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2 基本判例の概観

労働契約法20条関係
【�①ハマキョウレックス事件（差戻審）�
　（大阪高判H28.7.26）、�
②長澤運輸事件（東京高判H28.11.2）、�
③メトロコマース事件（東京地判H29.3.23）、�
④ヤマト運輸（宮城ベース店）事件�
　（仙台地判H29.3.30）】

6

　最後に、労働契約法20条の関係です。これ
が一番大きな問題になります。ここに4つの事
件を挙げさせていただきました。世間では、
②長澤運輸事件がメディアへの登場回数が非
常に多く、かつ、評釈が多かったので、この
事件が労契法20条の問題を典型的に表してい
る事案であるかのような印象がありますが、
私は全く違うと思います。
　この4件のうち、②長澤運輸事件だけが特殊
です。あとの3件については高年齢者雇用安定
法は関係ありません。要するに、あとの3件こ
そが労契法20条の問題なのです。つまり、あ
る人は有期雇用で働き、ある人は無期雇用で
働いているとして、その人たちが職務内容と
してオーバーラップしている部分があるとい
う場合に、その処遇の違いをどう考え、どの
ようなルールを形成したらいいのでしょうか
というのが労契法20条の問題です。
　それを表しているのはあとの3件であり、長
澤運輸事件は前編で紹介したトヨタ自動車事
件とひとくくりにすべきだと思います。つま
り、高年齢者雇用安定法によって、企業は65
歳までは手を挙げた人は何とか皆雇用しなけ
ればいけないのだということです。たとえ改
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正前に、労使協定で振り分け基準を作ってい
たとしても、その基準に該当しているのでは
ないかという訴えが出されますので、企業に
とっては非常に負担なのです。それとこの労
契法20条の問題をどう擦り合わせるのかとい
うことであり、トヨタ自動車事件との関連で
言えば、高年齢者雇用安定法により65歳まで
雇用が継続されるという政策への対応に迫ら
れた場合、どんなことでも許されるのかとい
うと、それは違うということです。どのよう
な基準で、どこまでが許されたり許されなか
ったりするのかが論じられています。
　それを念頭に置いて見ていきますが、既に
お話ししたとおり、①ハマキョウレックス、
③メトロコマース、それから④ヤマト運輸事
件は共通しています。いずれも裁判所は、ま
ず個々の賃金項目ごとに判断するのだという
ことを明示しているわけです。これによって、
例えば①ハマキョウレックス事件では、細か
い違いが原審との間に出てきます。
　手当が全部で10ぐらいあり、そのうちの無
事故手当、作業手当、休職手当、住宅手当、
皆勤手当、家族手当、一時金、退職金、それ
から通勤手当というようなものがずらっとあ
り、それを原審はこのうち通勤手当の一部は
労契法20条に抵触すると言ったわけです。し
かし、高裁はそうではなくて、無事故手当、
作業手当、休職手当も通勤手当に加えて「不
合理と認められるもの」という言い方をして
いるわけです。
　実は、③メトロコマースと④ヤマト運輸事
件もこの発想です。1つ1つ検討してみて、果
たして労契法20条の言う不合理な扱いになっ
ているかどうかを検討するというスタンスで
す。
　例えば③メトロコマース事件ですと、早出
残業手当についてだけ労契法20条に違反する
と言っているわけです。基本給から始まって、
いろいろとほかにある賃金項目について全部
不合理とまでは言えないが、しかし、早出残
業手当は不合理だという判断です。
　④ヤマト運輸事件は、マネージ社員とキャ
リア社員という2つの役職に分けられており、

格付け、等級、号俸、業務区分が同じ場合、
基本給、業務インセンティブ、各種手当は同
一であるが、賞与の支給方法に違いがあると
言っているわけです。マネージ社員とキャリ
ア社員とは、ともに運行乗務業務に従事して
いる場合、その内容および当該業務に伴う責
任の程度は同一と言えるが、マネージ社員に
期待される役割、職務遂行能力の評価や教育
訓練等を通じた人材の育成等による等級・役
職への期待、職務の内容および配置の変更の
範囲には違いがあり、その違いは小さいもの
とは言えないとして、賞与の支給方法が違う
のは、このような責任の度合いと内容等につ
いての違いを反映したものであり、不合理で
はないと言っているわけです。
　ですから、この3件の判決については、中身
の具体的な判断に、反対、賛成ということは
あり得るとしても、基本的な構造、枠組みに
はそれほど異論はないのではないかと思いま
す。
　しかし、②長澤運輸事件については、出発
点が高年齢者雇用安定法によって雇用継続を
した場合ということが反映しているため、具
体的な判断の立脚点が違います。第一に、先
ほどの3件の裁判例のように個々の判断をする
わけではなく総合判断をしているという点で
す。
　この長澤運輸事件の高裁判決は、継続雇用
者の年収について、全体として60万円程度の
減額が生じているが、在職老齢年金部分を考
慮すると、定年前の年収の8割ぐらいのところ
でとどめるようにしている、と述べています。
つまり、この高裁判決は、個々の賃金項目を
具体的に検討しているわけではなく、全体と
して、定年前の年収と比べてそれほど低額に
なっていないと言っているのです。
　もう1つは、労契法の20条をよく読むと、期
間の定めがあることによる不合理な労働条件
になっているかどうかということを判断する
ときには、（1）労働者の業務の内容および当該
業務に伴う責任の程度、（2）当該職務の内容お
よび配置の変更の範囲、（3）その他の事情と全
部で3つの判断の要素があるわけで、この（3）

講演録：近時の労働判例の動向と分析



NIBEN Frontier●2018年7月号38

その他の事情をどう考えるかというのが非常
に微妙だということです。
　今回挙げた長澤運輸事件以外のどの判決も
これらの要素（1）（2）（3）はそれぞれ一定の関
連性を持っていることが必要だと考えている
わけです。例えば、通勤手当について、有期
雇用で仕事が少ないので、毎日来なくてもい
いということなら、そのような人に毎日通勤
するひとと同じように通勤手当を払うという
のはかえって不合理ではないかということが
正当化されますから、一定程度（1）と（2）と関
係がある場合を想定しているわけです。
　ところが、長澤運輸事件の場合のように、
高年齢者雇用安定法への政策対応だというの
は、果たして労契法20条が挙げている最初の
2つの判断要素、（1）業務の内容や（2）変更の範
囲ということとどう関係するのかということ
です。この政策対応は、完全に外的な要因で、
これをどう考えるかということが非常に問題
になると思います。外的な要因だと、結局は
関連性がないので、どちらの方が優先される
べきかという法的な評価の問題になってくる
と思うのです。その上で、結局第一審は評価
のところにおいて、高年齢者雇用安定法への
政策対応なのだということをそれほど重視し
なかった。しかし、高裁はこれを非常に重視
したということになります。
　これをどう考えたらいいか。今後、同じよ
うな事案はいくらでも出てくると思いますが、
これについては荒木尚志東京大学大学院法学
政治学研究科教授が非常に議論を呼ぶ評釈を
書いています。詳しくは『労働判例』1146号

「定年後嘱託再雇用と有期契約であることによ
る不合理格差禁止─労働契約法20条の解釈─
長澤運輸事件を素材として」をご参照くださ
い。
　彼は、ここで単にこの事件だけではなく、
労働基準法3条、4条、男女雇用機会均等法6
条、パートタイム労働法9条、つまり同一労働
同一賃金、格差それ自体を禁止している規定
ですが、それを規範としている制度との相違
ということをまず強調し、実際に労契法20条
は同一労働同一賃金や差別禁止の規定ではな

いのだと論じています。
　確かに改正派遣法40条の3が制定され、有
期、派遣、パートは3つとも、不合理な格差は
禁止されるべきだという理念で一致している
と言えます。しかし、不合理な格差が禁止さ
れるべきだということと仕事や責任等が一緒
であれば同じ賃金が支払われるべきだ、とい
うこととは全く違うわけです。そして、パー
トタイム労働法の9条とは全く違い、日本のよ
うに年功賃金制度がずっと採られてきた国に
おいては、特別に考慮されるべき問題である
と言っています。これはラジアーという経済
学者が非常に有名な賃金モデルを書いていて、
長澤運輸事件の高裁判決が正当化されるべき
だという論拠として彼は使っています。賃金
について、若い時には、仕事能力よりも低い
賃金を受け取るが、雇用期間の後半になると、
今までに積み上げてきた部分も含めた高い賃
金を受け取るようになるということです。
　つまり、若い時はいくら働いても、かなり
成果を上げても、賃金は上がりませんが、あ
る一定年齢から上になると、同じような仕事
をしていても、高い賃金をもらえるというこ
とを示しています。このシステムは、最初の
ころは、いくら働いても低い賃金で我慢する
動機になるのだということで合理的だったの
です。そうだとすると、このような構造の下
で組み立てられた日本の賃金というのは、初
めから同一労働に同一賃金という発想がなじ
まない構造になっているので、同一労働同一
賃金ということを規範として組み込むことは
間違っているということになります。このよ
うなことを前提として、賃金格差についての
考え方としては、賃金に格差があることそれ
自体が不当なのではなく、その賃金の格差が
どのような理由によってどの程度存在してい
るのかということの合理性を考えるべきだと
いうことです。
　例えば、高年齢者雇用安定法があるので、
政策に対応して60歳の定年後の再雇用をやら
ざるを得ないのだという場合と、定年制は特
に設けなかったという中小企業でも、きちん
と60歳でいったん定年して、その後は継続雇
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用という形を導入することによってクリアに
しましょうという場合と全く同じには考えら
れませんということを強調しています。つま
り、労働市場政策として、高年齢者雇用安定
法における65歳継続というのは極めて重要な
日本の国策と言っているのです。確かにこれ
から日本では超高齢社会がますます広がって
いきます。私は今、63歳ですが、私が80歳に
なった時は私の周りはものすごくにぎやかに
なり、90歳以上でまだ生きている人がたくさ
んいて、若者はどんどん減っていますから、
老人の天下になります。そのような中で65歳
まで働かせるということを実現することは喫
緊の課題ということです。
　それを踏まえると、大手のハマキョウレッ
クスと違って、長澤運輸のような中小企業に
おいて政策に対応するためには、業務の内容
や変更の範囲、責任等が同じであっても、あ
る程度賃金に格差を付けるということの合理
性を否定するわけにはいかないということな
のです。
　これに対し、水町勇一郎東京大学社会科学
研究所教授は荒木教授とは全く異なる2つの理
由により、高裁判決に反対しています。1つ
は総合的に判断するという手法は、あまりに
も基準があいまいだということです。個々の
賃金項目を判断していくというのは、実は労
契法が制定された時の解釈例規でもあり、行
政も実際にはそのように解釈しているのです。
きちんと退職金がどうか、賞与がどうか、通
勤手当がどうかというふうに考えていかない
と、こちらは低いけどこちらは高いなどと言
っていると、どうやって総合判断したらいい
のかという基準自体を作ることにエネルギー
を費やさなければならなくなりますから、こ
れは個々で判断しなければいけないでしょう。
個々の判断をしなくていいということの根拠
が必ずしもはっきりしていないというのが1つ
の批判です。
　もう1つは、長澤運輸事件が極めて特殊な事
案であるということを考慮すべきということ
です。
　この高裁判決は繰り返し一般社会では60歳

になったら、（1）業務の内容や（2）変更の範囲
が同じであっても賃金が下がるのが普通だと
言っていますが、実際はどうかということで
す。というのは、一般社会でそう行われるの
は、わずかなりともやはり業務の内容や責任
は違ってくるからです。再雇用後も業務内容
が全く同じということはあり得るでしょうか。
60歳になって、これからあなたを有期雇用に
します、という場合に、その業務の内容から
責任から何もかも1ミリの違いもありませんな
どということはあり得ないと思います。
　行政の解釈も、確かに一般的に60歳を過ぎ
たら労働条件が下がると言っていますが、き
ちんと（1）（2）の点も考慮に加えているのです。
　しかし、長澤運輸事件は高裁も認めている
とおり、先ほど言った（1）と（2）、つまり（3）そ
の他の事情というところ以外はぴったり同じ
なのです。業務が100%同じであるような事案
も、高年齢者雇用安定法をクリアするためな
ら賃金を20%下げていいのですかということ
です。
　ですから、問われなければいけないのはこ
こなのです。私も、一般論としては、これか
らの高齢社会の中で、日本人はできれば何歳
になっても働きたいという人が世界で一番多
い国ですから、65歳でもまだまだ働けると思
いますし、70歳を超えてでも働いていただき
たいと思います。
　したがいまして、私は長澤運輸事件に関し
ては、この事案についてのみは特殊性が強す
ぎるということを言っていいと思っています。
そのことによって、単に事例判断ではなく、
メッセージとしては高年齢者雇用安定法の政
策を実現するためであれば何でも許されるわ
けではなく、もう少し冷静になりましょうと
いう内容にはなるのではないかと思います。
　ということで、前編のトヨタ自動車事件も
そうですが、今後、このような事件がたくさ
ん起こってくるだろうと思います。そのとき
の対応の仕方に一石を投じた事案ではないか
と思います。実は私が「ウエストロー」に書
いた最初の評釈が、この長澤運輸事件の第一
審判決なのです。評釈では第一審事件では確
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かに高年齢者雇用安定法への対応だというこ
とを少し見過ごしているのではないかと言い
ましたが、最後のところでは、「だから反対
だ」とは書いていません。反対だと書いてい
るのではなく、それを踏まえた上で、一層適
切、妥当な判断がなされなければならないと
書いているだけなので、私としては、高裁は
理屈を変えた上で、結論としては維持するの
ではないかと思っていました。最終的には結
論が変わりましたが、私は本当はひっくり返
さなくてよかったのではないかと思っていま
す。この点はもちろん皆さんの中にいろいろ
と異論があるところだろうと思いますので、
今回の講演内容について質問があればおうか
がいしたいと思います。

質問者 　例えば、長澤運輸事件のような定年
後の従業員からの賃金請求に中小企業である
会社からの相談があったと仮定して、会社と
しても従業員が高年齢化していて今後どうす
るのかという対策に非常に頭を悩ませている
とします。
　大きい企業のようにポストがたくさんあっ
たり、ワークシェアリングのような考え方が
浸透していればある程度対応可能なのでしょ
うが、同じような仕事をやらせざるを得ない
という状況にある中で、予算の関係もあり、
給料はわりと減らさなければいけないとしま
す。例えば日数を週3日とか週4日にしてもら
い、時間あたりの賃金はある程度キープでき
るようにしたらどうかとか、ポストも補助的
なものや指導者的な役割のところに配属させ
てはどうかとアドバイスはしているのですが、
当該従業員の方がそれに応じないとします。
　従業員側からそのような条件なら引き受け
ないということを言われたときに、会社が配
置転換命令を出した場合、それに従わなかっ
た従業員をどう処分していいのかとか、それ
でも従わなかったときに、従前の給料を払い
続けなければいけないのかとかそのようなこ
とに会社が頭を悩ませていて、具体的にどの
ような施策を会社としてやることがいいのか
という点でお考えをお聞かせいただきたく存

じます。
野 川 　おっしゃった例で言えば、仕事の量
あるいは日数であるとか時間あたりの賃金に
ついてはそれほど減らさないようにするとか
いろいろな模索の仕方があると思うのです。
そのどれが労契法20条に照らして不合理とは
言えないと言ってもらえるかというのは、裁
判例の蓄積を待たないとなかなか難しいと思
います。
　しかし、今のところはやはり最高裁はどう
判断するかは分かりませんが、どれくらい重
視するかはともかく、高年齢者雇用安定法へ
の対応だというのはその他の事情で、チャン
ピオン級に考慮される事案だということは明
らかです。先ほど私が言った長澤運輸事件の
場合には特殊性が強すぎるということで、一
般論から言えばやはりそこの部分が大きいの
で、これを全面に出して、あとは合理性の認
定が得られるような手法を考えていくことに
なると思います。 
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