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第3版刊行後1年半以上が経過した。第4版は、この間のいくつかの重要判例を新たに
取り入れる一方、現在の労働法を理解するうえで必要かつ十分な判例を「200」に厳選し
て読者に届けるという当初の目標に則して事件の選定を行った。
今回新たに追加したのは、海遊館事件、日本航空事件、山梨県民信用組合事件、フォー

カスシステムズ事件、広島中央保健生活協同組合事件、医療法人稲門会〔いわくら病院〕
事件、教育社事件の7件である。また、学校法人専修大学事件は、最高裁判決が出たので、
それに差し替えた。ネスレ日本事件は、ほぼ同一の事件が2つあったため、民集に掲載さ
れているほうの判決に差し替えた。
一方、削除したのは、サクセスほか〔三佳テック〕事件（11）、大阪空港事業〔関西航

業〕事件（18）、コーセーアールイー〔第2〕事件（23）、繁機工設備事件（32）、東京自転
車健康保険組合事件（56）、昭和電線電纜事件（63）、伊予銀行・いよぎんスタッフサービ
ス事件（70）、大曲市農業協同組合事件（83）、協愛事件（86）、藤沢労基署長事件（93）、関
西医科大学事件（94）、ことぶき事件（115）、青木鉛鉄事件（136）、コナミデジタルエンタ
テインメント事件（143）、池田電器事件（160）、岩田屋事件（172）、ミツミ電機事件（180）、
第一小型ハイヤー事件（188）、高見澤電機製作所ほか2社事件（193）の19件である（丸括
弧内の数字は、第3版での事件番号）。
これにより第4版の収録事件数は前回より12件減って201件となったが、第4版で削除

した判例のほとんどは、類似判例の解説のなかに組み入れており、解説の情報量としては
第3版とほとんど変わっていない。
また第4版から、見出しの判決（解説中にあげるものは除く）について事件番号も掲記す

ることとした。判例をネット等で検索する機会が増えているなか、判決の特定性を高める
ためである。さらに第4版では、解説の末尾に、より深く学習したい読者の参照に供する
ため、拙著『労働法実務講義〔第3版〕』（2015年、日本法令）の該当頁も掲載している
（［講義○-○頁］と記載）。
第4版においても、第3版と同様、巻末に事件番号の新旧対照表（第4版と第3版）を

掲載しているので活用していただきたい。
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54 整理解雇の有効性⑶―日本航空事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀55
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4 労働基準法およびその関連法

⑴ 労働憲章

82 政治的思想による差別と損害賠償―東京電力[千葉]事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀83

83 男女同一賃金の原則―兼松事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀84

84 公民権の行使の保障―十和田観光電鉄事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀85

85 違約金の約定―野村證券事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀86

⑵ 労働者概念

86 労働基準法上の労働者―横浜南労基署長[旭紙業]事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀87

⑶ 賃 金

87 労務の不提供と賃金請求権―片山組事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀88

88 年俸制―日本システム開発研究所事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀89

89 賃金直接払いの原則―電電公社小倉電話局事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀90

90 賃金全額払いの原則⑴―関西精機事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀91

91 賃金全額払いの原則⑵―シンガー・ソーイング・メシーン事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀92

92 賃金全額払いの原則⑶―日新製鋼事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀93

93 賃金全額払いの原則⑷―福島県教組事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀94

94 賃金減額合意の有効性―ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀95

95 賞与の支給日在籍要件―大和銀行事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀96

96 懲戒解雇と退職金―小田急電鉄[退職金請求]事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀97

97 企業年金の減額―松下電器産業グループ事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀98

⑷ 労働時間

98 労働時間の概念―三菱重工長崎造船所事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀99

99 仮眠労働時間の労働時間性―大星ビル管理事件 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀100

100 変形労働時間制―JR西日本[広島支社]事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀101

101 事業場外労働のみなし労働時間制―阪急トラベルサポート[第2]事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀102

102 時間外労働命令の有効要件⑴―日立製作所武蔵工場事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀103

103 時間外労働命令の有効要件⑵―トーコロ事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀104

104 割増賃金―テックジャパン事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀105

105 休日―三菱重工横浜造船所事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀106

106 管理監督者―日本マクドナルド事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀107

107 年次有給休暇権の発生要件⑴―林野庁白石営林署事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀108

108 年次有給休暇権の発生要件⑵―八千代交通事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀109

109 時季変更権の有効性⑴―電電公社弘前電報電話局事件㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀110
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1 業務命令の適法性―国鉄鹿児島自動車営業所事件
最2小判平成5年6月11日〔平成元年(オ)1631号〕（労判632号10頁）

鉄道会社が駅員に対して、火山の降灰除去作業に従
事すべきとする命令は適法か。

●事実● A（国鉄）は、経営上の危機に瀕して再建
を迫られる一方、職場規律の乱れの是正が求められて
おり、経営能率の向上や職場規律の健全化等が、企業
としての将来を決する重要な課題となっていた。Aの
B営業所も、職場規律の確立のために、職員の服装の
乱れを是正することなどの指示を上級機関であるC自
動車部から受けていた。そこで、B営業所の所長Y1
は、職員に対し、勤務時間中のワッペン、赤腕章の着
用を禁止するとともに、氏名札と着用場所が競合する
D労働組合の組合員バッジの着用を禁止し、着用者に
対して取外し命令を発していた。Y1は、組合員バッ
ジの取外し命令に従わない職員に対しては本来の業務
から外すようCから指示を受けていた。なお、組合員
バッジの着用は、Aと対立的なD組合の組合員である
ことを勤務時間中に積極的に誇示する意味と作用を有
し、勤務時間中にも職場内において労使間の対立を意
識させ、職場規律を乱すおそれを生じさせるものであ
った。
Aの職員であり、D組合の組合員でもあるXは、昭
和60年7月23日、組合員バッジを着用したまま点呼
執行業務を行おうとしたため、Y1はバッジの取外し
命令を発したが、Xはこの命令に従わなかった。そこ
で、Y1は、Xを点呼執行業務から外し、B営業所構内
に降り積もった火山灰を除去する作業（降灰除去作業）
に従事すべき旨の業務命令を発した。その後も同様の
業務命令を発した日が、同年8月末までの間に9日あ
った。
降灰除去作業は、かなりの不快感と肉体的苦痛を伴
う作業であるが、B営業所の職場環境を整備して、労
務の円滑化、効率化を図るために必要なものであり、
従来、職員が必要に応じてこの作業を行うことがあっ
た。
Xは、降灰除去作業に従事すべき旨の業務命令は違
法であるとして、Y1およびB営業所首席助役Y2に対
して慰謝料の請求を求めて訴えを提起した。1審およ
び原審ともに、Xの請求を認容した。そこで、Yらは
上告した。

●判旨● 原判決破棄、自判（Xの請求棄却）。
「降灰除去作業は、B営業所の職場環境を整備し
て、労務の円滑化、効率化を図るために必要な作業
であり、また、その作業内容、作業方法等からして
も、社会通念上相当な程度を超える過酷な業務に当

たるものともいえず、これがXの労働契約上の義務
の範囲内に含まれるものであることは、原判決も判
示するとおりである。しかも、本件各業務命令は、
Xが、Y1の取外し命令を無視して、本件バッジを
着用したまま点呼執行業務に就くという違反行為を
行おうとしたことから、Cからの指示に従ってXを
その本来の業務から外すこととし、職場規律維持の
上で支障が少ないものと考えられる屋外作業である
降灰除去作業に従事させることとしたものであり、
職場管理上やむを得ない措置ということができ、こ
れが殊更にXに対して不利益を課するという違法、
不当な目的でされたものであるとは認められない。
……そうすると、本件各業務命令を違法なものとす
ることは、到底困難なものといわなければならな
い」。

●解説● 労働者は、労働契約の締結にともない、使
用者の指揮命令に従って労務を提供する義務を負う。
指揮命令権（労務指揮権）は、労働契約に内在してい
る使用者の権限といえる（その範囲を縮少したり拡張し
たりする特約は有効である）。また労働義務そのものに
関わるものではないが、使用者が業務遂行に関わる命
令（業務命令）を発することもある。このような業務
命令は、労働契約上、当然に内在している使用者の権
限とまではいえないものが多いが、就業規則の合理的
な規定に根拠のあるものであれば、労働契約の内容と
なる（労契法7条。法定外健康診断受診命令について、→
【76】電電公社帯広電報電話局事件）。労務指揮権や業務
命令権は、それが労働契約上、想定されていないよう
な内容であれば、労働者はそれに従うことを拒否する
ことができる（他国からの危害を被る危険がある地域で
の労働義務を否定した判例として、千代田丸事件―最3小
判昭和43年12月24日民集22巻13号3050頁を参照）。
本件では、降灰除去作業に従事することは、労働契

約上の義務の範囲内であったとの判断は原審と最高裁
で共通である。しかし、原審は、この業務命令は懲罰
目的によるもので命令権の濫用として違法となると判
断したのに対して、最高裁は、職場管理上やむをえな
い措置であり、ことさらに不利益を課すものでなく、
違法、不当な目的もないとして適法と判断している。
本判決の前提には、組合員の就業時間中のバッジ着

用という行為（組合活動）をどのように評価するのか
という問題があると思われる。判例は、厳格な職務専
念義務論の観点から、こうした組合活動の正当性には
否定的であり（→【26】電電公社目黒電報電話局事件、
【170】大成観光事件等）、そのような判断が結論に影響
を及ぼした可能性がある。
＊［講義224-227頁、1098-1099頁］

2 ――●1 労働契約総論 ⑴業務命令



2 教育訓練命令の適法性―JR東日本[本荘保線区]事件
仙台高秋田支判平成4年12月25日〔平成2年(ネ)142号〕（労判690号13頁）

就業規則の書写しを教育訓練として行わせる業務命
令は有効か。

●事実● Y1会社のA保線区の区長であるY2は、昭
和63年5月11日、B労働組合のマーク入りベルトを着
用して就労した同組合の組合員Xに対し、就業規則違
反を理由にそのベルトの取外しを命じたうえ、同12
日、朝の体操の終了後、自らの面前に着席させ、就業
規則全文の書写し、感想文の作成、書き写した就業規
則の読上げを午後4時50分までさせた（その間、昼休
み以外の休憩は与えなかった）。Y2は同13日も同様の命
令を出したが、Xが体調不良を訴えたため、11時20分
にXを解放した。Xは、同14日から20日まで病院に入
院した。なお、Y1会社の就業規則128条は、「社員は、
会社の行う教育訓練を受けなければならない」と定め
ている。
Xは、このような命令は正当な業務命令の裁量の範
囲を逸脱した違法なものであり、それにより精神的損
害を受けたとして、Y1会社およびY2に損害賠償を
求めて訴えを提起した。1審は、Xの請求を一部認容
したので、Yらは控訴した。なお、Yらは、本判決に
対して上告したが、本判決はそのまま維持されている
（最2小判平成8年2月23日労判690号12頁）。

●判旨● 控訴棄却（一部認容、一部棄却）。
「就業規則128条に基づき、職場内教育訓練を含
めてY1会社が社員に命じ得る教育訓練の時期及び
内容、方法は、その性質上、原則としてY1会社
……の裁量的判断に委ねられているものというべき
であるが、その裁量は無制約なものではなく、その
命じ得る教育訓練の時期、内容、方法において労働
契約の内容及び教育訓練の目的等に照らして不合理
なものであってはならないし、また、その実施に当
たっても社員の人格権を不当に侵害する態様のもの
であってはならないことはいうまでもない。かかる
不合理ないし不当な教育訓練は、Y1会社……の裁
量の範囲を逸脱又は濫用し、社員の人格権を侵害す
るものとして、不法行為における違法の評価を受け
るものというべきであるが、右裁量の逸脱、濫用の
有無は、当該教育訓練に至った経緯、目的、その態
様等諸般の事情を考慮して判断すべきものと解する
のが相当である」。
本件ベルト着用の就業規則違反の程度は軽微であ

ること、就業規則の全文書写しは、肉体的、精神的
苦痛を与えるものであり、合理的教育的意義を認め
難く、必要性も見出し難いこと、Y2の態度はXの
人格をいたずらに傷つけ、また、その健康状態への
配慮も怠ったこと、勤務時間中に事務室内で長時間
にわたり行われたことなどから、Y2の命じた教育
訓練は、懲罰的目的からなされたものと推認せざる
を得ず、その目的においても具体的態様においても
不当なものであって、Xに故なく肉体的、精神的苦
痛を与えてその人格権を侵害するものであるから、
教育訓練についてのY2の裁量を逸脱、濫用した違
法なものであり、不法行為を構成することは明らか
である。
以上より、Y2は民法709条に基づき、Y1会社は
民法715条に基づき、損害賠償義務を負う。

●解説● 使用者からの業務命令が濫用的なものであ
る場合には、労働者はそれに従う義務はないし、さら
に、本件のように、それが労働者の人格権を侵害する
場合には、不法行為として使用者に損害賠償責任を追
及することができる。
本判決は、人格権侵害の不法行為となるかどうかは、

「当該教育訓練に至った経緯、目的、その態様等諸般
の事情を考慮して判断すべきもの」と述べている。そ
して、本件では、就業規則の書写し等の命令は、懲罰
的なものであって、人格権を侵害するものと判断して
いる。教育訓練命令以外の場合でも、上司が労働者に
対して嫌がらせ的な仕事を命じる場合などには、やは
り人格権侵害の不法行為が成立するであろう。そのよ
うな場合には、本件のように、加害者だけでなく、使
用者も損害賠償責任（民法715条）を負うことになる。
なお、近年では、この種の行為は「パワーハラスメン
ト」と呼ばれている（厚生労働省「職場のいじめ・嫌が
らせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」
［2012年］も参照）。
本件では、B組合のマーク入りのベルトを着用した

勤務が、職務専念義務に違反するのかという点も問題
となっていたが、本判決は、実質的違法性がなく、義
務に違反しないと判断している（判旨外）。これは、
組合バッジの着用に関して正当性を厳しく判断する判
例の傾向（組合バッジの例としては、→【1】国鉄鹿児島
自動車営業所事件、JR東日本事件―東京高判平成11年2
月24日労判763号34頁）とはやや異なっており、その点
が本判決の結論にも影響した可能性がある。
＊［講義227-228頁、1098-1099頁］

●1 労働契約総論 ⑴業務命令―― 3



138 労働組合法上の労働者性―INAXメンテナンス事件
最3小判平成23年4月12日〔平成21年(行ヒ)473号〕（労判1026号27頁）

業務委託契約を締結しているカスタマーエンジニア
は、労組法上の労働者か。

●事実● X会社は、親会社であるA会社の製造した
住宅設備機器の修理を業とする会社である。X会社の
カスタマーエンジニア（以下、CE）は、一般労働組合
BのC支部の下にD分会を結成し、B組合、C支部、D
分会（以下、まとめて組合）は連名で、X会社に団体交
渉を申し入れた。これに対し、X会社は、CEは個人
事業主であり、労組法上の労働者ではないので、団体
交渉に応じる義務はないと回答した。
X会社は、CEとの間で業務委託契約を締結してい
るが、個別の業務は、X会社が、発注した顧客の所在
場所を担当するCEに依頼し、CEがそれに応諾したう
えで行われていた。CEが応諾しなくても、X会社は
業務委託契約の債務不履行と判断していなかったが、
実際には応諾拒否の割合は1%弱であった。CEは業
務の際、A会社の子会社の作業であることを示すため、
X会社の制服着用や名刺携行をし、業務終了時にはX
会社に報告書を提出していた。業務委託手数料は、顧
客らへの請求金額に、CEの級に応じた一定率を乗じ
て算出されていた。CEの作業時間は1件平均約70分、
1日平均計3.7時間で、X会社からの平均依頼件数は
月113件、平均休日取得日数は月5.8日であった。
B組合とC支部は、E労働委員会に対して、X会社の
団交拒否は不当労働行為（労組法7条2号）に該当す
るとして救済を申し立てたところ、Eは団交応諾と文
書手交を内容とする救済命令を発した。X会社は、Y
（中央労働委員会）に再審査申立てをしたが、Yはこれ
を棄却する命令を発した。そこで、X会社は、Yの命
令の取消しを求めて訴えを提起した。1審はX会社の
請求を棄却したため、X会社が控訴したところ、原審
はCEの労働者性を否定して、Yの命令を取り消した。
そこで、Yは上告した。

●判旨● 原判決破棄、自判（X会社の請求棄却）。
CEは、X会社の主たる事業であるA会社の住宅設
備機器の修理補修業務の遂行に不可欠な労働力とし
て、X会社の組織に組み入れられていた。また、
CEとX会社との間の業務委託契約の内容は、X会社
の定めた「業務委託に関する覚書」によって規律さ
れており、個別の修理補修等の依頼内容をCE側で
変更する余地がなかったことも明らかであるから、
X会社がCEとの間の契約内容を一方的に決定して
いたものというべきである。さらに、CEの報酬は、
X会社が商品や修理内容に従ってあらかじめ決定し
た顧客等に対する請求金額に、当該CEにつきX会
社が決定した級ごとに定められた一定率を乗じ、こ
れに時間外手当等に相当する金額を加算する方法で
支払われていたのであるから、労務の提供の対価と
しての性質を有するものということができる。加え

て、X会社からの修理補修等の依頼について、たと
えCEが承諾拒否を理由に債務不履行責任を追及さ
れることがなかったとしても、各当事者の認識や契
約の実際の運用においては、CEは、基本的にX会
社による個別の修理補修等の依頼に応ずべき関係に
あったものとみるのが相当である。しかも、CEは、
X会社の指定する業務遂行方法に従い、その指揮監
督の下に労務の提供を行っており、かつ、その業務
について場所的にも時間的にも一定の拘束を受けて
いたものということができる。以上の諸事情を総合
考慮すれば、CEは、X会社との関係において労組
法上の労働者に当たると解するのが相当である。

●解説● 労組法上の労働者概念（3条）は、労基法
（9条）や労契法（2条1項）の労働者概念（→【86】横
浜南労基署長〔旭紙業〕事件等）と比べて、「使用され
る」という要件がないなど、文言上、より広いものと
なっている（たとえば、失業者は、労組法上の労働者で
はあるが、労基法上の労働者ではない）。このことは、
労組法上の労働者に該当するためには、労働契約関係
の存在は必ずしも必要とされないということを意味し
ている。
ただ、その一般的な判断基準は明確ではなく、本判

決もこれを明示してはいない。本判決は、CEが、①
事業の遂行に不可欠な労働力として組織に組み入れら
れていること、②契約内容が一方的に決定されていた
こと、③報酬が労務提供の対価としての性質を有する
こと、④実質的に諾否の自由がなかったこと、⑤業務
遂行において指揮監督下にあり、場所的拘束性と時間
的拘束性もあったことに言及して、労組法上の労働者
性を肯定している（同様の基準で、合唱団員の労組法上
の労働者性を肯定した判例として、新国立劇場運営財団事
件―最3小判平成23年4月12日民集65巻3号943頁）。そ
の後の判例では、⑥独立の事業者としての実態を備え
ていないことを判断要素として追加している（ビクタ
ーサービスエンジニアリング事件―最3小判平成24年2月
21日民集66巻3号955頁）。以上のように実態に着目し
た判断をするアプローチは、これまでの判例も同様で
あった（CBC管弦楽団労組事件―最1小判昭和51年5月
6日民集30巻4号437頁）。
最近の判例や労働委員会の命令では、個人事業主の

ように、使用従属性が希薄な者であっても、団体交渉
により労働条件の維持改善を図るのに適していると解
される場合には、労組法上の労働者に含める傾向にあ
る（フランチャイザーとフランチャイズ契約を結ぶフラン
チャイジー［加盟店のオーナー］に労働者性を肯定する労
委命令も登場している）。しかし、具体的にどのような
基準でこの点を判断していくかについては、判例の積
み重ねが待たれるところである（バイシクルメッセン
ジャーの労組法上の労働者性を肯定した最近の裁判例とし
て、ソクハイ事件―東京地判平成24年11月15日労判1079
号128頁）。
＊［講義993-996頁］

140 ――●⑴労働組合



139 管理職組合の労働組合性―セメダイン事件
東京高判平成12年2月29日〔平成11年(行コ)157号〕（労判807号7頁）

管理職だけで組織された労働組合からの団体交渉を、
会社が拒否することは認められるか。

●事実● X会社は、接着剤等の製造販売を業とする
株式会社である。X会社の課長であったA、担当職
（担当次長）であったBらは、管理職定年制の実施を契
機に、管理職の権利・雇用・地位を守るため、C労働
組合を結成し、X会社側にその通告をした。その後、
C組合は、X会社に対し、定年延長にともなう担当職
に対する資格手当減額措置の廃止やスタッフ管理職手
当の新設等を交渉事項とする団体交渉の申入れをした
が、X会社はこれに応じなかった。
そこで、C組合は、X会社の団交拒否について不当
労働行為の救済申立てをしたところ、D労働委員会は
申立てを認容する命令を発した。X会社は、Y（中央
労働委員会）に再審査申立てをしたが、Yはこれを棄
却する命令を発した。そこで、X会社は、Yの命令の
取消しを求めて訴えを提起した。1審は、X会社の請
求を棄却したため、X会社は控訴した。なお、最高裁
は、本判決に対する上告を棄却している。

●判旨● 控訴棄却（X会社の請求棄却）。
労組法7条2号は、2条において定義された「労
働組合」の文言を用いず、「労働者の代表者」とい
う文言を用いて、労働者の団結の形態を問わない旨
明らかにしていること、憲法の規定上、「勤労者」
すなわち労働者であるかぎりにおいては、利益代表
者といえども、労働三権を保障されているものと解
されること、それにもかかわらず、労組法が、2条
ただし書1号のような規定を置いたのは、同号掲記
の労働者の参加を許せば組合の自主性が損なわれる
おそれがあるとの見地から、一種の後見的配慮に基
づくものと考えられるが、本来、組合員の範囲は組
合自身が決定すべきことであり、このような後見的
配慮を働かせる場面にはおのずから限度があるとい
わざるをえないこと、以上のことにかんがみれば、
利益代表者の参加を許す労働組合であっても、使用
者と対等関係に立ち、自主的に結成され統一的な団
体であれば、労組法7条2号の「労働者の代表者」
に含まれるものであって、ただ、このような労働組
合は、使用者から団交を拒否された場合でも、労働
委員会による救済手続を享受することはできないも
のと解するのが相当である。

●解説● 労組法2条は、労働組合を、「労働者が主
体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的
地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団
体又はその連合団体」と定義しているが、役員、雇
入・解雇・昇進または異動に関して直接の権限を持つ
監督的地位にある労働者、使用者の労働関係について
の計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのため
にその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員
としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位
にある労働者、その他、使用者の利益代表者の参加を
許す団体は、定義から除外している（ただし書1号）。
実際には、組合規約や労働協約上、課長になれば非組
合員扱いとされる例が多いといわれているが、労組法
上の利益代表者の範囲はかなり限定的であることには
注意を要する。
利益代表者が加入しているため、労組法上の労働組

合の定義に該当しない団体は、同法5条1項により、
労働委員会における資格審査において法適合組合とは
認められず、そうなると、「この法律に規定する手続
に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する
救済を与えられない」。したがって、不当労働行為の
救済申立てをすることもできなくなる（判旨参照）。
なお労組法上の労働組合の定義を満たす場合でも、同
法5条2項の定める規約を具備していなければ、やは
り法適合組合とはならない（同条1項）。
このように労組法上の法適合組合でない場合には、

労組法上の保護や救済を受けることはできないが、そ
の場合でも、憲法上の団結としての保障を受ける余地
はあるし、いずれにせよ現行法上違法な団体となるわ
けではないので、たとえば、団交拒否に対して不法行
為に基づく損害賠償請求（民法709条を参照）等が認め
られることはある。なお、判旨は、7条2号が「労働
組合」という文言を用いていないことから、2条の定
義に合致しない労働組合であっても、使用者は団体交
渉に応じなければならないとするが、労組法7条は不
当労働行為に関する規定なので、労働委員会での救済
申立てが認められない労働組合との関係で、同条（2
号）違反があったとするのは適切でない。
なお、利益代表者かどうかの判断は、その労働者の

権限や職務内容等からみて、その加入によって、労働
組合の自主性が失われる蓋然性が高いかという観点か
ら行われる（本件では、C組合には利益代表者は加入して
いないと判断された）。
＊［講義996-999頁］
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