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はじめに *
私が労働法の研究を始めたのは、今から約 40 年前、1970 年代後半であっ
たが、その頃と比べて現在の労働法の姿は大きく変貌を遂げている。この
変化には、憲法 27 条や 28 条、さらに 13 条、14 条あるいは 25 条の想定
した「労働法のあり方」から見て必ずしも積極的な側面だけではなく、消
極的に評価すべき側面も多くある。消極的な側面の代表的な例としては、
労働組合の組織率や労働組合が存在する企業・事業場の減少のために、団
体交渉を中心とした集団的労使関係が衰退してきたことがある。ヨーロッ
パでも、労働組合の組織率は減少傾向にあるが、賃金や労働時間などの決
定について集団的労使関係が未だ健全であり 1）、その点で彼我には大きな
違いが見られる。
私の研究生活は、ドイツとの法比較も交えて、こうした変化をその時々
にたどりながらも、その反面で「労働法とは何なのだろうか？」と自問し
続ける歴史でもあった 2）。本日はそんなことを短い時間の中で話してみた
いと思う。

*

本稿は、2018 年 2 月 16 日 ( 土 ) に同じテーマで行った私の最終講義を基に原
稿化している。
1） たとえば 1990 年代までのドイツについては、拙著『ドイツの労働時間と法−
労働法の規制と弾力化』（日本評論社、1998 年）が、その後のドイツの展開につ
いては、名古道功『ドイツ労働法の変容』
（日本評論社、2018 年）13 頁以下、
253 頁以下が詳しい。
2） 拙著『人権保障と労働法』（日本評論社、2008 年）
、同『労働法の復権』（日本
評論社、2016 年）など。本稿は、以上の著書の中で触れたことの再現の部分が多々
ある。
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一

戦後労働法の展開の概要

1

第 2 次世界大戦後から 1970 年代まで
日本で近代的な労働法と雇用社会が開始したのは、言うまでもなく第 2

次世界大戦が終了してからである。労働法規について言えば、1946 年に
憲法が制定され、それを受けて 1947 年に労働基準法（労基法）が制定さ
れ 3）、また、憲法制定前の 1945 年 12 月に制定されていた労働組合法（労
組法）が 1949 年に大改正された 4）。これによって労働法の「車の両輪」が
形成されたことになる。
それから今日までの 70 年間に、労働法は大きく変化してきた 5）。いくつ
かの時代に区分することができる 6）。
まず 1970 年代までであるが、この時代は、労働保護法（Arbeitsschutzrecht）
の形成・定着・発展期と捉えることができる。今日その変容が議論されて
いる雇用関係の「伝統的なモデル」（終身雇用 7）、年功処遇、製造業・工場
3） この制定過程については、渡辺章責任編集『労働基準法〔昭和 22 年〕(1)』（信
山社、1996 年）、
『同 (2)』（同、1998 年）、
『同 (3) 上』
（同、1997 年）、
『同（3) 下』
（同、1997 年）、『同 (4) 上』（同、2011 年）、『同 (4) 下』（同、2011 年）という貴
重な資料分析がある。
4） この制定・改正過程については、労働関係法令立法資料研究会編『労働関係法
令の立法資料研究（労働組合法関係）』
（労働問題リサーチセンター、2013 年）、
『労
働組合法立法史研究（解題篇）』（労働政策研究・研修機構、2014 年）、『同（条文
資料篇）』（同、2014 年）、『同Ⅲ』
（同、2016 年）、『同Ⅳ』
（同、2017 年）という
貴重な資料分析がある。
5） 具体的な労働立法の変遷については、濱口桂一郎『労働法政策』
（ミネルヴァ
書房、2004 年）、同『日本の労働法政策』
（労働政策研究・研修機構、2018 年）、
島田陽一・菊地馨実・竹内（奥野）寿編『戦後労働立法史』
（旬報社、2019 年）
を参照。なお、岡田俊宏「労働立法史年表」が貴重な資料である。
6） いくつかの時期区分が可能で、たとえば諏訪康雄は、1970 年代前半までを「戦
後法制の充実期」、1980 年代以降を「戦後法制の再編期」と評価する（稲上毅ほ
か「座談会・日本型雇用システムの変化と労働法の課題」ジュリスト 1066 号 (1995
年）12 頁以下）
。なお、広政順一『労働基準法』
（日本労務研究会・1979 年）101
頁以下は、1970 年代前半までの時期を労基法の定着の時期と言う。
7） 終身雇用制の形成と実態については、野村正實『終身雇用』
（1994 年・岩波書店）
参照。この中で、終身雇用制は一般的に定着していたのではなく、むしろそれが
よいものだと観念されてきたこと、つまり規範としてのそれが定着していたこと
が重要だ、と著者が主張している点が特に注目される。それに基づく雇用保障が
規範としての労働関係を形成する要素となりうるからである。なお、終身雇用制
を支える定年制については、萩原勝『定年制の歴史』
（日本労働協会、1979 年）
が参考になる。
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労働、男性稼ぎ主、正社員のモデル）とそれを支える労働法システムは、
ほぼこの間に形成されている。
労働保護法のこのような定着、充実の背景には、経済の順調な発展と労
働組合運動の昂揚があった。この時期の労働保護法は、ドイツの法学者ト
イプナー（Gunther Teubner）が法化（Verrechtlichung）として重視する法
の実質化の道をたどっている。トイプナーは、労働法や社会保障法等を念
頭においてドイツ現代法の特徴を分析し、社会的保護あるいは実質的正義
の要求に対応すべく社会国家（Sizialstaat）の介入主義的な規制立法が生
み出される現象を法化ととらえている。そこでの法は、市民法と言われる、
市場の規範的要請に応えるもの 8）から、大企業などの市場権力の抑制とい
う政治的要請を引き受けるものへと機能変化し、また、社会統制あるいは
結果志向の作用によってその正統性を得ることになると言う 9）。日本にお
いても社会的保護や実質的正義は、賃金、労働時間、安全衛生等の最低労
働条件規制に始まり、それが時代の変化にふさわしいものになっていくと
同時に、雇用平等や労働生活と家庭生活の調和といった新たな価値の実現
へと移ってきた。

2

1980 年代以降の労働法の再編
ところが 1980 年代に入ると労働法制の再編、部分的な解体が始まる。

労働法制の再編は、それ以前の順調な経済モデルに支えられた、市場権力
の抑制のための（社会あるいは福祉）国家による介入主義からの方向転換
を意味する。社会国家の介入主義の正統性は、日本では政治哲学（福祉国
家論）
自体にではなく、
おもに経済モデルの効率性に依拠するものであった。
そのために経済モデルがいったん機能不全に陥ると、市場経済活動を規制
する法化・法政策に対して、規制の失敗論という批判が出され、それは規
制緩和論として展開されるようになる 10）。市場の規制力の再評価である。
8） この点については、星野英一『民法のすすめ』
（岩波書店、1998 年）45 頁以下
も参照。
9） グンター・トイプナー（樫沢秀木訳）
「法化−概念、特徴、限界、回避策」九
大法学 59 号（1989 年）243 頁以下。
10） 楜沢能生「福祉国家における法のディレムマ」法の科学 18 号（1990 年）88 頁
以下。
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この時期から 1990 年代初めにかけての労働法政策には、アンビバレン
ツな側面が目立ち、
労働法の再編の方向性は必ずしも単線的ではなかった。
すなわち、一方では 1985 年の雇用機会均等法の制定が典型であるが、労
働者の権利保護を強化する方向があった。それは、前述した伝統的なモデ
ルが内包していた古い（家族）共同体規範を打ち壊すものであった。しか
し、その他方では、同年の労働者派遣法の制定のように、法による労働者
の権利保護を後退させる方向を向いているものもあった。
1987 年の労基法改正は、一方では労働時間の短縮（週労働時間の短縮
や年休日数の増加）を行ったが、それと同時に多様な変形・弾力的労働時
間制も導入した。また、雇用平等法制では、改正毎に平等の強化（努力義
務規定から義務・禁止規定へ）を行ったが、それには労基法の女子・女性
労働者の労働時間規制（時間外や休日労働の制限）という保護の削減が伴っ
ていた。保護と平等は矛盾するという理屈であるが、圧倒的に家族責任を
負わされている女性は、結果的に正規雇用市場から撤退せざるを得なかっ
た 11）。労働法政策は、実態をよく観察せずに、単に理論のみで行うと（理
論自体が誤っていたのかも知れない）、悪弊が生じる一例とも言える。
なお、この時期の法改正を見ると、数的には確かに必ずしも規制の緩和
が強化を上回っている訳ではなく、そのことからこの時期の再編を一方的
に規制緩和の流れということは適切ではないという意見が出された 12）。し
かし、政策を評価する際に、単純に数的な比較だけでは意味がない。むし
ろ、規制再編が労働市場や労働者に与える（た）質的な影響という側面に
注目してなされるべきであり、こうした労働法制再編の通奏低音としての
経済理論に着目しなければならない。労働法政策の基調は、規制緩和であ
り、その通奏低音は市場原理主義や新自由主義と考えるべきである。

11） この時期には、女性の保護規定こそが人間らしい労働を確保するための基準で
あり、その水準に合わせることによって雇用平等を図るべきであるとの主張も
あった。ジェンダーに配慮した労働時間規制と言われたが、私も同様の主張を展
開した（詳しくは、拙稿「労働時間に関する女子保護規定」季刊労働法 183 号（1996
年）37 頁以下を参照）。
12） 花見忠「インタビュー」週刊労働ニュース 1998 年 2 月 2 日号。
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3

非正規雇用の増加と立法消極主義
1980 年代からパート雇用、有期雇用、労働者派遣という非正規雇用が

増加している。1980 年前後にはその全労働者に占める割合は約 10％であっ
たが、1990 年代初頭には 20％前後になり、さらに今日では 37％前後にま
で増加している。
これを推進したのは、企業の人事戦略であった。たとえば 1995 年に当
時の日経連（日本経営者連盟）が発表した『新時代の「日本的経営」
』に
おいて、新時代（21 世紀型）の雇用ポ−トフォリオ（履歴）は、次のよ
うに描かれていた。すなわち、国際競争力が強化されていく中で、企業は
人件費コストを削減しながら、人材活用を行っていかなければならない。
そのためには、
「長期蓄積能力活用型」と言われる、伝統的な雇用ポートフォ
リオである標準的な労働関係は量的に縮小し、それが「高度専門能力活用
型」
（多くが有期雇用）に取って代わられると同時に、「雇用柔軟型」（有
期雇用、パート雇用）をかなり増加させていく必要がある。処遇の質と量
では、それぞれの型の間で截然と異なり、安定雇用タイプから不安定雇用
タイプへの移行はありうるが、その逆はほとんどあり得ないという提案で
ある 13）。
これに対して、私が考えてきた 21 世紀型雇用モデルでは、雇用形態の
違いは、徐々に相対化され、最後には雇用形態による処遇の質に段差がな
くなるというもので、それを支えるのが雇用形態の違いを処遇の基本的な
要素としない考え方であった 14）。パートタイム労働法をめぐる大きな争点
の一つは、均等待遇原則の立法化にあった。
しかし、この時期の立法政策を基本的にリードしたのは、次のような考
え方であった。つまり、均等処遇の立法化は、パートタイム労働の雇用の
抑制になり、アウトソーシングを促進させ、地域労働市場を否定すること
13） これは今日の雇用政策を生み出すバイブル的な提言となったが、それから 20 年
経った段階で、当時文書作成に関わった者も、非正規雇用の急増、研究開発費 ･
教育訓練費の削減、常用労働者の賃金下落といった今日の状況を「雇用の劣化」
と表現し、
この間の経緯を「失われた 20 年」と総括している（成瀬健生「雇用ポー
トフォーリオ提言とこれからの雇用問題」DIO295 号（2014 年）8 頁）
。
14） 最初の提起したのは、拙稿「パートタイム労働者の『均等処遇』」労働法律旬
報 1485 号（2000 年）18 頁以下。その後、拙稿「雇用形態の多様化と均等処遇」
法律時報 75 巻 5 号（2000 年）15 頁以下など。
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になり、正規従業員の雇用の不安定化をもたらすし、パートタイム労働者
を定型的・補助的業務に固定化させてしまう等の理由からの消極論であっ
4

4

4

4

4

4

た 15）。ここに見られる立法消極主義は、その後 2007 年のパート労働法の改
正、2018 年の同法改正（パート・有期雇用法に変化）を経て、若干の修
正はあるが、そして大量の派遣切りや雇い止めに至る 2008 年のリーマン
ショックを経験していながら、基本的には今日まで変わっていないという
のが、私の評価である 16）。
なお、2012 年の労働契約法改正は、有期雇用の無期化転換規定（同法
18 条）や不合理な差別禁止規定（同法 20 条）を導入しており、非正規雇
用政策に新たな様相を与えている。しかし、それはまだ端緒に過ぎず、こ
れによって非正規雇用政策が根本的に変化したかというと、今の時点では
まだ消極的に評価せざるをえない 17）。

二

今日の労働法の特徴

以上のように形成され、発展・展開してきた今日の労働法については、
現代の課題に対応している側面 18）（労働法の現代化）ももちろんあるが、
多面で次のような特徴を指摘できる 19）。

1

錯綜した労働法体系
労基法や労組法を基礎に置いて、その上に積み重ねられてきたが、その
15） 菅野和夫・諏訪康雄「パートタイム労働と均等待遇原則−その比較法的ノート」
北村一郎編『現代ヨーロッパ法の展望』（東大出版会、1998 年）131 頁以下。
16） 詳しくは、拙稿「パートタイム労働者の均衡・均等法政策の検証」労働法律旬
報 1922 号（2018 年）44 頁以下を参照。
17） 拙稿「有期雇用の安定化に関する立法政策の検証」労働法律旬報誌近刊予定も
参照。
18） 例えば荒木は、労働保護法の規制の現代化、雇用関係における新たな価値と政
策的必要性への対応、個別労働関係紛争の増加への対応、
（広義の）労働契約法
の展開、非正規雇用問題への立法的対応をあげる（荒木尚志「日本における個別
的労働関係法の展開と課題」労旬 1860 号（2016 年）9 頁以下）。
19） 荒木のような評価（注 18）もありうるが、たとえば法形式上は立派な雇用平等法
がありながら、女性の職場進出が遅れていること、古い発想のマタニティハラスメ
ントが依然として横行していること、非正規の多くが女性に集中していること、等
の側面に注目しなければ、労働法の姿や今後の課題は分析できないと、私は考えて
いる（拙稿「労働政策立法学構想の覚書」労旬 1920 号（2018 年）49 頁以下を参照）
。
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全体像が複雑で見えづらい、パッチワーク型になっている。それはあたか
も、継ぎ足し、継ぎ足しを繰り返した、昔風の旅館のようである。
たとえば性差別と雇用平等に関する法規を見てみると、労基法 3 条には
「性」が差別禁止理由として欠けているが、1980 年代から雇用機会均等法
が展開してきた。この法律は、当初はほとんど努力義務と行政指導の根拠
規定で、荒木によればソフトローと呼ばれる 20）が、それから始まり、次第
に私法上の強行規定に変化してきている。さらに今日では、女性の差別禁
止法から性差別禁止法に変化している。これには、労基法 3 条と異なり刑
罰が予定されていない。他方で、女性の差別禁止規定で刑罰法規である労
基法 4 条がぽつりと残されたままになっている。また、雇用機会均等法に
はポジティブアクションに関する規定（同法 8 条）があるが、それとは別
に、主として職場での女性の活躍を推進することを目指す女性活躍推進法
が 2015 年に制定されている。母屋がしっかりしていない上にさらに屋根
を架すような立法と言える。
他の例として、有期労働契約に関する法規制がある。有期雇用の上限に
関する規定が、民法 624 条、労基法 14 条、同附則 137 条にあり、期間途
中の解約に関する規定が民法 628 条と労契法 17 条 1 項にあり、無期転換
の規定である労契法 18 条については、大学教員任期法 7 条や研究開発能
力強化法 15 条の 2 にその例外が定められている。また、労契法 17 条以下
には主として有期労働契約の期間に関する規定が置かれていながら、昨年
改正され制定されたパート・有期雇用法には均等・均衡処遇規定が存在し
ている。素人から見ると、さっぱり何が何か分からない状態である。
労働法が複雑になっているもう一つの要因として、労基法等の本則にで
はなく、国会の審議を経ずに制定される政省令に多くのことが委任されて
いる法律の増加がある。去年の国会で大議論となった入管難民法（出入国
管理及び難民認定法）改正があるが、同じことは労基法改正により導入さ
れた高度プロフェッショナル制度についても言える。対象業務や収入と
いった基本的な条件が本則には書かれていない。

20） 荒木尚志「労働立法における努力義務規定の機能」中嶋士元也先生還暦記念論
集『労働関係法の現代的展開』（信山社、2004 年）19 頁以下。
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2

技術的な労働法
以上のこととも関連するが、労働法の規定がかなり技術的になっている

ことも、最近の特徴である。今般改正された労基法の労働時間規定がその
好例で、同法 32 条以下には枝番号が多いだけではなく、フレックスタイ
ム制に関する改正法 32 条の 3 第 2 項や第 3 項、1 年単位変形制に関する
同法 32 条の 4、あるいはまた企画業務型裁量労働時間制に関する同法 38
条の 4、有給休暇に関する改正法 39 条など、法のプロでもわかりにくい
規定のオンパレードである。
労働者派遣法の規定はもっとひどい状態である。どこに何が規定されて
いるのか分かりにくいし、各条文の意味内容も不明確である。第四節「労
働基準法等の適用に関する特例等」という条文などは、例外となる条文を
長々と列挙するだけで、とても正気の沙汰とは言えない。
このようにして、「市民からかけ離れていく労働法」が増えることには、
大きな問題がある。

3

規範の弱体化
昨今急増している政策立法では、裁判規範としても、また行為規範とし

ても、その規範内容が不明確な規定が多く存在している。政策化した法に
おいては、法全体のあるいはその一部の性格が変わり、規範構造が柔軟化
する傾向がある。労働保護法制の中心である労基法は、罰則や監督行政と
いう実行性確保手段を備えているが、基本的に私法秩序に組み込まれる契
約上の権利義務の体系である。しかし、その後の立法では、立法当初の雇
用機会均等法やパート労働法のように、行政指導の前提となる使用者の努
力義務規定、公法的義務規定あるいは国の政策遂行のための根拠規定が氾
濫している。2003 年に制定され 2017 年に改正された次世代育成支援対策
法や、先に挙げた女性活躍推進法などは、本当に労働法に含めてもよいの
か（両法とも厚生労働省が管轄するが）、考えさせられてしまう。
これらは立法政策の機微といえなくもないが、労働保護法制のあり方に
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ついての議論を呼ぶ重大な問題である 21）。つまり、規範構造としてはソフ
ト・ローの氾濫による規範の希薄化、政策実現の法的根拠の提供といった
規範論の変質を招いている点が大きな問題である 22）。
2018 年に法改正されて出来上がったパート（短時間労働）
・有期雇用法
8 条以下は、不合理な差別禁止や均衡処遇といった概念が用いられている
が、その規範的な内容は依然として不明確なままである。同法 8 条の基に
なった労働契約法 20 条では、有期雇用労働者の格差解消はほとんどなさ
れていない。看板の「同一労働同一賃金」原則とは全くかけ離れた政策効
果しか出ておらず、羊頭狗肉策とも言える 23）。

4

哲学の錯綜
今日の労働法には様々な、ときには相反する哲学が混在し、それを貫く

ものが見えづらくなっている点がある。労基法 1 条は、その目的を「労働
者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの」で、最低基
準ある労働条件を定めることを明らかにしている。ところが労契法 1 条で
は、
「合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにするため
に」、合意の原則等の労働契約に関する基本原則を定めることが、同法の
目的であるとしている。パート・有期雇用法 1 条では、
「少子高齢化の進展、
就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い」短時間労働者と有期雇用
労働者の均衡確保等により「その有する能力を有効に発揮することができ
るようにする」ことが目的とされ、労働者派遣法 1 条に至っては、「派遣
労働者の保護等を図」るという文言が出てくるが、
「労働力の需給の適正
な調整を図るため」に労働者派遣事業の適正な運営を確保することが目的
21） 田中成明『現代日本法の構図』（筑摩書房・1987 年）164 頁は、普遍主義型法
の形式的性質を社会法的な管理型法によって修正していくことに基本的に賛成し
ながら、公権力機関のパターナリスティックな法的規制に過度に依存せず、普遍
主義型法モデルを基本的枠組みとする自主的利害調整や紛争解決機能をできるだ
け作動させるべきであるというが、私もこのことに賛成である。
22） 拙稿「労働保護法制の回顧と展望」日本労働研究雑誌 463 号（999 年）33 頁参
照。
23） 詳しくは、拙稿「パートタイム労働者の均衡・均等政策の検証」労働法律旬報
1922 号（2018 年）44 頁以下を参照。アベノミクスの雇用改革には、非正規雇用
という言葉をなくす、一億人総活躍社会、女性活躍などの大言壮語なスローガン
が目立つ。
4
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とされている。2018 年雇用対策法改正により、その目的に「労働生産性
の向上」と「多様な雇用形態の普及」が加えられている（同法 1 条）。こ
れらの法律では、労働力活用のための法という性格が前面に出ている。
このように産業政策を色濃く反映したり、ある特定の雇用政策を実現す
るため立法が、労働法の中でも大きな位置を占めるようになっている。そ
の結果、
労働者の保護が後退するような労働立法がいくつか出てきている。

三

労働法の本質

こうした中で、改めて労働法とは何か、を問い直すことが重要になって
いる。

4

4

4

4

4

民法は市民を、
消費者保護法は消費者を対象としているのと同じように、
4

4

4

労働法は労働者を対象とした法律である。労働法の本質は、したがってこ
の労働者像をどのように描くかに深く関わっている。
法が念頭に置いている人間像が、法の基本的な性格を規定すると定式化
したのは、20 世紀初頭に活躍したドイツ人法学者のラートブルフ（Gustav
Radbruch）である。彼によれば、近代法の基礎にある人間像は、中世の共
同体から解放され、経済合理的に判断するホモエコノミクスとしての人間
像（抽象的な市民）であったが、社会法としての労働法の人間像は、社会
における生活に即した人間像（具体的人間像）となる 24）。
その後、共同体意識を持ち、連帯性に支えられた人間としての労働者像
をさらに定式化・具体化したのは、ワイマール期に活躍し、ドイツ労働法
理論の基礎を構築したジンツハイマー（Hugo Sinzheimer）である。彼が描
いたのは、抽象的な自由に基礎を置く民法的な人間像に対して、現実に基
礎を置いた人間像であった。それは階級としての人間であり、このことが
従属性論・従属労働論として展開される 25）。
24） グスタフ ･ ラートブルフ（桑田三郎・常盤忠充訳）『法における人間』（東京大
学出版会、1962 年）3 頁以下。
25） 詳しくは、片岡曻『労働法の基礎理論』（日本評論社、1974 年）6 頁以下を参照。
ジンツハイマーの従属労働概念については、ジンツハイマー（楢崎二郎・蓼沼謙
一訳）
『労働法原理・第 2 版』（蓼沼謙一著作集別巻）
（信山社、2009 年）14 頁以
下を、ジンツハイマーの人、交友関係、研究活動については、久保敬治『ある法
学者の人生 フーゴ・ジンツハイマー』（三省堂、1986 年）、同『フーゴ・ジンツ
ハイマーとドイツ労働法』（信山社、1998 年）を参照。
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従属性論は、労働法の理念あるいは依って立つ基盤を説明するものとし
て、そしてまた労働法が適用される労働者概念あるいは労働契約概念を確
定する道具概念として、日本でも利用されてきた。従属性は、あるいはそ
れによって特徴付けられる労働者概念は、労組法と労基法では若干異なる
が、その本質は同じである。労働法の理念について、従属性概念を用いて
説明することに否定的な意見も古くから存在していた 26）。しかし、こうし
た批判説も、現実の雇用関係では生産手段の所有者たる使用者の事実上の
優位性、労働力商品の特殊性、労働者の指揮命令服従性という現実と、労
働法がそれを克服する使命を負っていることを否定はしなかった。
ところが、こうした従属性論に一石を投じたのが、労働者の自己決定権
あるいは集団に埋没しない主体性を重視する理論を提起した西谷理論であ
る。1980 年代後半から展開された西谷理論は、従属労働論一辺倒であっ
た伝統的労働法学の哲学的変容を迫る内容のものであった。経済成長が成
熟期に入ったこと、労働者意識に変化が生じていたことが、この理論を後
押しした。しかし、その後、この理論に様々な批判が提起される。伝統的
労働法学の陣容（プロレーバー労働法学）からは、自己決定を過大に評価
しすぎており、新自由主義思想の影響を受けた規制緩和論に利用されてい
ると批判され、これを受けて、西谷理論自身がその後若干変容している。
つまり、自己決定権が憲法上も、あるいは労働法上も重要な概念・理念で
あることを再度強調しながら、それが故に「労働者が自己決定できる」
、
そしてそれを尊重できる枠組みとしての法的規制の再構築が必要であるこ
とを積極的に説くようになる 27）。
私は、自己決定論の主張に賛成をしながらも、1990 年代以降の規制緩
和論に巧みに利用されてしまったことに危惧を抱いてきた 28）。残念ながら
その危惧は、最近の立法政策を見ていると、いっそう強いものになってい
るように感じられる。
26） 吾妻光俊『労働法』（青林書院、1956 年）52 頁以下、石井照久『新版労働法・
第 3 版』（弘文堂、1976 年）8 頁以下等。
27） 西谷敏『規制が支える自己決定 労働法的規制システムの再構築』
（法律文化社、
2004 年）151 頁以下。
28） 拙稿「労働契約論の現代的課題」季刊労働者の権利 233 号（2000 年）7 頁等。
その背景にあるのは、菅野和夫・諏訪康雄「労働市場の変化と労働法の課題」日
労研 418 号（1994 年）4 頁以下である。この問題については、前掲注 2）拙著・
人権保障 255 頁以下も参照。
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戦後の 20 数年間に比べて、経済的に豊かになっている今日、労働者像
は変化しているのだろうか。収入は比較にならないほど増加しているし、
大学進学率も上昇しているし、労働組合に頼らない、あるいは頼る必要が
ないと考えている労働者も確かに増えている。働き方も、工場労働中心か
ら、サービス業中心へと大きく変化してきた。
しかし他方で、非正規雇用の増加（1980 年前後は約 15％だったが今日
では 40％弱に）
、相対的貧困率に見られる働く貧困層の増加（1985 年には
12.0％が 2015 年には 15.6％に）、若者の相対的貧困率の高さ（20 〜 24 歳
では男性 21.8％、女性 19.5％）、社会保険料や税を考慮して働き方を調整
している有配偶者女性パートの増加、低収入のシングルマザーの増加等が
確認できる 29）。こうした実態を捉え、今日の日本社会を「格差社会」30）、あ
るいはそれが固定化した「階級社会」31）と位置づける見解がある。ここで
用いられる階級は、マルクス流の、労働を通じた生産過程で生じる支配・
被支配、あるいは使用価値を収奪する側とされる側という「階級」とは異
なり、出身環境や資産の有無等によって社会的分断を生み出す構造を「階
級」と定義し、このことによって許容できないほどに大きくなった今日の
格差社会の問題性をあぶり出そうとするものである。これらの見解は、階
級闘争や階級国家のような政治プロセスには余り関心を示さず、むしろ社
会現象や社会のあり方自体を問題にしており、その点では共通の思考と言
える。
ところで、こうした雇用の対極にもう一つの層があり、これらが相まっ
て雇用の二極化を成している。この格差社会の一方の極にあり、比較的恵
29） 厚労省「2015 年の国民生活基礎調査の結果」、永瀬伸子「非正規雇用と正規雇
用の格差」日本労働研究雑誌 691 号（2018 年）19 頁以下等を参照。このことを
反映して、生活意識調査では、
「大変苦しい」23.8％、
「やや苦しい」32.0％、
「普通」
39.2％、
「ややゆとりがある」4.3％で、苦しいと回答する世帯が半数を超える（母
子世帯では 82.7％、児童のいる世帯では 62.0％）（厚労省「平成 29 年国民生活意
識調査の概況」）。なお、内閣府が行った「平成 30 年度国民生活に関する世論調査」
では、収入面等での満足度が高いと回答する人が多く、また生活の程度では
58.0％が「中の中」、13.6％が「中の上」、21.1％が「中の下」と回答しており、先
の調査との間で差が見られるが、これをどのように説明するか、なお検討を要す
る。
30） たとえば橘木俊詔『格差社会』（岩波書店、2006 年）。
31） 橋本健二『階級社会』
（講談社、2006 年）、同『新・日本の階級社会』（講談社、
2018 年）。彼の分類では、旧著では資本家階級、新中間階級、労働者階級、旧中
間階級に 4 分類され、新著では、さらに労働者階級が正規労働者とアンダークラ
スに分類されている。
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まれていると考えられている正社員層についても、場合によっては過労死
や過労自殺を招きかねない「働く過剰」あるいは「エンドレス・ワーカー
ズ」と言われる現象が見られる 32）。裁量労働制や高度プロフェッショナル
制度の濫用は、
こうした状況を加速させる危険性がある 33）。その意味では、
この労働者層とて決して自己決定が十分に保障されており、保護が必要で
はない労働者群とは言えない 34）。
以上のことを考えると、労働法の対象とする労働者像や、指揮命令服従
性（人的従属性）あるいはその亜種としての企業組織への組み入れ（組織
的従属性）
、そして経済的従属性によって判断される労働者概念について、
したがって労働法のレーゾンデートルについては、基本的には今日でも変
更はないと考えるべきである。このことを見失うと 35）、深刻な事態を引き
起こすことになりかねない。

四

労働法の未来

将来の労働法をどのように構想したらよいのだろうか。いくつか重要と
思われる問題について指摘してみたい。

32） 玄田有史『働く過剰』（ＮＴＴ出版、2005 年）、小倉一哉『エンドレス・ワーカー
ズ』（日本経済新聞出版社、2007 年）、中澤誠『ルポ過労社会』（筑摩書房、2015 年）
を参照。
33） 最近では、裁量労働者の自殺が相次いだ三菱電機の事案意外にも、野村不動産
の事案などがマスコミ報道されている。裁判例等については、塩見卓也「裁量労
働制をめぐる論点と裁判例」労働法律旬報 1916 号（2018 年）48 頁も参照。
34） かつての経済成長を支えた中間層が縮小している点については、駒村康平『中
間層消滅』（角川書店、2015 年）を参照。
35） たとえば厚生労働省の懇談会が出した「働き方の未来 2035：一人ひとりが輝
くために」
（2016 年 8 月）は、2035 年の働き方では「それぞれの個人が自律的に
活動できる度合いが増え、どのような働き方をするかにつき相手方の指揮命令に
よる拘束を受けることは少なくなるとともに、取引当事者間の交渉力の格差も小
さい契約が増えていると考えられ」、「そのような自律的な契約でも、強い交渉力
を背景にした優越的地位による交渉力の格差が存在する場合も考えられ、その場
合に対する法的手当てが必要となるだろう」が、
「それは一般的な事業者間取引
では、独占禁止法によって手当てされている問題であり、かなりの部分それで対
処できる」と言う。一種の労働法死滅宣言であるが、そうした見方は果たして妥
当なのだろうか。AI 時代の労働法を比較的オプティミスティックに描く作品と
して、大内伸哉『AI 時代の働き方と法』弘文堂、2017 年）があるが、私には AI
時代をそのように描くことができない（中沢孝夫「人工知能論の世界と実際の仕
事」DIO321 号（2016 年）8 頁以下も参照）。
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1

労働基準の国際化・水準アップ
まず指摘したいのは、いくつかの立法を早期に先進国水準に引き上げる

課題である。労働時間法制や休暇法制 36）がその代表例で、単独法を制定す
べき時期に来ている。最長労働時間、日単位（インターバル制度）、
週単位、
年単位の休息（年休）時間、労働時間口座などの点で、EU の指針 37）やド
イツ法を参考にすべきである。最近改正された韓国の労働時間法制は、日
本よりも進んでいる。
雇用形態、性自認・指向、年齢等も含めた一般的な差別禁止法・平等取
扱い法も、検討に値する。ここでも重要なポイントは、格差是正、とりわ
け雇用形態間の格差是正に関わる「同一労働同一賃金」原則をどのように
立法化するかである。この点でもヨーロッパ法 38）や先行する韓国法 39）が参
考になる。

2

労働者の利益代表システムの制度化
次に、従業員代表制度を法定化する必要がある。労働組合の存在しない

企業が 9 割弱あるが、そこでは集団的労使関係が全く機能していない。そ
の反面で、労働基準法（24 条、32 条の 2 ないし 32 条の 4、32 条の 5、34 条、
36 条等）を始めとして、多くの規定（労働契約法 11 条、労働者派遣法 40
条の 2 等）で過半数代表制度が導入されているにもかかわらず、過半数組
合が存在しない場合の代表者の資格や選出システムだけでなく、その活動
の法的保障が全く整備されていないなど、多くの弱点がある。こうした条
36） 休暇法制が先進国基準だけでなく、ILO 基準からも相当遅れている問題につい
ては、拙稿「いつになったら先進国並みの年休制度に」季刊労働法 258 号（2017 年）
29 頁以下、拙稿「年次有給休暇の法政策の検証」労働法律旬報 1924 号（2018 年）
28 頁以下を参照。
37） EU 指針については、井川志郎「EU 労働時間指令 2003 ／ 88 ／ EC の適用範囲
と柔軟性ー沿革と目的、そして基本権を踏まえて」日本労働研究雑誌 2019 号（2018
年）29 頁以下を参照。
38） たとえばドイツ法については、山川和義・和田肇「ドイツにおける一般平等立
法の意味」日本労働研究雑誌 574 号（2008 年）18 頁以下を参照。
39） 金善洙「韓国における同一価値労働同一賃金」西谷敏・和田肇・朴洪圭編『日
韓比較労働法 1 労働法の基本概念』
（旬報社、2014 年）217 頁以下、李羅炅『雇
用形態を理由とする労働条件格差是正の法理：日韓比較』（専修大学出版局、
2016 年）を参照。
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件に対応すべく、憲法 28 条の労働基本権保障、あるいはそこで構想され
ている労働条件の共同決定の新たなシステムを再構築することが、最重要
課題と言える 40）。

3

労働法の空間的拡大
今日、働き方が多様化してきているが、労働法はそれに十分に対応でき

ていない。それへの対応策の一つとして、労働法の射程を広げていく課題
がある。
1990 年代以降、請負契約や委託契約を用いた非労働者化が進み、今日
では自営型テレワーカー、クラウドワーカーあるいは多様なフリーランス
などが増えている。国は「雇用関係によらない働き方」を増やす政策を採
ろうとしている 41）。これらの就業者は、労働者に類似しているが、日本で
は労基法や労災保険法あるいは労契法の適用において、労働者と非労働者
という厳格な二分法が採用されており、これら法律の適用外に置かれてい
る 42）。これに対して労働組合法においては、広く労働者として扱われ、そ
の者らが結成している労働組合にも団体交渉権が認められている 43）。
ところでドイツ法では、人的従属性が不完全なために厳密には労働者とは
言えないが、労務給付先に対して経済的従属性が認められ、労働者と同様
の法的保護が必要となる者について、
「労働者類似の者」
（arbeitnehmerähnliche
Person）と定義し、実定法上の概念とされ、労働法の射程に含められてい

40） 藤内和公『ドイツの従業員代表制と法』（法律文化社、2009 年）は、多くの重
要な示唆を与えてくれる。
41） 拙稿「兼業、副業、テレワークの促進と働き方改革」生活経済政策 250 号（2017
年）12 頁以下、山川和義「サテライト・モバイル・ワーク：雇用型テレワークと
労働法上の課題」ジュリスト 1522 号（2018 年）82 頁以下を参照。
42） たとえば横浜南労基署長（旭紙業事件）最一小判平成 8・11・28 労判 714 号
14 頁、藤沢労基所長事件・最一小判平成 19・6・28 労判 940 号 11 頁。
43） INAX メンテナンス事件・最三小判平成 23・4・12 労判 1026 号 27 頁、ビクター
サービスエンジニアリング事件・最三小判平成 24・2・21 労判 1043 号 5 頁等。
コンビニエンスオーナーの労組法上の労働者性を肯定する労働委員会命令とし
て、セブン─イレブン・ジャパン事件・岡山県労委命令平 26・3・ 13 別冊中労時
1461 号 1 頁、ファミリーマート事件・東京都 労委命令平 27・3・17 別冊中労時
1488 号 1 頁。なお、中労委平成 31・3・15 命令は、これら地労委命令をいとも簡
単に覆している。詳しくは、橋本陽子「コンビニ・オーナーの労働者性」日本労
働権雑誌 678 号（2017 年）29 頁以下を参照。
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る 44）。つまり、この者にも、連邦休暇法、一般平等取扱法、就業者の安全・
健康保護法、労働協約法や労働裁判所法などが適用される。日本でもこれ
を参考にして、労働者概念を拡張することによって、同様の立場にいる者の
保護を図る仕組みを作ることが必要になる 45）。このことはまた、労働法と同
様の概念を用いている社会保障法、とりわけ労災保険や雇用保険の加入問
題とも連動している。
これは、雇用社会と労働法の持続可能性を維持するための構想で、労働
法の空間的拡大と言える。

4

労働法の時間的拡大ー生活保障体系を担う労働法
労働者の、
あるいはそれによって支えられている者の生活保障法体系は、

労働法と社会保障法から成り立っているが、多くの人が指摘するように、
これまで両者の連携は十分に意識されてこなかった 46）。ところが、働く者
の総合的な法として、雇用社会や社会保障制度の法体系の持続可能性を高
めるために、労働法と社会保障法との連携を一層強化していく必要がある
ことが最近指摘されるようになっている 47）。労働法の時間的拡大の課題で
あり、宮本太郎が言う「生活保障」の法体系の構築の課題とも言える 48）。
ただし、私見は、雇用と退職後の連続性を中心に考えるので、宮本の言う
アクティベーションや四つの橋（雇用と家族、教育、失業、退職との間）
によって架橋される雇用と社会保障の連携とは若干異なっている。
労働法と社会保障法は多くの点で連動しており、そこでは有期雇用者の
4

4

4

雇用の安定化・無期化、正規労働者と非正規労働者の均等処遇（日本式同
44） 詳しくは、柳屋孝安『現代労働法と労働者概念』（信山社、2005 年）29 頁以下、
42 頁以下を参照。
45） 厚生労働省「雇用類似の働き方に関する検討会」報告書（2018 年 3 月 30 日）は、
論点と課題の整理を行うが、方向性を示しているわけではない。
46） たとえば笠木は、労働者の生活・所得補償を担うのは雇用か社会保障かの二者
択一関係であったという（笠木映里「現代の労働者と社会保障制度」日本労働研
究雑誌 612 号（2011 年）42 頁以下）。
47） 体系的な研究として、小西啓文「非正規労働者の社会・労働保険法上の地位」
日本労働法学会誌 121 号（2013 年）61 頁以下。
48） 宮本太郎『生活保障』（岩波書店、2009 年）。法律時報 2019 年 1 月号の「特集
世代間の連帯・衡平」は、世代間の連帯問題として扱うが、この視点では労働法
や社会保障法（本稿との関係では厚生年金保険）のステークホルダーである労働
者、使用者、そして国の責任の問題や、ジェンダー論は無視されてしまう。
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一労働同一賃金の克服）、高齢者の雇用の安定（定年延長等）、最低賃金制
度の改善による低賃金セクターの解消、これらを前提とした退職後の年金
による生活保障の総合的な体系として捉える必要がある 49）。また、雇用の
請負・委託化といった外部化によって、労働者に保障されていた保護が削
減、縮小、廃止に至ることは、企業や株主にとってはコスト（社会保険の
使用者負担など）の面などで魅力的かも知れないが、それは社会的コスト
の外部化に過ぎず、その結果、他のステークホルダー（国やパート雇用が
少ない企業等）に大きなしわ寄せを及ぼすことになる 50）。それを克服して
こそ、雇用社会や労働法・社会保障法の持続可能性が維持されることにな
る 51）。
以上で描いた労働法の未来は、1980 年代以来、日本の雇用政策や労働
法学者の一部を支配してきた新自由主義的な政治・経済思想によるモデル
とは異なるものである。新自由主義思想は、政策目的を設定できず、した
がってそれを検証するメカニズムを欠き、社会を理念的に構想できていな
いからである 52）。これと異なる思想をどのように表現したら良いのか。そ
れは私自身が今後解明していかなければならない研究課題でもあると考え
ている。

49） 菊地馨実「貧困と生活保障」日本労働法学会誌 122 号（2013 年）109 頁以下も、
こうした点を指摘し、社会保障法の面からの労働法との連携の必要性を強調する。
なお、本稿で指摘するような問題意識については、最近では社会保障法学からの
アプローチが盛んになっているが、そこでは雇用社会や労働市場あるいは労働立
法の課題の分析が必ずしも十分ではないように思われる。
50） 宇沢弘文『自動車の社会的費用』
（岩波書店、1974 年）は、自動車の社会的費
用（交通事故、環境破壊、道路網の整備等）が外部化されていることを問題視し、
その内部化を唱えたが、人材についても、労働災害の責任、社会保険の負担、人
事管理コスト等の外部化が問題となる。企業側の対策としては、パート雇用をよ
り細切れにするか、長時間化する（場合によってはフルタイム化する）選択肢が
考えられる。なお、社会保険の使用者負担の課題を考えると、その点からもこの
問題を社会保険の世代間連帯とだけ捉えることは適切ではない。
51） なお、年金については、現在のような基礎年金と厚生年金の二階建てという構
造を維持しながらも、これと税財源をどのように組み合わせるかという課題があ
るが、労働法と社会保障法の連携という点では二階建て部分のあり方が重要とな
る。なお、公的年金制度の総合的な課題については、太田匡彦「日本の所得保障
制度と世代間の連帯・衡平−鼓笛老齢年金を中心に」前掲注 48）法律時報 14 頁
以下参照。
52） 小野塚知二『経済史』（有斐閣、2018 年）493 頁以下を参照。
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最後に

最後に、年寄りじみた説教をさせていただきたい。最近ある若手の研究
者（法学の分野ではないが）の本 53）を読んでいたら次のような一文が目に
入った。
「一般に、異なる視点を持つ者同士で話し合うと、居心地が悪い
けど、均質な人びと同士の対話よりも、正確な推論や、斬新なアイデアを
生む確率が高まる」
。この文章は、インターディスプリンの研究の重要性
を説いている箇所で出てくるが、最近の研究状況を見ていて、この一文が
提起するところの重要性について、はたと考えさせられた。それは、あえ
てか、あるいは勉強不足からか、異論を排して論を進めたり、自分に都合
の良い文献しか引用しなかったり、またある権威に寄り添って議論を展開
する傾向が看取できるからである 54）。そうした手法では研究は進化・深化
していかないことを、私も肝に銘じて研究をしていきたいと考えている。
＜補注＞

本稿は、科学研究費基板研究（S）「雇用社会の持続可能性と

労働法のパラダイム転換」（15H05726）（研究代表者・和田肇）の研究の
一部である。

53） 隠岐さや香『文系と理系はなぜ分かれたか』（星海社、2018 年）。
54） ちなみに、理系論文の国際雑誌での査読に際しては、研究内容の新しさ、文献
引用の公正性、データの正確性（偽造やねつ造がないこと）などについて複数の
研究者が検討するようである。
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