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15 解雇・労働争議
イントロダクション
―解雇無効時の金銭救済制度

き、金銭的な補償を行い得る金銭救済制度を法的に整
備すべきである。その際、金銭補償の申し立てについ
ては、解雇が無効と判断されることを考えれば、①働
き手の申し立てがなされた場合を原則とし、②労使間

2001 年 6 月に「個別的労働関係紛争の解決の促進

の信頼関係が破綻している場合など、極めて限定的な

に関する法律」
（平成 13 年法律第 112 号。以下、促

場合に限り、使用者側の申し立てを認めることが望ま

進法）が成立し（2001 年 10 月施行）
、同法に基づく

しい」と述べ、金銭救済制度の導入に賛成の姿勢を示

紛争解決制度の利用が増えている。厚生労働省公表の

している（経済同友会 2017）
。

「個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、2018

一方、労働側は、
「同制度が導入されれば、不当解雇

年度の総合労働相談件数は 111 万件を超えている。個

が誘発されたり、使用者のリストラの武器として使わ

別労使紛争解決システムが整備されつつあるように見

れたりする可能性が高い」などと警戒し（日本労働弁

える一方で、残された課題も少なくない。その 1 つは、

護団 2019）
、このような制度がなくても、解雇予告手

裁判において解雇が無効とされた場合に客観的な金銭

当を拡充する、
労働審判制度を拡充する 2 といった方法

救済の仕組みが存在しないということである。

で、現在の問題を改善できるという考えを示している

このいわゆる「解雇無効時の金銭救済制度」に関す

（嶋崎 2017）
。

る問題は、2003 年の労働基準法改正時や 2007 年に

有識者の見解としては、公正な手続きを経ていない

成立の労働契約法に議論されたが、労使双方の批判が

解雇については、単純な金銭解決ではなく、解雇を無
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強かったこともあり、
制度化されるには至らなかった 。

効として集団的な調整を行わせること自体が重要であ

その後、
「
『日本再興戦略』改訂 2015」
（2015 年 6

るというもの（水町 2018）
、違法な解雇が低廉な金額

月 30 日閣議決定）等に基づき設置された「透明かつ

でインフォーマルに解決されている事態はすでに存在

公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討

しており、金銭救済制度をどのように構想すれば望ま

会」において、この制度を導入する必要性が検討され

しくない事態の拡大を避けられるかといった視点での

たのに続いて、2018 年には「解雇無効時の金銭救済

議論が必要であるというもの（神吉 2019）などがあ

制度に係る法技術的論点に関する検討会」
（以下、
検討

る。

会）が設置され、同制度の導入に向けて議論が進めら
れている（2019 年 12 月現在）
。

毎年公表されている「個別労働紛争解決制度の施行
状況」を見ると、民事上の個別労働紛争相談のうち解

検討会では、①解雇がなされていること、②その解

雇に関する相談件数は 3 万件を超えている（2018 年

雇が無効であること、という要件を満たしている場合

度）
。
これらすべてが不当解雇であるかどうかはわから

に、労働者が「労働契約解消金」という金銭を受け取

ないが、解雇という重い処遇に納得できずに相談する

ることにより、労働契約を終了させることができると
いう制度を導入するにあたっての、法技術的論点につ
いて詳しく検討がなされている（厚生労働省 2019）
。
こうした動きに対して、経済同友会は、
「解雇が無効
とされる場合において、公正かつ客観的な基準に基づ
1 この点については神吉 2019 を参照。

［2020.04.22］

2 労働審判制度は、個々の労働者と使用者との間に生じた労働関係
に関する紛争を、裁判所において、迅速、適正かつ実効的に解決
することを目的として設けられた制度で、2006 年 4 月に始まっ
た。労働審判手続では、裁判官である労働審判官 1 名と、労働関
係に関する専門的な知識や経験を有する労働審判員 2 名とで組
織する労働審判委員会が審理し、適宜調停を試み、調停がまとま
らなければ、事案の実情に応じた解決をするための判断（労働審
判）をする。労働審判に対する異議申立てがあれば、訴訟に移行
する。
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労働者が多いというのは事実である。なかには不当解

＜参考資料＞

雇されながらも泣き寝入りするケースも少なくないと

神吉 2019 神吉知郁子「解雇無効時の金銭救済制度設計における法的論
点」
『日本労働研究雑誌』No.711（2019 年）

考えられる。そうだとすれば、労働側の懸念を十分考
慮した上で、違法な解雇がなされたときの金銭救済を
制度化する意義はあるのではないだろうか。

https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2019/10/pdf/
058-069.pdf
（last visited February 16, 2020）
厚生労働省 2019 厚生労働省「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術
的論点に関する検討会」
（2019 年）

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou_558547.html

（last visited February 14, 2020）

『透明かつ公正な労働紛争解決システム
経済同友会 2017 経済同友会「
等の在り方』に対する意見」
（2017 年）

https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2017/pdf/
170428a.pdf
（last visited February 14, 2020）
『解雇の金銭救済制度』導入あ
日本労働弁護団 2019 日本労働弁護団「
りきの議論に反対する緊急声明」
（2019 年）

http://roudou-bengodan.org/topics/8143/

（last visited February 14, 2020）

嶋崎 2017 嶋崎量「解雇の金銭解決制度は『労働者に新たな武器を与え
る』のか？〜『働き方改革』が見せる裏の顔〜」YAHOO!JAPAN ニュー
ス（2017 年）

https://news.yahoo.co.jp/byline/shimasakichikara/
20170531-00071560/
（last visited February 14, 2020）
（2018 年、有斐閣）
水町 2018 水町勇一郎『労働法第 7 版』

［2020.04.22］
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（1）
労働関係の終了
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実務においては、会社を解雇され、それを不服とす
る労働者が解雇の無効を訴えて裁判を起こすという
ケースが頻発しており、裁判所は、数々の裁判例を通
じて、いくつかのルールを構築し、
「独自のルール」に
基づき、その解雇の正当性を判断した。

民法は、雇用に期間の定めがなければ各当事者はい

この「独自のルール」の 1 つは、
「使用者の解雇権

つでも解約の申込みができ、この場合、雇用は解約の

の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通

申込み後 2 週間の経過によって終了すると規定してい

念上相当と是認することができない場合には、権利の

る（第 627 条第 1 項）
。期間の定めのある契約の場合

濫用として無効になる」という「解雇権濫用法理」で

は、
やむを得ない事情がある場合のみ解約できるが、
そ

ある。
「客観的に合理的な理由のない解雇」
にあたるの

れによって会社側に損害を与えたときには賠償責任を

は、理由らしい理由が見あたらず恣意的に行われた解

負うことになる（民法第 628 条）
。

雇である。そして「社会通念上相当性のない解雇」と

労働者からの労働契約の解約については、この原則
が適用されるが、使用者からの労働契約の解約につい

は、当該解雇をめぐる諸般の事情に照らすと解雇に処
するのは過酷に過ぎるという場合である。

ては、労使間の不平等性を考慮して、労働基準法（以

「解雇権濫用法理」
についてもう少し詳しく説明する

下、労基法）をはじめとする特別法に定められるさま

と、この法理にいう解雇の合理的理由は 4 つに大別で

ざまな解雇制限が民法に優先して適用される。後に述

きる（菅野 2019）
。

べるように、労基法、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（以下、
均等法）
、

①労働者の労務提供の不能や労働能力または適格
性の欠如・喪失。

労働組合法（以下、労組法）等が解雇制限を設けてい

②労働者の規律違反行為。

る。

③経営上の必要性に基づく場合。

労基法では、産前産後・業務災害の場合について解

④ユニオン・ショップ協定に基づく組合の解雇要求。

雇制限を設け、使用者は、労働者が業務上負傷し、ま
たは疾病にかかり療養のため休業する期間およびその

①～③の事由について裁判所は、一般的にはそれら

後の 30 日間は、その労働者を解雇できないと定める

が重大な程度に達しており、かつ、労働者の側に宥恕

（第 19 条第 1 項）
。また、産前産後の女性が労基法の

すべき事情がほとんどない場合にのみ解雇相当性を認

規定によって休業する期間およびその後の 30 日間も

めているが、上級の管理者、技術者、営業社員が、高

同様である（第 19 条第 1 項）
。さらに、労基法第 20

度の技術・能力を評価されて特定のポスト・職務のた

条は「使用者は、労働者を解雇しようとする場合にお

めに即戦力として中途採用されたが、そのポスト・職

いては、少なくとも 30 日前にその予告をしなければ

務が廃止された、あるいは、その期待の技術・能力を

ならない」
と定める。30 日前に予告をしない使用者は、

有しなかった、というような場合には、比較的容易に

30 日分以上の平均賃金を支払わなければならない。た

解雇事由の存在を認めている（菅野 2019）
。

だし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業

もう 1 つの法理は、企業が、経営状況が悪化したと

の継続が不可能となった場合または労働者の責に帰す

きに行う余剰人員の解雇、いわゆる整理解雇に関する

べき事由に基づいて解雇する場合においては、この限

もので、判例上、以下の「4 要件」が確立している。

りでない。

［2020.04.22］
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人員整理の必要性

える。裁判所は個々の整理解雇の事例について「4 要

人員削減措置の実施は、不況や経営不振などによる

件」をもとに検討するわけだが、実際は整理解雇を含

企業経営上の必要性に基づいていなければならない。

む解雇を容易には認めない傾向にある（小嶌 2002）
。
ところで、解雇には次のような種類がある。

配置転換等による解雇回避の努力

使用者は、人員削減を実現する際には、配転、出向、
希望退職の募集など、ほかの手段によって解雇を回避
する努力をする信義則上の義務を負う。

①普通解雇
②の懲戒解雇や③の整理解雇にあたらないケー
ス。
当該労働者を解雇するには、合理的な理由が必要

解雇対象者選定の合理性

何名かの労働者の整理解雇がやむを得ない場合でも、

である。また、1 カ月間の猶予期間を置くか、すぐ
に解雇する場合には平均賃金の 30 日分以上の解雇

使用者は被解雇者の選定については、客観的で合理的

予告手当を支払う必要がある。社内規程に退職金の

な基準を設定し、これを公正に適用して行わなければ

定めがある場合は、退職金を支払う必要もある。

ならない。
②懲戒解雇

解雇手続きの妥当性

労働協約上、解雇一般または人員整理について、使
用者に組合との協議を義務付ける条項がある場合には

労働者の非違行為が著しい場合に、懲戒処分の極
刑としてなされる解雇。解雇予告の必要も、退職金
を支払う必要もない。

具体的な人選の基準や当否について十分な協議が必要
となる。また、最近の裁判例はそのような協約上の規

③整理解雇

定がない場合でも、使用者は労働組合または労働者に

企業の雇用調整として行われる手段。裁判例で確

対して整理解雇の必要性とその時期・規模・方法につ

立した「整理解雇の 4 要件」をもとにその正当性が

き納得を得るための説明を行う義務を負うとしている。

判断される（ただし、裁判になった場合のみ）
。

「4 要件」は、もともと 1970 年代のオイルショック
によって引き起こされた不況の中で行われた大量の雇

（2）
退職勧奨

用調整の時期に大企業が行った雇用調整の慣行をもと

企業は、不況時の人員削減の際や、女性労働者の結

に、裁判所が「整理解雇法理」として形成したもので

婚退職や出産退職を促す際などに、特定の労働者に対

ある。この 4 つの要件を満たさないと、解雇権の濫用

して退職を勧奨することがあるが、その場合には労働

としてその解雇は無効となる。労基法に「このような

者の意思を尊重する態様で行う必要がある。上司の執

場合に、
使用者は労働者を解雇してもよい」
というルー

拗な退職勧奨を受けて労働者が退職願を出した場合に、

ルがなかったために 、
このような要件が作られたとい

後にそれを取り消すことができるかが問題となるケー

3

スもある。
3 ただし、差別的な解雇は労基法ならびに均等法によって禁止され
ている。また、法律上の権利行使を理由とした解雇も労基法、育
児・介護休業法、パートタイム労働法などによって禁止されてい
る。

［2020.04.22］

民法第 96 条第 1 項は「詐欺又は強迫による意思表
示は、取り消すことができる」と規定している。した
がって、労使間で合意退職（依願退職）が成立した場

4
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合であっても、労働者側の退職の意思表示（退職願の

由な意思決定が妨げられる状況にあったか否かで、そ

提出）が使用者側の強迫によるものであれば、当該労

の勧奨行為の適法性が判断される。

働者がこれを取り消すことは可能であり、退職の意思
表示が取り消されると合意退職も当然に効力を失うこ
ととなる。
強迫は
「違法に害悪を示して畏怖を生ぜしめる行為」

（3）
労働契約法
長い間、使用者による解雇の適法性の判断は裁判所

であり、害悪の告知は、違法性のあることを必要とす

に委ねる以外にないという状況が続いたが、2007 年

るが、脅かす行為が違法となるかどうかは、その手段

12 月 5 日に労働契約法が成立し
（2008 年 3 月 1 日施

と目的とを相関的に考察して決定しなければならない。

行。平成 19 年法律第 128 号）
、解雇についてのルー

退職願を提出しなければ解雇する旨を告げ、退職願

ルも一部明文化された。同法は、解雇について「客観

の提出を促した行為が強迫にあたるか否かを判断した

的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認

判例はいくつかあるが、強迫にあたらないとしたもの

められない場合は、
その権利を濫用したものとして、
無

が多い。一方で、喫煙禁止の寮内で喫煙したことを理

効とする」と定める（第 16 条）
。これは、日本食塩製

由に高圧的に数回にわたり退職勧奨したことが強迫に

造事件最高裁判決 6 の考え方を踏襲したものである。

あたるとされたケース 4 がある。

また、同法は、有期労働契約の終了について、
「使用

最高裁判所は、転籍や退職の勧奨行為は、限度を超

者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得

えれば違法な権利侵害となり、損害賠償の支払い義務

ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了

を生じると判示すると同時に、退職勧奨が不法行為と

するまでの間において、労働者を解雇することができ

なり得る「5 項目の判断基準」を示している 。

ない」
（第 17 条第 1 項）と定める。

5

①出頭を命ずる職務命令が繰り返される。

そして「使用者は、期間の定めのある労働契約につ

②はっきりと退職する意思がない労働者に、新たな

いて、その労働契約により労働者を使用する目的に照

退職条件を提示する、などの特段の事情がないの

らして、必要以上に短い期間を定めることにより、そ

に執拗に勧奨を続ける。

の労働契約を反復して更新することのないよう配慮し

③退職勧奨の回数や期間などが、退職を求める事情

なければならない」
（第 17 条第 2 項）と定めているが、

の説明および優遇措置など条件の交渉に通常必

これは、有期労働契約の反復更新による紛争を防止す

要な限度にとどまらず、多数回、長期間にわたる。

るためのものである。

④労働者に精神的苦痛を与えるなど自由な意思決定
を妨げるような言動がある。
⑤労働者が希望する立会人を認めたか否か、勧奨者

なお、労働契約法は 2012 年に改正され、2013 年
4 月 1 日から施行されている。主な改正点は、以下
の通りである。

（会社側）の数、優遇措置の有無などについて問
題がある。

無期労働契約への転換

有期労働契約が反復更新されて通算 5 年を超えた
以上の点を総合的に勘案し、全体として労働者の自

ときは労働者の申込みにより、期間の定めのない労働
契約（無期労働契約）に転換できる。

4 ニシムラ事件（大阪地判昭和 61・10・17 労判 486 号 83 頁）
5 下関商業高校事件（最一小判昭和 55・7・10 労判 345 号 20 頁）

［2020.04.22］

6 最二小判昭和 50・4・25 民集 29 巻 4 号 456 頁
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用される（労働協約の拡張適用〈一般的拘束力〉7）
。会

最高裁判例で確立した「雇止め法理」がそのままの

社が合併する場合は、労働契約については消滅会社の

内容で法律に規定。一定の場合には、使用者による雇

従業員の労働契約も合併会社に承認されるというのが

止めが認められない。

通説である。
労働条件の変更等のために就業規則を変更する場合

不合理な労働条件の禁止

には、労働者の過半数の代表者の意見を聞いた上、そ

有期労働契約者と無期労働契約者との間で、期間の

の意見書を添付して労働基準監督署へ届け出ることが

定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設け

必要である。こうした手続を踏んでいない場合、当該

ることを禁止する。

変更は無効となる。

（4）
労働条件の変更
労働契約も、契約の一種である以上、契約の中身で
ある労働条件を変更する場合には、原則として、使用

では、どのような場合に就業規則の不利益変更が認
められるのか。たとえば、賃下げや退職金の引下げに
ついて、使用者が、倒産やリストラクチャリングの回
避を努力したり、定年延長などの措置を講じたりした
かで合理性が判断されるようである。

者と労働者双方の合意が必要となる。したがって、労

なお、労働契約法は、労働契約の変更について「労

働者の同意のない、使用者による労働条件の一方的な

働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容

変更は無効となる。実際のところ、ほとんどの会社で

である労働条件を変更することができる」
（第 8 条）と

は就業規則で労働条件を定めており、その場合は使用

定める一方で、使用者が一方的に就業規則を変更して

者が就業規則を変更することで、個々の労働者の同意

も、労働者の不利益に労働条件を変更することはでき

を得ずに労働条件を変更することが可能である。しか

ず（第 9 条）
、就業規則の変更によって労働条件を変

し、
その場合でも労働者に不利益な就業規則の変更
（労

更する場合には、その変更が、労働者の受ける不利益

働条件の切り下げ）は、
それが経営上必要なもので、
客

の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則

観的に「合理的」なものでない限り労働者を拘束しな

の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況に照らし

い。

て合理的である必要があり、また、労働者に変更後の

賃金等の労働条件は、法令、労働協約、就業規則、個

就業規則を周知させる必要がある（第 10 条）
、と定め

別的労働契約などで定められるが、その効力は、効力

る。ただし、就業規則の変更によっては変更されない

の強い方から労働協約、就業規則、労働契約の順にな
る。たとえば、労働契約や就業規則が労働協約に違反
する場合、違反する部分は無効となる。また、就業規
則に違反する労働契約はその部分に限り無効となる。
労働協約によって労働条件が変更された場合、その労
働組合の組合員であれば、原則としてその協約が適用
される。また、組合員でない場合でも、協約を締結し
た組合の組織率が 4 分の 3 以上の場合には、協約が適

［2020.04.22］

7 労働協約の拡張適用（一般的拘束力）には事業場単位の拡張適用
（労組法第 17 条）と地域単位の拡張適用（労組法第 18 条）があ
る。事業場単位の拡張適用は上述の通り、事業場に常時使用され
る同種の労働者の 4 分の 3 以上が同一の労働協約の適用を受け
るに至ったときには、当該事業場に使用されるほかの同種の労働
者にも当該労働協約が適用されるとする。地域単位の拡張適用
は、ある地域に就業する同種の労働者の大部分が同一の労働協約
の適用を受けるに至ったときには、協約当事者の双方または一方
の申立てに基づき、労働委員会が決議し、厚生労働大臣または都
道府県知事が決定することによって、当該地域におけるほかの同
種の労働者および使用者にも当該労働協約が適用されるとする
（以上、水町 2018）
。労組法第 18 条によって地域単位の拡張適
用が実現した例は、きわめて少数である。
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労働条件として合意していた部分は、その合意が優

＜参考資料＞

先されることになる（第 10 条ただし書）
。

小嶌 2002 小嶌典明「高失業時代の解雇制限法制と解雇のルール」中村
（2002 年、NTT 出版）
公宏 + 現代総研編『21 世紀のグランドデザイン』
（2019 年、弘文堂）
菅野 2019 菅野和夫『労働法第 12 版』
水町 2018 水町勇一郎『労働法第 7 版』
（2018 年、有斐閣）

解雇の種類
解雇の種類

内

容

普通解雇

懲戒解雇や整理解雇でないもの。
合理的な理由が必要。

懲戒解雇

労働者に非違行為があった場合に、懲戒処分として行
われるもの。
懲戒解雇の前置措置として、出勤停止や自宅待機など
が行われるのが通常。
合理的な理由が必要。

整理解雇

企業の雇用調整・人員削減の手段として最終的段階で
行われるもの。

解雇予告・手当

裁判所のルール

要

客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と是認すること
ができない場合には、権利の濫用として無効になる。

不要

客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と是認すること
ができない場合には、権利の濫用として無効になる。

要

整理解雇の 4 要件
①人員整理の必要性
②配置転換等による解雇回避の努力
③解雇対象者選定の合理性
④労使協議の実施等、解雇手続の妥当性

法令を基に筆者作成

［2020.04.22］
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2. 団体交渉と労働紛争
（1）
団体交渉
事業場内に労働組合がある場合、労働組合が労働者
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（2）
労使協議制と苦情処理手続
団体交渉以外にも労働組合と使用者が自主的に労働
条件やその他労使関係上の問題を交渉して解決する手
続はある。代表的なものが、労使協議制と苦情処理手
続である。

の代表として使用者と労働条件に関する交渉を行うの

労使協議制は、企業別労使間の情報共有・意思疎通・

が通常である。日本は、憲法第 28 条において「団体

合意形成の手段として捉えられており、産業、企業、事

交渉権」を保障している。この団体交渉権は、団体交

業場などのレベルにおけるさまざまな協議手続から成

渉を求める行為および団体交渉の場での言動について

り立っている。一方、苦情処理手続は、主として労働

刑事免責、民事免責を与え、また「公序」の形成を通

者の日常的な苦情を処理するために設けられる手続の

じて不利益取扱いからの保護を与えている（菅野

ことをいうが、アメリカで特に普及しているものであ

2019）
。

る。

団体交渉の形態は、およそ次の 3 つに分類される。

労働組合のある事業場ではほとんどが労使協議のた

①産業別交渉、②企業別交渉、③職場交渉、である。

めの機関を設置しており、なかには団体交渉という形

産業別交渉は、産業別労働組合が産業別の使用者団

ではなく労使協議によって団交事項を交渉するところ

体との間で当該産業の労働者に共通の労働条件につい

もあるが、労使協議手続は法的に「団体交渉」として

て行う形である。ヨーロッパでは、伝統的にこのよう

取り扱われる。

な団体交渉が行われてきた。企業別交渉は、企業の従
業員の労働条件について、従業員を組織している労働
組合が個々の使用者との間に行う方法であり、日本で

（3）
労働委員会の役割

は主にこの形態がとられている。職場交渉は、発生す

労働委員会には、労組法に規定されている中央労働

る問題について職場の労働者団体が職制と行う交渉の

委員会と地方労働委員会（以下、地労委）がある。労

ことをいう。

働委員会は、使用者を代表する者、労働者を代表する

日本における団体交渉法制は、使用者に対し団体交

者、および公益を代表する者の各同数をもって組織さ

渉の席について交渉にあたる義務を課して、労働者に

れる三者構成であり、独立行政委員会として、労働組

団体交渉そのものについての法的助力を与えるもので

合の資格審査、不当労働行為の審査と救済、労働争議

（菅野 2019）
、アメリカの法制も同様である。日本と

の調整、労働協約の拡張適用の決議、強制権限を行使

アメリカの大きな違いは、アメリカでは排他的交渉代

する。その中で労働委員会の最も重要な権限は、労働

表制がとられ、適正な交渉単位において過半数の労働

者または労働組合の申立てを受けて、使用者の不当労

者の支持を得た労働組合のみが交渉単位内の全労働者

働行為（労組法第 7 条）の成否を審査し、救済命令や

のために排他的な交渉権を得るのに対し、日本では労

棄却命令を発する権限である（労組法第 27 条・第 20

働組合が自己の組合員についてのみ団体交渉権を持ち、

条）
。そしてもう 1 つの重要な権限として挙げられる

組合員が少数であっても団体交渉が認められ、事業場

のが、労働関係調整法に基づく労働争議の調整（あっ

に複数組合が共存する場合があるという点である。

せん、調停、仲裁）の権限である（労組法第 20 条）
。
集団的労使関係の当事者間で労働関係上の事項に関

［2020.04.22］
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する主張の不一致に起因して紛争が生じ、このため争

処理システムの在り方について」という報告書を公表

議行為が発生、または、発生するおそれがある場合に、

した。同報告は、増加傾向にある個別的労使紛争は企

外部の第三者が両者の主張を調整し、紛争を解決する

業内での自主的解決が基本であり、労使の創意工夫に

ように努力する手続きを「労働争議の調整」という（菅

より、紛争を未然に防止し自主的解決に努めることが

野 2019）
。

必要と指摘した上で、次のような提案を掲げた。①地

しかし、近年においては、個別的な労働者の苦情・

方労働局内に中立的な立場の委員会を設置し、紛争解

紛争が増加し、これらが労働関係の民事裁判事件や労

決を図ることと、②これまで対象を集団的労使紛争に

政主管事務所等の相談件数の大幅な増加に拍車をかけ

限定してきた労働委員会を個別的紛争の相談、あっせ

ており、個別的労使紛争処理のあり方が問われるよう

ん等を行うことができるよう衣替えすること。

になってきた。
労働委員会も地域の実情に応じて一定の役割を果た

以上のような経緯を踏んだ上で、2001 年 6 月に成
立した概要は次の通りである（道幸 2001）
。

すことが望ましいという認識に立ち、2001 年 10 月よ
り、多くの地労委が個別的労使紛争処理のあっせんを
スタートした。

（4）
個別的労使紛争

同法の目的と対象となる紛争の範囲
（第1条）

同法は、個別的労働関係紛争について、
「その実状に
即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする」
。

紛争の自主的解決
（第2条）

労働契約は名目上、一労働者と使用者の間で締結さ

当該紛争の「当事者は、
早期にかつ誠意をもって、
自

れる契約であるが、日本では個人が企業と自分の労働

主的な解決を図るよう努めなければならない」
。
具体的

条件を直接交渉するという手段はほとんどとられてこ

な方法は、労使に委ねられる。

なかった。したがって、労使間において問題が発生し
た場合も、あくまでも集団的労使紛争を中心に考えた
処理システム、すなわち労働委員会を核とした設計に
なっている。
個人的労使紛争処理を目的とする公的制度がない中、
都道府県レベルで設置された総合労働コーナーや均等

都道府県労働局長による情報提供等
（第3条）

相談機能につき、都道府県労働局長は、個別的労働
関係紛争を防止し、自主的解決を促進するために労使
に対し労働関係等に関する事項についての情報の提供、
相談その他の援助を行う。

法上の相談、労政主管事務所の労働相談などに、労働
者から苦情や相談が持ち込まれるケースが相当数あり、
全国での苦情・相談件数は年間 100 万件ほどにも及ぶ
状況になっていた（花見 2001）
。
労働省（現厚生労働省）は、1997 年 8 月に「我が

都道府県労働局長による助言・指導
（第4条）

紛争解決のための方策として、都道府県労働局長に
よる助言・指導と紛争調整委員会によるあっせんが規
定されている。

国の経済社会状況の変化に対応した労使紛争処理の在
り方（中間的取りまとめ）
」を発表し、
個別的労使紛争
処理制度の整備の必要性を強調した。
その後、労働省は、2000 年に個別的労使紛争処理
問題検討会議を設置し、同年 12 月「個別的労使紛争

［2020.04.22］

紛争調整委員会によるあっせん
（第5条）

あっせんは、各局に設置された学識経験者からなる
「紛争調整委員会」のあっせん委員（3 ～ 12 名）が事
案ごとに 3 名単位で担当する。
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促進法は、
「総合労働相談コーナーにおける情報提
供・相談」
「都道府県労働局長による助言・指導」
「紛
争調整委員会によるあっせん」の 3 つの紛争処理制度
を設けている。

募集・採用に関する紛争（あっせんは除く）である。労
働組合と事業主の間の紛争等は対象とならない。
促進法の問題点としては、あっせんの実効性があっ
せん委員の見識や能力によるところが大きいという点

総合労働相談コーナーを通して助言・指導の申し出

や、労働基準監督行政がバックにある点などが指摘さ

がなされると、都道府県労働局長による助言・指導が

れている（道幸 2001）
。監督行政と紛争処理システム

実施され、
解決した場合は終了となる。
解決されなかっ

は内部分離が図られているが、使用者側からすると利

た場合は希望に応じて紛争調整委員会のあっせんへの

用しにくいことは否定できない（道幸 2001）
。

移行、またはほかの紛争解決機関の説明・紹介が行わ

促進法は、企業内での自主的解決を前提としている

れる。紛争調整委員会は、弁護士、大学教授、社会保

が、日本の企業風土には、社内で起こった苦情を外部

険労務士などの労働問題の専門家で構成される。

に知られることを極端に嫌う傾向がある。企業は、こ

制度の対象となるのは、解雇、雇止め、労働条件の

のような風土を変えるよう努力し、社内でスムーズな

不利益変更などの労働条件に関する紛争、いじめ・嫌

苦情処理ができるシステムを作っていく必要がある。

がらせなどの職場環境に関する紛争、退職に伴う研修

なお、厚生労働省が公表した 2018 年度の「個別労

費用の返還、営業車など会社所有物の破損についての

働紛争解決制度の施行状況」によると、同年度の総合

損害賠償をめぐる紛争、会社分割による労働契約の承

労働相談件数は 111 万 7,983 件、民事上の個別労働

継、同業他社への就業禁止など労働契約に関する紛争、

紛争相談件数は 26 万 6,535 件だった。総合労働相談

個別労働紛争解決システムのスキーム
労働者

事業主

紛争
企業内における自主的解決

企業

総合労働相談コーナー
労働問題に関する相談、情報の提供のワンストップ・サービス
紛争解決援助の対象とすべき事案
紛争調整委員会
あっせん委員（学識経験者）による
あっせん・あっせん案の提示

都道府県
連携 （労政主管事務所、
労働委員会等）、
労使団体における
相談窓口

都道府県労働局長による
助言・指導

都道府県労働局
労働基準監督署、公共職業安定所、雇用均等室
法違反に対する指導・監督等

出所

厚生労働省「個別労働紛争解決システムのスキーム」

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/tetuzuki.html

［2020.04.22］
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件数は 11 年連続で 100 万件を超えて、高止まりの状

＜参考資料＞

態にある。民事上の個別労働紛争相談の内容では、
「い

（2019 年、弘文堂）
菅野 2019 菅野和夫『労働法 第 12 版』

じめ・嫌がらせ」の件数が過去最高であった（厚生労

「個別労使紛争処理を考えなおす」
『JIL@Work Summer
花見 2001 花見忠
（2001 年）
2001』

働省 2019）
。

『勤労よ
道幸 2001 道幸哲也「個別的労働関係紛争解決促進法の成立」
（2001 年）
こはま 443 号』

また、厚生労働省は、2017 年に「
『透明かつ公正な
労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会』報

『平成 30 年度個別労働紛争解決制度の
厚生労働省 2019 厚生労働省「
施行状況』を公表します」
（2019 年）

告書」において、個別労働関係紛争解決システムにつ

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000521619.pdf

いては、制度間の連携が担保されていないといった課

（last visited February 12, 2020）

題があり、
改善策を講じる必要性があるとしている
（厚

『透明かつ公正な労働紛争解決システム
厚生労働省 2017 厚生労働省「
等の在り方に関する検討会』報告書」
（2017 年）

生労働省 2017）
。

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000166655.pdf
（last visited February 12, 2020）

個別労働紛争解決制度の運用状況―相談件数の推移
120 万

907,869

997,237

734,257

出所

103,194

140,822

160,166

2002

2003

2004

176,429

187,387

197,904

2005

2006

2007

民 事 上の
個別労働紛争
相談件数

0

1,130,741 1,104,758 1,117,983

625,572

40 万
20 万

1,067,210 1,050,042
1,033,047 1,034,936

823,864

80 万
60 万

946,012

1,141,006 1,130,234
1,109,454

総合労働相談件数

100 万

1,075,021

（単位：件）

236,993

247,302

246,907

256,343

254,719

245,783

238,806

245,125

255,460

253,005

266,535

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 （年度）

厚生労働省「個別労働紛争解決制度の施行状況」（2002 〜 2018 年度）

［2020.04.22］
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民事上の個別労働紛争相談件数の推移（相談内容別）
平成

21 年度

解雇

26,514

1,933

16,632

9,790

38,131

27,765

35,759

3,877

3,139

4.8

9.4

0.7

5.9

3.5

13.5

9.8

12.7

1.4

1.1

60,118

13,892

25,902

1,861

20,265

9,051

37,210

29,488

39,405

4,834

3,108

21.2

4.9

9.1

0.7

7.2

3.2

13.1

10.4

13.9

1.7

1.1

57,785

13,675

26,828

2,010

25,966

9,946

36,849

37,575

45,939

5,361

3,180

18.9

4.5

8.8

0.7

8.5

3.3

12.1

12.3

15.1

1.8

1.0

51,515

13,432

25,838

1,896

29,763

9,783

33,955

37,842

51,670

6,136

3,322

（％）

25 年度

16.9

4.4

8.5

0.6

9.8

3.2

11.2

12.4

17.0

2.0

1.1

43,956

12,780

25,041

1,813

33,049

9,748

30,067

37,811

59,197

5,928

3,025

（％）

26 年度

14.6

4.3

8.3

0.6

11.0

3.2

10.0

12.6

19.7

2.0

1.0

38,966

12,163

21,928

1,639

34,626

9,458

28,015

36,026

62,191

5,127

2,819

（％）

27 年度

13.4

4.2

7.5

0.6

11.9

3.3

9.6

12.4

21.4

1.8

1.0

37,787

11,997

22,110

1,604

37,648

9,864

26,392

37,177

66,566

5,422

3,041

12.7

4.0

7.4

0.5

12.7

3.3

8.9

12.5

22.4

1.8

1.0

36,760

12,472

21,901

1,961

40,364

9,244

27,723

39,096

70,917

6,314

3,162

11.8

4.0

7.1

0.6

13.0

3.0

8.9

12.6

22.8

2.0

1.0

33,269

14,442

20,736

1,916

38,954

9,075

25,841

39,201

72,067

6,436

2,748

10.9

4.7

6.8

0.6

12.8

3.0

8.5

12.9

23.6

2.1

0.9

32,614

12,307

21,125

1,870

41,258

9,177

27,082

45,960

82,797

6,383

2,737

10.1

3.8

6.5

0.6

12.8

2.8

8.4

14.2

25.6

2.0

0.8

（％）

28 年度
（％）

29 年度
（％）

30 年度
（％）

出所

募集・
採用

13,610

（％）

24 年度

採用内定 自己都合 出向・ 労働条件 その他の いじめ・ 雇用管理
取消
退職
配置転換 の引下げ 労働条件 嫌がらせ
等

24.5

（％）

23 年度

退職勧奨

69,121

（％）

22 年度

雇止め

その他

内訳延べ
合計件数

35,630 281,901
12.6

100

38,007 283,141
13.4

100

40,010 305,124
13.1

100

38,906 304,058
12.8

100

37,698 300,113
12.6

100

37,667 290,625
13.0

100

37,969 297,577
12.8

100

40,606 310,520
13.1

100

40,336 305,021
13.2

100

40,171 323,481
12.4

100

厚生労働省 2019

注：年度ごとに上段が件数、下段が相談内容の全体（内訳延べ合計件数）に占める割合。下段の合計値は、四捨五入による端数処理の関係で 100% にならないことが
ある。なお、内訳延べ合計件数は、1 回の相談において複数の内容にまたがる相談が行われた場合には、複数の相談内容を件数として計上したもの。

［2020.04.22］
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1 週間、勤続年数が 2 年以上 12 年未満の者の場合は
勤続年数×1 週間で計算した期間、勤続年数が 12 年以
上の者の場合は 12 週間の期間を設けている（厚生労
働省 2019）
。
ただし、解雇予告について厳しく定めるヨーロッパ

日本は、世界でも特に解雇の難しい国である。コモ

諸国も、試用期間中の者の解雇については制限を設け

ンローを基本とするイギリスやアメリカでは、解雇退

ていないケースが多い。たとえば、ドイツやイタリア

職自由の原則あるいは随意的雇用の原則（employ-

では採用後 6 カ月間は解雇制限を適用していない。

ment at will）があるため、使用者は比較的容易に従
業員を解雇することができる。

整理解雇について、ドイツでは一定以上の規模の事
業所が一定以上の人数の解雇を行おうとする場合、公

これに対して、ドイツは解雇制限法という明文法を

共職業安定所への届出が義務付けられており、フラン

持ち、その第 1 条において通常解雇には正当な事由が

スでも、解雇される人員数に応じて、企業委員会との

必要なことを規定している。ただし、非常解雇の場合

協議などが義務付けられている（JILPT 2019）
。イギ

は解雇制限法の適用を受けず、重大な理由があれば認

リスには特段の規定はない。

められる。フランスの場合、期間の定めのない労働契
約は、当事者の一方の発意により終了できることが労
働法典に規定されており、解雇は原則として自由であ
る。

（2）
アメリカにおける解雇法制
先に述べたように、アメリカには、解雇退職自由の

多くのヨーロッパ諸国では解雇予告期間や手当につ

原則と呼ばれるルールが確立されており、期間の定め

いて厳しい定めを置いている。たとえば、ドイツでは

のない雇用契約については、当事者がいつでも自由に

通常解雇については、勤続年数に応じて予告期間が定

契約を終了させることができる。解雇予告期間につい

められており、労働者の勤続年数が 2 年、5 年、8 年、

ても何ら規定がないため、使用者は即座に労働者を解

10 年、12 年と長くなるにつれて、予告期間が 1 カ月、

雇することができる。

2 カ月、3 カ月、4 カ月、5 カ月と延長される（厚生労
働省 2019）
。

しかし、解雇退職自由の原則には例外がある。①労
働協約による正当事由条項、②雇用差別禁止法や全国

フランスでは、勤続年数半年以上の労働者を解雇す

労働関係法（National Labor Relations Act）といっ

る場合、勤続年数に応じて、解雇予告期間を設ける必

た制定法に基づく一定の理由による解雇の禁止、③公

要がある。勤続年数が半年から 2 年の場合は 1 カ月、
2

の秩序による解雇権の制限、④契約法理による解雇制

年以上の場合は 2 カ月である。勤続年数が 6 カ月未満

限、⑤誠実・公正義務に違反する場合、⑥州法による

の場合の解雇予告期間は法定されておらず、労働協約

解雇制限、などが例外として挙げられる（中窪 2010）
。

または慣行による（厚生労働省 2019）
。

実務では、日本の就業規則に類似した従業員ハンド

イギリスでは、1996 年雇用権利法（Employment

ブック（employee handbook）を定める会社が多く、

Rights Act 1996）により、不当に解雇されない権利

それに従って慎重な解雇手順を踏むのが一般的である。

が認められている。同法は解雇予告について、労働者

従業員ハンドブックを定めるのは、労働者による訴訟

による暴力や窃盗などの不法行為を理由とした場合を

提起を避けるためでもある。具体的には、問題行動の

除き、勤続年数が 1 カ月以上 2 年未満の者の場合は

ある労働者であっても、解雇に踏み切る前に、戒告や

［2020.04.22］
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謹慎といった解雇よりも軽い懲戒処分を出して、様子

チェーンのMGMリゾートは、同年 3 月、ラスベガスの

をみるケースが少なくない。

カジノ・ホテルが一時閉鎖に追い込まれたことを受け

整理解雇については法律上、
特段の定めはないが、
整

て、6 万人を超える従業員のファーローを発表した

理解雇の対象となった労働者に対しては、多くの場合、

（News 3 Las Vegas, April 2, 2020, https://

アウトプレースメント会社を通して、再就職支援を提

news3lv.com/news/local/mgm-resorts-ceo-says-

供する。

60000-employees-have-been-furloughed-in-cn-

また、会社が一時的な経営悪化の状態などに陥った

bc-interview）
。また、ディズニーランドやディズニー

場合、
労働者を解雇するのではなく、
レイオフ（layoff）

ワールドを運営するDisneyは、同年 4 月、国内の従業

またはファーロー（furlough）する場合がある。

員約 10 万人のファーローを発表している（USA To-

レイオフとファーローは、実務ではほぼ同義語とし

day, April 25, 2020, https://www.usatoday.com/

て使われているが、それぞれの意味は州法、労働協約、

story/money/2020/04/25/21-american-business-

または各企業の従業員ハンドブックによって異なる。

es-temporarily-laying-off-the-most-peo-

一般的に、レイオフは、使用者の責に帰すべき事由

ple/111592432/）
。大規模なレイオフやファーローは、

による一時解雇または一時帰休を意味する。ファー

使用者が労働コストを削減して事業を存続させるため

ローも一時帰休または自宅待機という意味だが、特に

の一時的な手段であるかもしれないが、パンデミックの

短期間の休業を意味することが多く、通常は復職が予

収束や経済再開の目途が立たなければ、
雇用契約の打ち

定されている。また、ファーローは、勤務時間や労働

切り、長期にわたる失業につながるおそれも十分にある。

日数の短縮を意味することもある。
ファーローでは、
雇
用関係は継続しているため、ファーローの期間中、健
康保険をはじめとする付加給付の支給は継続され、

（3）
国際的に見た日本の解雇基準と今後の課題

ファーローの期間が終了すると、労働者は元の職場・

OECDはこれまでに各国の解雇法制を比較し、それ

職務に復帰する。レイオフの場合、レイオフされた時

ぞれの国の「解雇の困難さ（容易さ）
」を公表してきた。

点で雇用関係が終了することもあり、その場合、元の

最新の報告はOECD Employment Outlook 2013 だ

職場に復帰する際は再雇用となる。なお、レイオフ、

が、報告によると日本の「解雇の困難さ」は 0 ～ 6.0

ファーロー、いずれの場合も、各州失業保険の対象と

の基準（数値が高いほど解雇が困難）で 3.0 であり、

なる。レイオフやファーローの取扱いは、州法、労働

OECD平均の 2.3 を上回っている。ヨーロッパには日

協約、または各企業の従業員ハンドブックによるとこ

本よりも数値が高い国が多い（フランスの 3.4 など）

ろが大きいので、注意が必要である。

が、イギリス（1.0）やアメリカ（1.2）といったコモ

2020 年、新型コロナウィルスが大流行し、その拡大
を抑えるために、アメリカのほとんどの州がソーシャル

ンロー諸国の数値はOECD平均を下回っている（以
上、OECD 2013）
。

ディスタンシング、市民の外出制限令、必要不可欠では

一見すると、解雇の困難な国ほど、労働者にやさし

ない事業の営業自粛といった施策を実行し、それによっ

い印象を持つが、正規労働者を解雇する場合に使用者

て、経済の停滞、雇用の急減、失業の急増という事態に

に勤務期間に応じた解雇手当の支払いを義務付けてい

なった。特に打撃の大きかった航空産業、製造業、ホス

る国では、このような制約がかえって正規労働者の採

ピタリティ産業、小売業などでは、大規模なレイオフや

用を阻害し、有期雇用で働く労働者の増加を招いてい

ファーローが起こっている。たとえば、大手ホテル

るケースもある。

［2020.04.22］
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一方、解雇が自由な国として知られるアメリカでは、

強すぎると言わざるを得ず、正規労働者の雇用保護を

たしかに使用者から一方的に解雇されることも少なく

ある程度和らげない限り、その格差の解消は難しいだ

ないが、いつでも自由に解雇できるわけではない。公

ろう。

民権法第 7 編をはじめとする雇用差別禁止法に抵触す
るような解雇は無効であり、日本とは比較にならない
ほど高額な損害賠償の請求対象となり得る。また、労
＜参考資料＞

働協約、就業規則、労働契約などの制限も受ける。そ

（2019 年）
厚生労働省 2019 厚生労働省「2018 年 海外情勢報告」
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kaigai/19/
（last visited February 12, 2020）

のため、実務においては、普通解雇の場合には数回の
警告等を行った上で解雇に踏み切るという手順がとら
れるのが一般的で、整理解雇の場合は早い段階でワン

JILPT 2019 労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較 2019」

（2019 年）

ストップセンターやアウトプレースメント会社の協力

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/2019/
documents/Databook2019.pdf
（last visited February 12, 2020）

を受けながら、解雇対象となった労働者の再就職先の
あっせんと精神的ケアを行っている。

（2010 年、弘文堂）
中窪 2010 中窪裕也『アメリカ労働法 第 2 版』

また、OECDは、日本の問題点は正規労働者に対す

OECD 2013 OECD “Protecting jobs, enhancing flexibility: A new look at
employment protection legislation” OECD Employment Outlook 2013
（2013）
http://dx.doi.org/10.1787/empl_outlook-2013-6-en
（last visited February 12, 2020）

る強い保護規制そのものではなく、それが正規・非正
規の格差を生み出し、労働市場の二極化を招いている
点であると指摘する（OECD 2013、矢澤 2014）
。
日本は近年、労働契約法の施行・改正により、有期

矢澤 2014 矢澤朋子「日本は『正規雇用の解雇が最も難しい国』？」
大和総研グループ『欧州経済』
（2014 年）

労働契約から期間の定めのない労働契約への転換を明

https://www.dir.co.jp/report/research/economics/europe/
20140318_008337.pdf
（last visited February 13, 2020）

文化し、不安定な有期から無期への転換ができるよう
に制度化した。しかし、非正規と比較すると不公平に
正規労働者の「解雇の困難さ」の国際比較
Scale0-6
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4.5
4.0

不公正解雇の定義

試用期間
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資料名
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1

個別労働紛争解決制度の施行状況相談件数の推移

2

民事上の個別労働紛争相談件数の推移（相談内容別）

3

個別労働紛争解決システムのスキーム

4

正規労働者の「解雇の困難さ」国際比較

出 所

厚生労働省「『平成 30 年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」（2019 年）

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000521619.pdf
厚生労働省「『平成 30 年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」（2019 年）

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000521619.pdf
厚生労働省「個別労働紛争のスキーム」

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/tetuzuki.html
OECD “Protecting jobs, enhancing flexibility: A new look at employment protection legislation”
OECD Employment Outlook 2013（2013）
http://dx.doi.org/10.1787/empl_outlook-2013-6-en
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