託など外部へアウトソースする企業も
多いと推測されるが、人材確保がさらに難し
くなるリスクも伴うものである。

　　  いずれにせよ、人手不足と将来の事業やワー
クシフトとの兼ね合いを考慮し、各企業に
とって必要となる中長期的な人材確保と育成
の仕組みを考えるとともに、必要な雇用調整
を可能にする社会の仕組みの整備への働きか

けが課題となろう。

（4）  最後に大手カード会社が本年9月に導入した
新たな人事制度の事例を取り上げる。

　　  職種や勤務地、期間の定めの有無や労働時間
などで区分してきた社員区分を撤廃し全社員
を「正社員」と位置づけた上で全社員共通の
人事制度を導入したもので、同一労働同一賃
金や無期転換ルールなどにも対応し、社員に
新たなキャリア構築をさせるものである。人
件費増やキャリア形成が思惑通り進むか不透
明なところもあるが、今後の労働環境の変化
を先取りした企業のチャレンジ事例として注
目したい。

＜大手カード会社の新人事制度の概要＞

①  従来の総合職（無期雇用・正社員）、専門職（無
期雇用・職務限定）、メイト社員（有期雇用・パー
トタイマー）、嘱託（個別・定年後再雇用やスペ
シャリスト）の四つの社員区分を廃止し、メイ
ト社員も無期化させ、すべての社員を正社員と
位置づけて全社員に共通の人事制度を適用し
た。

　  そのなかで、賃金は期待される役割・行動に応
じて決定する役割等級制度を適用、同一労働同
一処遇とした。

②  従来総合職に設けていた異動範囲によるコース
（全国・海外転勤コース、エリア内転勤コース、
自宅通勤コース）を全社員に適用するとともに、
等級区分としてマネージャー以外にスペシャリ
スト（社内育成）、エキスパート（社外からの調
達も視野に入れた高度専門人材）を新たに設け、
長期的かつ多面的なチャレンジを通じたキャリ
ア構築を社員に示した。

③  要員計画と役割等級制度の運用を事業部単位で
行い、人件費管理と評価・人材育成・配置のラ
イン機能を強めた。

人　　材




