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HRコンサルティング株式会社	代表取締役
佐藤 昌義（さとう	まさよし）
青山学院大学大学院法学研究科前期博士過程修了。法学修士。修士論文テーマは「キャリア権と職業レリバンス」。
株式会社総合労働研究所、株式会社日本ラーニングシステム、株式会社キャリアクリエイツ代表取締役を経て、
2014 年 4 月に HR コンサルティング株式会社を創業現在に至る。株式会社東レ経営研究所講師、四国生産性本部
講師、株式会社クリエイト講師、株式会社エーファクトリー講師を務め、年間約 50 社（民間企業、労働組合）の
顧客に対し研修の企画と講師を務める。専門分野は、労務管理、ハラスメント防止、業績向上、生産性向上、ロ
ジカルシンキング、ライティング、プレゼンテーション、キャリア形成支援。これらをベースに顧客の課題に沿っ
た研修を実施する。

1．はじめに（本稿の趣旨と要旨）
企業が継続的に経営活動を行うために、従来の

モノづくりやサービスだけでは限界が出てきてい
る。業界や規模の大小の違いに関係なくイノベー
ション（新しい価値を創造する行為）が余儀なく
されていることは周知のとおりである。

この現状を打破すべく、ダイバーシティ・マネ
ジメント（多様な価値観の統合と活用）という発
想が萌芽した。ステレオタイプな経営活動を回避
するためには、異なる価値観を組み合わせて新し
い価値を創造するということだ。言い換えれば、
これまで注目されていなかった隠れた人材の発想
を取り入れてこそ、企業がイノベーションを実現
できる可能性があるといえる。

今後ダイバーシティが促進され多様化したワー
クスタイルを活用していくことは、社会にとって

閉塞した価値が改善される有益な制度といえよう。
しかしながら、ダイバーシティの促進が進むこ

とで、同一的で画一的なワークルールを個別な
ワークルールとして見つめ直していかなければな
らないと思索する。

以上のことから、本稿ではまず、既に個別化し
ている労使紛争の現状を把握していただき、個別
化していくその原因を究明していく。次に、個別
化する労使紛争とダイバーシティ・マネジメント
をパラレルに成立させていくために、必須要件で
ある労働契約の基本的考え方を紹介していく。と
りわけ多様な働き方に対応した労働契約法の要諦
について説明していく。

2．個別的労使紛争の増加
労使紛争には集団的労使紛争と個別的労使紛争

ダイバーシティ・マネジメント時代に
求められる労働契約基本の理解

Point
❶  ダイバーシティ・マネジメントの必要性と相まって、民事上の個別紛争が増加してきている。
❷  個別紛争増加の理由として、企業行動の変化、労働市場の変化、法規制の変化、組織の予防機能の

変化、労働者権利意識の変化があり、企業はこれらに順応していかなければならない。
❸  ダイバーシティに対応するための法制度を根本から理解するには、労働契約の基本構造を知ること

こそが効果的であることを認識していただきたい。
❹  労働法の要になる労働契約法の趣旨と要件を理解することで、ダイバーシティ・マネジメントに対

するリスク管理が軽減できる。
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に大別されるのだが、近時では個別紛争が激増し
ている（図表 1）。

なお、ここでの「民事上の個別労働紛争」とは、
労働条件その他労働関係に関する事項についての
個々の労働者と事業主との間の紛争であり、労働
基準法等の刑事および行政刑罰法規違反に係るも
のは除かれているとともに、労働審判が含まれて
いないことも勘案していただきたい。

ちなみに、労働審判の件数は平成 21 年度に
2,025 件から 3,468 件に急増してから、以降毎年
3,300 件以上を超え続けている。民事訴訟件数が
減ったのではなく、スピードが速く費用が掛から
ない労働審判制度にシフトしているだけで、決し
て個別労使紛争という炎が鎮火したわけではな
い。右の図（図表 2）のとおり、平成 26 年度の助
言・個別労働紛争相談件数の内訳としては、「いじ
め・嫌がらせ」に関するものが 62,191 件、「解雇」
が 38,966 件、「自己都合退職」が 34,626 件、「労
働条件の引き下げ」が 28,015 件と多くなっている。 

なお、申出人は労働者が 9,376 件（99.0％）と
大半を占め、事業主は 95 件（1.0％）であった。
紛争の当事者である労働者の就労形態は、「正社員」
が 4,630 件（48.9％）、「パート・アルバイト」が

2,171 件（22.9％）、「期間契約社員」が 1,590 件
（16.8％）、「派遣労働者」が 570 件（6.0％）となっ
ている。

以上のように、個別的労使紛争が増加し続けて
いるのだが、その客観的な理由として、以下の 5
点が考えられる。

第一に、企業行動の変化がある。企業の成果物
は飽和状態にあるため過当競争が激化していっ
た。日本的雇用慣行である年功序列、終身雇用と
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いった人事管理では労働生産性の指標が低下して
いくため業績や成果に応じた仕組みを講じなけれ
ばならなくなった。このことにより各人が個別に
人事評価されるのだが、集団的人事管理に比べて
納得されにくい。

第二に、労働市場の変化がある。男性の青年壮
年を中核にした時代は終わり、多様な労務給付形
態がスタンダード化してきたことがある。女性、
請負、派遣、その他の契約社員が企業の根幹に占
めるようになってきた。

第三に、法規制の変化がある。女性活躍推進
法、改正労安衛法、改正労働契約法、改正派遣法、
パートタイム労働法 etc. の解釈の難しさから手続
きの懈

け

怠、オペレーションを徹底していない。
第四に、組織の予防機能の変化がある。労組組

織率の低下や組合幹部の任期が短くなったり、管
理監督者の役割期待が代わり労務管理の重要性が
薄まってきたりした。「ブラック企業」という汚名
に象徴されるように、経営の独善化が生じてきて
いることも否定できない。

第五に、労働者の権利意識の変化がある。マス
コミやネットで労働者自身の権利を知ることがで
き、その権利をはばかることなく主張する場面に
直面しているのにもかかわらず、企業側が場当た
り的対応をしたり、感情的になって激高したりし
たことが考えられる。

以上が、個別的労使紛争が増え続けている客観
的理由になる。使用者とりわけ管理職には、これ
らの労働者と対峙し、紛争を今以上に予防しなけ
ればならない。しかしながら、ワークスタイルが
多様化・複雑化していく中で、同時にそれぞれの
予防スキルを網羅的に身に付けることは大変困難
なことである。

このような場合、ワークルールの原理原則を把
握してその上で特別ルールを把握する 2 階建て方

式が効果的であると考える。具体的にイメージし
ていただくために、図表 3「ワークルールの構図」
をご参照いただきたい。
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図表 3　ワークルールの構図
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の労働法の名宛が労働者であるのだが、そ
の中でも特に労働契約は労働法の根幹に位置づけ
られる社会通念といってもよい。

労働契約の基本構造を土台として特別なワーク
ルールが組み立てられているのだとすれば、ダイ
バーシティ・マネジメントが求められている今日、
パラレルに労務管理の在り方も変わっていかなけ
ればならない。労働契約の基本構造の理解は、そ
のための第一歩といえるであろう。それ故に、こ
こからは 1 階建て部分の労働契約の基本を概観し
ていくとともに、さまざまな労働契約の争いから
紡ぎ出された裁判例を法制化した労働契約法を概
説していく。

3．労働契約の基本構造
ある者が他人のために何らかの行為（労働）を

行ってその対価（報酬）を受け取る関係については、
「雇用」という契約形態が存在する。このうち、雇
用は、労働者が労務に服し使用者が報酬を支払う
ことについての合意によるものであるのに対して、

「請負」は一定の仕事の完成に対して報酬を支払う
ものである。

この雇用契約関係は、労働関係の当事者が対等
な立場において決定する、契約自由の原則 1 に服
するものであった。しかし、実際には、使用者は

1    契約自由の原則とは、人が社会生活を営むに際し結ぶ契約は、公の秩序や強行法規に反しない限り、当事者が自由に締結できる
という民法上の基本原則のことをいう。第 90 条（公序良俗違反の法律行為の無効）や第 91 条（任意規定と異なる意思表示）な
どがその根拠とされており、契約締結の自由、契約相手方選択の自由、契約内容の自由、契約方式の自由などが含まれる。契約
内容が高度化するにつれて今日では契約自由原則もさまざまな制約を受けつつある。
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労働契約上の指揮命令を行う結果として、契約の
相手方である労働者に対して支配・従属の関係を
生み出すようになった。

こうした認識を踏まえて、市民法原理 2 の修正
として、労働基準法を中心とする労働法関係法規
により労働契約上の原則・基準を設定し、労働者
の保護がなされたわけである。この労働基準法を
中心とする、労働法関係法規の及ぶ労働関係を表
現するために、「労働契約」という新たな契約概念
を特に設定したのである 3。

なお、労働契約の一般的特色としては、次の三
点を挙げることができる。

第一に、労働契約は、労働力の利用を目的とした
人的契約関係であり、継続的なものである。この労
働力の利用は、使用者の指示に従って行うことが予
定され、使用者の指揮命令権が予定されている。

第二に、労働契約の内容は、使用者によってそ
の都度定められることになる。労働者は、労働力
の提供内容はその都度使用者の指揮命令を受ける
ため、契約それ自体は「白地的」であり、「弾力的」
である 4。

第三に、労働契約では、使用者が優位的地位に
立ちやすい。契約自由を前提とする市民法の修正理
論であり、労働関係法規が適用される労務供給契約
ではあるが、それでも使用者は経済的実力において
労働者に対し優位性を持ち、労働者は従属的地位と
なる可能性を基本的に有する契約関係である。

こうした特徴を有するため、労働契約において
は、①労働力の提供と報酬の享受、②労働力の組
織的管理、③信頼関係を前提とした誠実・配慮の
関係が、基本構造として成立している。

①の労働力の提供と報酬の享受は、労働者が労

働契約の趣旨と内容に従った労働を行う義務を負
い、使用者は労働者のこのような労働に対して報
酬の支払義務を負う、という関係が基礎となって
いることである。②の、労働力の組織的管理とは、
労働契約に基づく労働は有機的な事業主体である
企業の組織的事業遂行の中で行われるものであり、
企業の組織的秩序維持機能に服するものである。
③の信頼関係を前提とした誠実・配慮労働契約は、
人的・継続的関係から当事者（労働者・使用者）
双方が、信頼関係を前提とした誠実な契約の履行
や、いくつかの配慮義務を負う関係である。

4．労働契約法の成立の背景と具体的内容
ここまでが、労働基準法を中心とした労働法関

係法規における労働契約の原則と基準であり、こ
れらは製造業が中心となり労働組合による労使交
渉で労働条件の向上が図られてきた。しかし、産
業構造や社会情勢の変化により、労働組合の組織
率が低下していった。

その結果、労使関係は、従来の団体的労使関係
から個別的労使関係が主となり、個々の労働者と
使用者との紛争が増加してきている。

個別的労使紛争に対し、労働契約の成立・展開・
終了を規律する法律はないため、裁判所は、民法
の一般原則（信義誠実の原則、権利濫用法理、不
法行為責任等）を基に、いわゆる判例法理を形成
して労使紛争の解決に当たってきた。

しかしながら、判例法理は変更されうる不安定
なルールであることから、雇用関係の契約ルール
を立法化することが必要であると認識されてき
た。こうした流れを受けて審議会の合意に基づき、
平成 19 年 11 月に労働契約法が成立している 5。

2    近代市民社会においてその発展を保障するための要件を満たすべく成立、展開された法体系をいう。
3    労働基準法では第 2 章で労働契約を規定している。第 13 条で最低基準効を掲げ、以降、契約期間、労働条件明示、賠償予定の禁

止、前借金相殺の禁止、強制貯金、解雇制限、解雇予告、退職時の証明といった労働契約上のルールを定めている。
4    労働契約の内容を固定化することは不可能であり、経営状況や社会情勢により適宜契約内容を変えていくことがあるということ。
5    労働契約法の成立に際しては、当初 19 条（現在は 22 条）の小型立法としてスタートしている。「小さく産んで大きく育てる」こ

とを標榜しており、今後は、内定、試用期間、配転、転籍、休職、秘密保持義務・競業避止義務、解雇の金銭解決、整理解雇等
の労働契約の成立・変更・終了、従業員代表制のような手続の整備、更には改正民法に伴う債権における「雇用」との調整を行
うことが課題である。
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なお、法改正により、①有期労働契約が反復更
新されて通算 5 年を超えたときは無期労働契約に
転換できる「無期化」、②一定の場合に使用者によ
る雇止めが認められない「雇止め法理」の法定化、
③期間の定めがあることによる「不合理な労働条
件」を禁止が段階的に定められ、2014 年 4 月 1 日
には全て施行されている。

第 1 章の「総則」には、まず労働契約の原則と
して①労使対等決定原則、②均衡考慮の原則、③
ワークライフバランス、④信義誠実の原則、⑤権
利濫用法理が定められている。①は、対等な立場
における合意による契約の締結と変更という、契
約の基礎にある理念を表明したもので、直接に権
利義務を発生させる法的効果を持つものではな
い。また④と⑤は、民法 1 条 2 項、3 項 6 の規定
を定めるもので、労働契約においてもこの原則が
重要であることを再確認させる規定である。ここ
で注目されるのは、②と③である。②については、
均衡という抽象的な表現をしているため、理念的
な規定と理解すべきであろうが、非正規社員の処
遇につき、正社員の処遇と余りにも均衡（バラン
ス）を失するような状況であれば、違法と判断さ
れることも考えられる。次に③のワークライフバ
ランスであるが、従来の判例法理では、配転命令
や残業命令につき使用者の広範な裁量を認めてい
たが、配転命令権や残業命令権の権利濫用の判断
に影響を与える可能性がある。難治疾病に罹患し
治療後復帰した労働者の労働条件の変更の可否が
争われたケントク（仮処分）事件（大阪地裁平成
21 年 5 月 15 日）でこの規定が引用され、使用者
による労働条件変更が無効と判断されているが、
ワークライフバランスの原則が今後どのような事
案に引用されるか注目される。次に 4 条の契約内

容の理解促進・書面確認は訓示規定であり、努力
義務にとどまると考えられるが、使用者は労働条
件を明示するだけでなく、説明責任も果たすこと
が必要と思われる。また、5 条の安全配慮義務は、
判例法理を定式化したものであり、裁判規範とし
ての性格を持つが、要件・効果が具体的に規定さ
れておらず、安全配慮義務の具体的な内容は個々
の事案に応じて判断される。

第 2 章のテーマは「労働契約の成立および変更」
となっているが実際の条文は、労働契約と就業規則
に関するもののみとなっている。留意すべき点は、
労働契約の成立・変更は合意によること（6 条、8 条）、
就業規則の定める労働条件が周知と合理性を要件
として労働契約の内容となること（7 条）、就業規
則の定める労働条件が不利益に変更された場合に
は、当該変更の合理性と労働者への周知を要件とし
て、変更後の労働条件が労働契約の内容となること

（10 条）が明文化されたことである。7 条と 10 条
の規定はこれまでの最高裁の判決に則した内容で目
新しいものはないが、実務的には就業規則の周知と
労働条件を変更する際の手続（労働組合との交渉、
従業員への説明）が重要になると思われる。

第 3 章のテーマは「労働契約の継続および終了」
であるが、条文化されたのは、出向（14 条）、懲
戒（15 条）、解雇（16 条）である。いずれも重要
な判例法理を立法化したものであるが、出向の定
義や懲戒権の根拠が明示されていないため、これ
までの判例法理で判断することになる。また、16
条の規定は、労働基準法 18 条の 2 に定められて
いた「解雇権濫用法理 7」がそのまま移行された
ものである。

第 4 章のテーマは「期間の定めのある労働契約」
である。17 条 1 項は、民法 628 条 8 の規定を使用

6    民法の基本原則である第一条は、一項で私権は、公共の福祉に適合しなければならない、二項で権利の行使及び義務の履行は、
信義に従い誠実に行わなければならない、三項で権利の濫用は、これを許さないと明記している。

7    解雇権濫用法理は、「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解するのが相当である」と昭和 50 年に日本食塩製造事件によって確立された。

8    当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることがで
きる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を
負う（条文ママ）。
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者についてあらためて明記したものである。2 項
は労使間の調整が難航したところで結果的に訓示
規定の内容となっているが、雇止めに際し、実態
とかけ離れた期間の定めをしている場合（例えば、
業務に要する期間は 1 年であるが 2 カ月ごとの期
間更新とする場合）には、2 項が考慮される可能
性はある。

5．		ダイバーシティ・マネジメントを労働契約
の視点で考える

以上が労働契約の基本構造と労働契約法の概要
になるのだが、お気付きのとおり、すでにこれら
は多様な働き方に備えた社会通念が備わっている
といえる。例えば、「企業は男性青壮年を中核に置
かなければならない」という観念はどこにも存在
しない。

働く者への多様性に対応したワークルール、
もっと言えば社会通念は確かに存在するのだが、
多くの場合、このことに無関心であるケースが多
い。仮に理解をしていたとしても納得していると
いう次元には至っていないことが現状であろうと
考えている。

ダイバーシティ・マネジメントの一義的目的と
して、これまでスポットライトの当てられていな
い人材にも目を向けて積極的に活用することが余
儀なくされていると本稿の最初に申し上げた。

これを援用すると、多くの違いを甘受すること
に他ならない。さらに言えば、違いは、性や国籍

や契約の種類だけではなく、性格、価値、仕事の
進め方、といったことさえも含まれてくる。しか
し、この違いを受け止めるということは容易なこ
とではない。個別的労使紛争が激増し、その内訳
で最も多いトラブルがいじめ・嫌がらせであるこ
とが象徴している 9。

違いは「間違い」ではない。違いは「個性」で
あり「役割・機能」さらには「価値」として捉え、
今後は社会通念、とりわけ労働契約の理念を理解
した上で、ダイバーシティ・マネジメントが運用
されていかなければならない。自分自身の経験や
直感に頼ることなく労働契約の基本理念と社会通
念に照らし合わせていくことがダイバーシティ・
マネジメントの要件になってくることは避けられ
ないと考える。
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