
第11版 はしがき

第10版上梓後の新自公政権の３年間は、労働政策が経済成長戦略の重要な柱と

して活発に行われた。かくして、従来からの「全員参加型社会」、「ワーク・ライ

フ・バランス」、「成長力底上げ」に加えて、「失業なき労働移動」、「女性活躍推

進」、「働き方改革」、「一億総活躍社会」などの新しい標語のもと、労働関連立法

のラッシュとなった。有期労働契約（無期転換ルール）の特例措置立法、パート

タイム労働法・労働者派遣法の大改正、非正規労働者待遇確保法の制定、労働安

全衛生法の改正、過労死等防止対策推進法の制定、障害者雇用促進法の大改正、

女性活躍推進法・青少年雇用促進法の制定、次世代育成支援対策推進法の時限延

長、雇用保険法・職業能力開発促進法の改正、等々である。また、労働基準法

（労働時間法制）の改正案と外国人技能実習制度法案が昨年の通常国会に提出され

て、継続審議中である。今回の改訂では、まずもって、これら多数の立法の動き

を本書の体系にはめ込んで、その内容と法的論点を解説した。その他、本書の全

般にわたり、雇用社会の変化を反映した判例・裁判例の発展をフォローすること、

そして学説の営みにも可能な限り目配りをすることに努めた。

今回の改訂では、以上のupdatingに努めたほか、自分として不十分と感じて

きた分野の記述の充実に努力した。まずは、第10版出版後に勤務している(独)労

働政策研究・研修機構（JILPT）での知見のおかげで、近年、新制度・新施策が

蓄積している「第２編 労働市場の法」の分野について、内容を再構成して大幅

な加筆をすることができた。また、有期労働契約、労働安全衛生、労災補償、解

雇などについても、今日の問題状況に即した法的論点の加筆に努めた。以上の結

果、1200頁近くの大部になったので、索引や相互リファーの充実にも努めた。

今回の改訂についても、多くの方々の助力を得た。特に、厚生労働省、

JILPT、中央労働委員会の方々には様々なお世話をいただいた。また、今回は

１年半を超える長丁場の改訂作業となり、弘文堂編集部の清水千香さんには格段

のご苦労をおかけした。これらの方々には心からの御礼を申し上げる。

2016年１月20日

菅 野 和 夫
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第 4 款 請負労働者・派遣労働者

１．他企業労働者の利用の類型

企業は、他企業からその雇用する労働者の提供を受けて、それら労働者を自企

業の業務の遂行に利用することがある。

このような他企業労働者の労働力の利用のうち、労働者供給業者から労働者の

供給を受けることは、強制労働・中間搾取の温床となったり、雇用責任・使用者

責任が不明確・不十分となったりすることから、職業安定法が、1947年の制定以

来これを禁止してきた（職安44条、43頁・69頁参照）。しかし、民法の業務処理請負契

約に基づく他企業労働者の利用は、労働者供給の受入れとは異なるとして許容し

てきた（69～70頁）。また、1985年制定の労働者派遣法は、第１次石油危機以降の

人材派遣業の増加のなかで、労働者派遣業者から労働者派遣を受けることを一定

の業務に限って適法としつつ、使用者責任の明確化等のための必要な規制を施す

こととした（47頁）。さらに、親子企業や関連企業間では、自企業の労働者をその

雇用関係は保持しつつ他企業との雇用関係に入らせる「出向」という人事異動が

活発に行われるようになり、出向労働者の受入れも他企業労働者の労働力利用の

主要な一類型となった。

こうして、現行法上は、他企業労働者の労働力利用の主要形態は、労働者を提

供する企業と受け入れる企業間の、①業務処理請負、②労働者派遣、③出向とい

う３つの類型の契約によって可能とされている。これらのうち、③出向は、配転

や転籍と並ぶ企業の人事異動としての性格をもつので、「人事」の箇所で配転・

転籍と関連させて論じることとし（690頁以下）、ここでは、①業務処理請負契約に

よる請負労働者の受入れと、②労働者派遣契約による派遣労働者の受入れを論じ

ることとす
＊

る。

＊ 派遣店員・応援・出張 他企業労働者の労働力利用の形態としては、他にも、デパー

トなどの大型店舗が様々な企業のために売場を設けてそれら企業から店員の派遣を受ける

もの（「派遣店員」）がある。これは、それぞれの売場が、場所的には大型店舗のなかに設

けられているが、それぞれの企業の事業場となっている、と解釈されている（昭和60年労

働基準法研究会報告を参照）。したがって、法的には、他企業労働者の受入れの類型には入

らない。

また、同一企業グループのなかで、労働力の過剰な企業から不足の企業へ一時的な応援
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という形で労働力の提供が行われることがある。こ

れは、応援に赴いた労働者が応援先でその指揮命令

を受けて就労する以上、労働者派遣事業者からの労

働者派遣か出向の形態によらざるをえない。なお、

他企業労働者の一時的受入れには、出張もあるが、

これは、出張労働者が出張先において自企業の指揮

命令を受けて自企業の業務に従事する形態にすぎず、

本款でいう「他企業労働者の利用」ではない。

２．業務処理請負

⑴ 業務処理請負の意義 業務処理請負とは、〔図表４〕のように、ある企業

（請負企業）が他企業（発注企業）に対してその一定業務の処理を請け負い、この

請負業務を遂行するために自己の雇用する労働者を発注企業の事業場において自

己の指揮命令下に労働させることをい
１)

う。業務処理請負は、請負企業が発注企業

に労働者を供給（派遣）する側面をもつが、あくまで請負業務の処理のために供

給（派遣）するので、労働者に対する指揮命令は請負企業が行い、発注企業は行

わない。業務処理請負は自らによる指揮命令等の職安法施行規則（４条）に定め

る４要件（70頁）を満たすことを要し、それらの要件を満たせば、職安法の禁止

する労働者供給とはみなされない。また、労働者派遣法の規制を受ける労働者派

遣との区別については、上記の職安法施行規則の４要件を基礎にして、①「自己

の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること」、および、②

「請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するも

のであること」を、労働者派遣ではなく請負であると認められるための要件とし

て示す厚生労働大臣告示が定められてい
２)

る。

2004年３月より製造業への労働者派遣が解禁されて（49頁）、製造業への労働者

派遣が盛んに行われるようになると、従来から広く行われていた業務処理請負も

第３節 非正規労働者 第４款 請負労働者・派遣労働者

１) 業務処理請負を含むアウトソーシング労働に関する労作として、鎌田耕一編・契約労働の研究。

また、「シンポジウム・契約労働をめぐる法的諸問題」労働法102号101頁がある。

２) さらに、①については、業務の遂行および労働時間に関する指示その他の管理を自ら行うべきこ

と、②については、 業務の処理に要する資金につきすべて自らの責任で調達・支弁すること、

業務の処理について民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと、

単に肉体的な労働力を提供するものではないこと、という４つの要件が付され、その具体的判断

基準も示されている。「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」を定め

る告示（昭61・４・17労告37号、いわゆる「37号告示」）。

指揮命令

Ａ

業務

請負契約

〔図表４〕 構内業務請負

雇
用

発注企業

労働者Ａ

請負企業
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増加し、両者の混同や業務処理請負業のあり方が問題となっ
３)

た（380頁の「偽装請負」

参照）。

⑵ 業務処理請負による労働関係 業務処理請負においては、発注企業と請負

企業間に業務処理請負契約が締結されたうえ、この契約に基づいて、請負企業に

雇用される労働者が発注企業の事業場において請負企業の指揮命令を受けて請負

業務を遂行する。すなわち、請負労働者はあくまでも請負企業に雇用される労働

者であり、しかも発注企業におけるその就業は、請負企業の請負業務を請負企業

の指揮命令を受けて行うというものにすぎない。したがって、業務処理請負が建

前どおりに実施されるかぎり、労働契約上も、労基法その他の労働保護法上も、

使用者としての責任を負うのは請負企業のみであり、発注企業には責任が生じな

い（180頁参照）。ただし、発注企業は請負労働者に対し労働の場所を提供している

ことから、その限りにおいて安全配慮義務を負うことがありうる（643頁参照）。こ

れに対して、発注企業が請負企業の労働者を受け入れて就業させるにつき、実際

に、指揮命令を行っていたり、労働条件や就業態様を決定していたりする場合に

は、発注企業が労働契約上ないしは団体交渉上の使用者性を有するかが問題とな

りうる（181頁、955頁）。

３．労働者派遣

⑴ 労働者派遣制度の変遷 ア 労働者派遣法の1985年制定 1970年代にお

いては、ME 革命と称された技術革新のなかで、企業において事務用機器を操作

するオペレーター、コンピュータ用ソフトウエアの開発・利用に従事するプログ

ラマー・システムエンジニアなどの専門職人材への需要が増大し、これら人材を

企業に派遣する専門業者が増加した。また、企業の効率化のためにビルの保守・

警備・清掃などの専門業務を外注化する動きが広まり、注文により必要な労働力

を企業に派遣する専門業者も増加した。サービス経済化といわれる産業変化でも

あった。さらに、働く側でも、自己の専門能力を活かしたり、都合のよい日時を

選んで就労したりする人々が増加した。こうして自己の抱える人材を他企業に派

遣して、当該他企業の業務のためにその利用に供する人材派遣業が、企業の需要

３) 両者の区別については37号告示の基準が存在したので、請負業のあり方が厚生労働省において検

討され、「製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に取り組む請負事業主及び発注者

が講ずべき措置に関するガイドライン」がつくられた（2007年６月）。
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と働く側の意識変化を背景として叢生した。

このような人材派遣業者による人材派遣は、その多くが業務請負の契約形式を

とっていたが、派遣先の事業場で指揮命令が行われやすい点で職安法上の労働者

供給事業禁止（44条）との関係で問題点を有していた。しかし、上記のような専

門職人材の派遣・受入れや専門業務の外注化は産業社会の趨勢だったので、労働

省内での検討の過
４)

程では、むしろ人材派遣を問題点の少ない範囲と態様で制度化

しつつ、派遣業者・派遣先企業の責任の所在を明確化して、事業の適正運営や労

働者保護のための規制を施した方がよいとの判断となった。特に主要な考慮事項

とされたのが、雇用安定や企業競争力の基盤と考えられていた長期雇用システム

（「労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認

められる雇用
５)

慣行」）が人材派遣業の拡大によって侵食されないようにすることで

あって、そのために同システムによる人材養成がしにくい業務（当初は16業務、

1996年の政令改正（平８政令334号）で26業務に拡大され、「専門26業務」と称された）に限定

して制度化するという途が選択された。

こうして派遣業者が雇用する労働者を派遣先企業の事業所に派遣して、その指

揮命令のもとに就業させる「労働者派遣」を一定の専門業務についてのみ認めつ

つ、派遣業者に対する規制を登録型派遣は許可制、常用型派遣は届出制によって

行い、派遣先企業に対しても派遣業者が雇用する労働者を指揮命令して使用する

ことに伴う一定の責任を課す、という骨格で、1985年に「労働者派遣事業の適正

な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」が制定された

（昭60法88。以下、「労働者派遣法」と略称）。

イ 1999年・2003年法改正：労働者派遣事業の規制緩和 労働者派遣法は、

しばらくの間、適用対象を専門26業務に限定した限定的労働力需給制度として維

４) 1978年７月に行政管理庁が業務処理請負事業についての適切な対策の樹立を勧告したことから、

同年10月に労働省内に学識経験者による労働力需給システム研究会が設置されて、労働者派遣事業

の制度化が提言された。そこで1980年５月には学識経験者に労使代表者をも加えた労働者派遣事業

問題調査会が設置されたが、議論は紛糾して1984年に幕が閉じられた。制度化の検討は、同年より

三者構成の中央職業安定審議会労働者派遣事業等小委員会に委ねられ、厳しい議論の中で骨格の構

想がつくられ、これを踏まえて法案が作成された。

５) 1985年制定以来、25条において、厚生労働大臣はこの雇用慣行に配慮して労働者派遣法を運用す

る、と規定されてきた。そのほか、1999年に派遣対象業務をネガティブ・リスト方式に改正したと

きには、従来の26業務を、この雇用慣行を損なわないと認められる業務であることを理由に、派遣

可能期間の制限の対象外とした（40条の２第１項。2015年改正の際に廃止）。
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持されたが、やがて、次のような大きな改正を施されていった。

まず、1997年には、ILO において、従来原則として国が行う体制をとってき

た労働力需給調整サービスを今後は官民において共存させるために、181号条約

（民間職業仲介事業所条約）の改正が行われ、わが国でも、同改正の趣旨に沿って、

1999年に労働者派遣法の改正（平11法84）が行われ
６)

た。この改正によって、労働者

派遣の対象業務については、派遣可能な業務を政令で個々に特定（限定）するポ

ジティブ・リスト方式から、特定の業務（港湾運送、建設、警備、物の製造の各業務）

のみを派遣禁止業務として政令で特定したうえ、他の業務は派遣可能とする、ネ

ガティブ・リスト方式に改められた（ただし、従来の26業務以外の拡大された業務には

派遣期間１年の制限が導入された）。

次いで、1997年の金融収縮（一部の大手金融機関の倒産）から2001年の IT 不況に

かけて不況が深刻化し、製造業でも工場の海外移転が進んだが、このような産業

界の苦境に対処するための労働者派遣事業の規制緩和が、2003年の労働者派遣法

の改正によって行われた（平15法82）。この改正は、26業務以外についての上記１

年の派遣可能期間を最長３年まで延ばすことができるようにし、また物の製造の

業務を派遣禁止業務から外して同業務への派遣を可能とする等の改正を行った。

ウ 2012年法改正：派遣労働者保護の強化 これらの改正の結果、労働者派

遣事業の利用は拡大し、製造業務派遣を中心に派遣労働者の数は顕著に増加した
７)

が、その悪用による弊害も目立つこととなった。①日雇派遣など需給調整システ

ムとしてふさわしくない派遣形態の増加、②派遣労働者の劣悪で不透明な待遇、

③偽装請負など違法派遣の増加等である。2008年秋のリーマンショック後の雇用

調整においても、製造業の派遣労働者は真っ先に削減対象となり、住居（社宅）

をも失って生活に窮する者が続出するなど社会問題化した。

かくして、労働者派遣法については、2009年８月の民主党中心政権への交代後

に抜本的な規制強化が図られることとな
８)

り、労働政策審議会への法改正の諮問を

経て、同法の題名および目的規定に「派遣労働者の保護」を明記するとともに、

６) 同時に、職業安定法の改正も行われた（平11法85、49頁）。

７) 労働力調査では、労働者派遣事業所の派遣社員は、2003年には50万人であったのが、2008年には

140万人となった。

８) 自公政権下でも、日雇派遣（日々または30日以内）の原則禁止を中心とする改正案が、2008年秋

の臨時国会に上程されていた。

第３編 個別的労働関係法 第３章 労働関係の展開に関する法規整370



①登録型派遣の原則禁止（例外は、専門26業務、育児休業等の代替派遣、高齢者派遣、紹

介予定派遣）、②製造業務派遣の原則禁止（例外は、常用雇用派遣）、③日雇派遣（日々

または２カ月以内の派遣）の原則禁止（例外業務をポジティブ・リスト化）、④派遣元は、

派遣労働者の待遇について、派遣先の同種労働者との均衡に配慮すべき旨の規定

の新設、⑤マージン率の情報公開、⑥違法派遣の場合においては派遣先事業主が

派遣元における労働条件で直接雇用の申込みをしたものとみなす規定の新設、⑦

グループ企業内での派遣は８割をこえてはならないとの規定の新設、等の改正を

施す改正案が作成され、2010年４月に通常国会に提出された。

しかし、同改正案は、同年７月の参議院選挙で民主党が大敗した結果、成立が

困難となった。そこで、2011年秋に民主・自民・公明党間で、①、②を今後の検

討事項として削除し、③の「２カ月以内」を「30日以内」に修正して禁止の対象

を狭め、④～⑦は維持する（ただし⑥の施行日を一般的施行日の３年後とする）という

妥協が成立し、その結果の修正案が2012年３月に成立した（平24法27号。同年10月１日

（⑥はその３年後）から施行。附則１条）。

エ 2015年法改正：派遣労働者のキャリアアップのための規制強化 労働者

派遣法の2012年改正を成立させた国会審議では、登録型派遣・製造業務派遣・特

定労働者派遣事業のあり方や、専門26業務に該当するかどうかによって派遣期間

の取扱いが大きく異なる現行法制のあり方等について、学識経験者による論点整

理を行ったうえ、労働政策審議会の場で速やかに議論を開始することとの趣旨の

附帯決議が行われた。こうして、研究
９)

会や審議
10)

会の検討を経て、2014年の通常国

会に法案が提出されたが、同国会および同年秋の臨時国会において審議未了・廃

案となって、2015年の通常国会に３度目の提出がなされ、同年９月11日に成立し

た（平27法73、施行は同年９月30日）。

上記研究会の検討結果を参考にした上記審議会の建議では、労働者派遣制度が

労働力需給調整において果たしている役割を評価したうえ、派遣労働者のキャリ

アアップや直接雇用の推進を図り、雇用の安定と処遇の改善を進めていくこと、

業界全体として労働者派遣制度の健全な育成を図るため、優良な事業者を育成し

９) 今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」が2012年10月に検討を開始し、2013年８月20

日に報告を取りまとめた。

10) 労働政策審議会（労働力需給制度部会）による2014年１月29日建議「労働者派遣制度の改正につ

いて」。
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