
─特集 2 ─

雇用調整の法的実務
合意退職、内定取り消し、整理解雇、雇止めに

対する法令・判例から見た留意点
厚生労働省が全国のハローワークなどを通じて把握した新型コロナウイルス感染拡大の影
響による解雇や雇止めは、 8月21日までに見込みも含め、 4万8206人に達している。 5月
以降は 3カ月連続で 1万人のペースで推移している。従業員にとって職を失うことは生活
を危うくするため死活問題であり、労働基準法をはじめとする労働関係法令や判例法理で
は、雇用調整に関して厳しい要件を課している。これらの法的留意点を踏まえずに、不適
切な雇用調整を行った場合は、裁判等で無効と判断される場合も少なくない。
そこで、今回は、企業が雇用調整に取り組まざるを得ない場合に、どのような点に注意し、
どういった手順を踏むべきか、法令・判例をベースとした実務での対応について岡芹健夫
弁護士に解説いただいた。

岡芹健夫（おかぜり たけお）　　所長弁護士（髙井・岡芹法律事務所）

1991年早稲田大学法学部卒業。1994年第一東京弁護士会登録、髙井伸夫法律事務所入所。2010年髙井・岡芹法律事務所に改称、同
所所長就任。第一東京弁護士会労働法制委員会委員、東京三弁護士会労働訴訟等協議会委員および経営法曹会議幹事、筑波大学
法科大学院講師（労働法演習・夏期集中）等。主な著書に、『労働法実務 使用者側の実践知』（有斐閣）、『取締役の教科書 これ
だけは知っておきたい法律知識』（経団連出版）、『人事・法務担当者のためのメンタルヘルス対策の手引』（民事法研究会）等。
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実務解説
雇用調整の法的実務

　2019年11月、中国の湖北省武漢市で発見された

新型コロナウイルスは、その後、世界中に広がり、

2020年 4 月 2 日に感染者は全世界で100万人、 5

月 4日には350万人を超えるに至った。また、わが

国でも、2020年 4 月 7 日、感染者数が3906人に達

し、同日に東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵

庫、福岡の 7都府県に緊急事態宣言を発令。同月

16日には全国的に緊急事態宣言の対象となり、都

道府県知事は、住民に対する期間と地域を定めた

上で不要不急の外出の自粛、事業者などに対する

店舗や施設の使用制限を要請するに至った。これ

により、多くの人やそれに伴う物の集まり、移動

が激減し、わが国の産業、経済も甚大な打撃を受

けるに及んでいる（例えば、2020年 4 月の大手百

貨店の売上高は前年と比べて 7割超減少し、東海

道新幹線でもゴールデンウイーク期間中の予約は

前年の 9％にすぎなかったという状態である）。

　このような、新型コロナウイルス感染拡大によ

る影響は、無論、第一には各個人の生命、健康を

害することであるが、仮に、しばらくして感染そ

のものが収束に向かったとしても、上述の経済へ

の甚大な打撃は使用者の業績を直撃し、企業とし

ては収支状況の悪化を食い止めるべく、いや応な

しに、人件費の問題、もっと直截的にいえば、雇

用調整に手を付けざるを得なくなることも多いと

思われる。

　そこで本稿では、決して好ましい事態ではない

が、新型コロナウイルス感染拡大の後に生ずるで

あろう企業による雇用調整の問題について、現状

での法的解釈を踏まえながら、概観・解説してい

くこととする。

　なお、企業は、労働契約上は「使用者」と指称

されるので、以下は、原則として「使用者」の呼

称を用いることとする。

1
はじめに�
〜�新型コロナウイルス感染症による
経済的影響と人件費節減への動き

ポイント

❶合意による解約（退職勧奨による合意退職）：人選、手続き、事前の面談内容準備が重要。使用者側
としては退職勧奨の説得力と丁寧さが求められる。自発的な退職意思を形成するために社会通念上

相当な程度を超えて、不当な心理的圧迫を与えたり、その名誉感情を不当に害したりする態様のも

のは、退職勧奨自体が違法となる場合がある（後掲［図表 2］参照）

❷内定取り消し：使用者の経営上の都合による内定取り消しも、被選定者妥当性（既就労者よりは優
先してなし得ること）を除けば、既就労者の解雇と同様に考えたほうが妥当

❸整理解雇：有効性の判断は、①人員削減の必要性、②解雇回避努力義務、③被解雇者選定の合理
性、④手続きの妥当性という整理解雇の 4要素を総合勘案される。②に関しては、特に、制度面の

みならず運用実績面も含めた労働者の職種・職場の限定の有無をよく考慮すること、③については

客観的な比重、順位が不明瞭にならないように注意する、④は具体的な説明資料と意見、質問を聞

く機会の付与などで誠実に行うことが重要

❹有期契約労働者の期間満了による雇止め：平成24（2012）年の労働契約法（以下、労契法）の改正
により有期契約労働者の雇止めの制限が法文（労契法19条）に規定された意義は大きい。雇止めは、

無期契約労働者の解雇の場合（労契法16条）と同様に、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上

相当であると認められないとき」には無効となる
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特集 2

　業績悪化に対する人件費削減の方法としては、

直接的に賃金を抑制・削減する方法と、雇用を調

整する方法とに分かれる［図表 1］。

　賃金を抑制・削減する方法としてよく見られる

ものの例に、個別的措置としては残業の規制、操

業の短縮、一時帰休、取締役報酬カットや管理職

手当のカット、賞与カット、定期昇給の凍結といっ

たものがあり、制度的措置としては労働条件の不

利益変更（就業規則の不利益変更）、福利厚生制度

の変更（家賃補助等削減・廃止等。これも広い意

味で、就業規則の不利益変更の一種といえる）が

挙げられる。

　一方、雇用を調整する方法としては、退職勧奨、

内定取り消し、整理解雇、有期契約労働者の契約

不更新（雇止め）などといったものが挙げられる。

　雇用調整は、労働者の失職という大きな不利益

をもたらすものであり、多くの使用者は、賃金を

抑制・削減する方法で足りるのであれば、それで

済ませたいというのが一般的である。しかし、例

えば上述の残業の規制にしても、既に働き方改革

が行われつつある現状では、さらなる人件費削減

効果には限界が見られることも多く、取締役報酬

や管理職手当のカット、賞与カットにしても、金

額からいって、その人件費削減効果には限度があ

る。定期昇給の凍結にしても同様であろう。就業

規則の不利益変更は、中長期的に見れば人件費削

減に一定の効果はあるものの、急激に経営状態が

悪化した使用者にとっては、それでは間に合わな

いことも多いと思われる。

　そこで本稿では、人件費削減の中でも、労使双

方に痛みを伴わざるを得ない雇用調整の方法につ

いて、述べていくこととする。

　雇用調整とは、つまるところ人員削減である。

一口に雇用調整と言っても、その方法は多岐にわ

たるが、そのケースによって、法的な要件、効果

も変わってくるので、注意が必要である。以下で、

雇用調整の方法について概説する。

　雇用調整とは、使用者と労働者との間の労働契

約を終了させることであるが、ケースとしては、

主に次の四つが見られる。

2 人件費削減の方法

3 雇用調整の方法の種類

㋐合意による解約（退職勧奨による合意退職）

㋑内定取り消し

㋒整理解雇

㋓有期契約労働者の期間満了による雇止め

 �人件費削減の方法図表 1

賃金を抑制・削減する方法
雇用を調整する方法

個別的措置 制度的措置

・�残業の規制
・�操業の短縮
・�一時帰休
・�取締役報酬カット
・�管理職手当のカット
・�賞与カット
・�定期昇給の凍結

・�労働条件の不利益変更
（就業規則の不利益変
更）

・�福利厚生制度の変更
（家賃補助等削減・廃
止等。これも広い意味
で、就業規則の不利益
変更の一種）

・�退職勧奨
・�内定取り消し
・�整理解雇
・�有期契約労働者の契約
不更新（雇止め）

労政時報　第3999号/20. 9.1160



実務解説
雇用調整の法的実務

　そこで、以下では、この四つの場合に分けて詳

述することとする。

［ 1］問題の所在

　実務において雇用調整の一番多いケースは、合

意による解約（退職勧奨による合意退職。以下、

合意退職）である。

　合意退職は、他のケース（特に解雇）に比較し

て、使用者にとって以下のような利点がある。

①�あくまで合意によるので、原則として、解雇の

場合のように、後になって労働契約関係の終了

を巡って紛争になることがない（ただし、後述

［ 2 ］のように例外はある）。

②�経営上の都合による解雇は、後掲6 の、いわゆ
る「整理解雇」の判断基準により、比較的厳格

にその有効性が判断されるが、その中には、「解

雇回避努力義務」「被解雇者選定の合理性」「手

続きの妥当性」といった判断要素がある。そこ

で、これらの判断要素を満たすには、ごく簡単

にいえば、解雇に先んじて有期契約労働者の雇

止めや人材派遣の受け入れの停止を行う必要が

あったり（解雇回避努力）、必ずしも使用者側が

想定する労働者を選んで契約を終了させること

ができなかったり（人選）、さらには、解雇まで

の協議・話し合いに時間を要したりすること（手

続き）等がある。

　合意退職の場合には、個々の労働者の合意を得

さえすれば、上述のような事象は避けられる。殊

に、雇用調整に喫緊の必要がある場合、上述した、

解雇回避努力、人選、手続きの問題は重要である。

　もちろん、合意退職には、使用者側の退職勧奨

に対する労働者の「合意」が必要であり、使用者

側としては、その退職勧奨には説得力と丁寧さが

求められる（もっとも、これは法的な問題以上に

事実的な問題が大きい）。この点に関しては、後述

［ 3］⑵において補足説明をする。

［ 2］問題点

　合意退職は、使用者と労働者の合意によるので、

原則としては法的な問題は生じにくいが、それで

も以下の問題点（に絡む裁判例）がある。

⑴退職勧奨の態様

　雇用調整における合意退職は、使用者側からの

退職勧奨を端緒とすることがほとんどであるが、

その退職勧奨は、それ自体は労働者の合意がなけ

れば、労働契約関係の終了という法的効果を生じ

させるものではなく、労働者に対する不利益もな

く、原則的には法的に問題となる行為ではない。

もっとも、自発的な退職意思を形成するために社

会通念上相当な程度を超えて、不当な心理的圧迫

を与えたり、その名誉感情を不当に害したりする

態様のものは、退職勧奨自体が違法となる場合が

ある（菅野和夫『労働法 第12版』［弘文堂］752

ページ）。

　例えば、下関商業高校事件（最高裁一小　昭55. 

7.10判決　労判345号20ページ）は、当該労働者ら

が一貫して退職勧奨に応じない旨表明しているに

もかかわらず、そのうち 1名には約 2カ月の間に

11回（他の 1名には約 4カ月間に13回）、1回につ

き約20分から約 2時間15分の退職勧奨を繰り返し

ていたケースについて、当該退職勧奨は違法とし

て使用者側に慰謝料の支払いを命じている。日本

アイ・ビー・エム事件（東京高裁　平24.10.31判決　

労経速2172号 3 ページ）は、労働者が任意退職を

拒否した後も退職勧奨が継続されたケースについ

て、事案への結論としては退職勧奨の違法性を否

定しているが、退職勧奨された者が明瞭に退職を

拒絶（もしくは退職勧奨面談を拒絶）した場合に、

4 合意による解約�
（退職勧奨による合意退職）
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特集 2

さらに退職勧奨を行った場合、その態様によって

は違法性を帯び、慰謝料支払いの対象となる余地

があるので、注意が必要である。

⑵�労働者の合意の意思表示が無効または取り消し

となる場合

　使用者からの退職勧奨に対して労働者がいった

んは合意した場合でも、その合意が後に無効とさ

れたり、取り消しの対象となったりすることがあ

る。

　例えば、富士ゼロックス事件（東京地裁　平23. 

3.30判決　労判1028号 5 ページ）は、当該労働者

には解雇処分を受ける理由がなかったにもかかわ

らず、解雇を避けるためには退職するしかないと

言われた労働者が退職の意思表示をしたケース

で、これは動機の錯
さく

誤
ご

により無効としている（同

種の事案につき、退職の意思表示の取り消しを認

めたものとして、澤井商店事件〔大阪地裁　平

元. 3.27決定　労判536号16ページ〕がある）。すな

わち、労働者への退職勧奨に、事実的にも法的に

も誤った情報を与えて退職合意を得ても（無論、

その重要度にもよるが）、後に無効や取り消しとな

るリスクがあるということである。また、退職勧

奨の際に労働者に十分な判断能力があり、即答を

避けて後日退職勧奨に応じたことをもって、労働

契約終了の効力を認めた裁判例（ダイフク［合意

退職］事件　大阪地裁　平12. 9. 8判決　労判798

号44ページ）があり、労働者にある程度の考慮の

時間を与えることも肝要である。

⑶使用者側の合意の有無

　実務においては、労働者が退職の意思表示を

行ったものの、使用者がこれを承諾したか否か、

つまりは、退職の「合意」が成立したか否かが争

われることがある（退職の合意が未成立ならば労

働者は退職の意思表示を撤回することができる）。

しかし、本稿で問題としているのは、使用者から

の退職勧奨による場合であり、もともと使用者と

しては退職勧奨の対象となる労働者の退職を希望

しているので、使用者の「承諾」の有無は原則と

して問題とならない。もっとも、注意すべき裁判

例として、ピー・アンド・ジー明石工場事件（大阪

高裁　平16. 3.30決定　労判872号24ページ）は、

使用者側が特別優遇措置を取り、退職者を募集し

ていたところ、労働者が応募して、「退職日・最終

就業日に関しては、所属長と業務引継ぎ等の話し

合いを行った上で、最終決定する」旨が記載され

た退職申出書を提出した後に、これを撤回する意

思表示をしたケースであり、使用者が労働者に交

付していた説明書面に、上記の引き継ぎを行った

上で「合意書」を作成して退職手続きの受付終了

とするとの記載があることを考慮し、上記退職申

出書の提出だけでは退職の受け付けは未成立であ

り、労働契約終了の効果は生じていない（つまり

は、労働者は退職を撤回できる）と判示している。

［ 3］実務上の注意点

⑴法律上の注意点

　上述［ 2］で見てきた裁判例より判明する法的な

注意点は、当然ながら、退職勧奨をすること自体

は原則自由としても、その方法・態様について、

労働者を圧迫したり、名誉を傷つけたりすること

は許されない、ということである。殊に、労働者

がいったん、退職勧奨に応じないと表明している

にもかかわらず、繰り返し退職勧奨を行う場合、

違法になる可能性が高いのみならず、それにより

労働者がうつ病になったような場合、事案によっ

ては、それを理由に使用者が損害賠償義務を負う

ようなこともあり得る（エム・シー・アンド・ピー�

事件　京都地裁　平26. 2.27判決　労判1092号 6

ページ）。
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実務解説
雇用調整の法的実務

⑵事実上の注意点

　退職勧奨は、そもそも労働者の合意を得なけれ

ば、何の法的効果も生じず、目的も達しない。し

たがって、上述⑴のように、法的に問題が生ずる

ような退職勧奨はそもそも論外であり、退職勧奨

には、労働者が合意してくれるような説得力と丁

寧さがなければ、はじめから意味を成さない。退

職勧奨は、それこそ、おのおのの使用者が、おの

おのの労働者に対して個別に行う、優れて事実的

な行為である。筆者の実務の経験上、とりわけ問

題が生じやすく、これだけは避けてほしい点を一

般化して付言するならば、［図表 2］のとおりであ

る。

　ただし、具体的事案に応じて、具体化と工夫が

必要であり、労働実務家としては、そこに法的検

討を超える注意力と視野、配慮を要することは言

うまでもない。

［ 1］採用内定およびその取り消しの法的性格

　採用内定は、始期付解約権留保付労働契約と

されており（大日本印刷事件　最高裁二小　昭

54. 7.20判決　民集33巻 5 号582ページ）、つまり

は、内定後一定の期間の後（新卒の場合は、多く

は卒業直後の 4 月 1 日）、採用内定取り消し事由

（例えば、卒業ができなかった場合等）が生じた場

合、使用者は取り消しができるものの、その性質

は労働契約であるとされている。したがって、使

用者の経営上の都合で内定を取り消す場合、労働

契約を解約する以上、整理解雇に準じた検討が必

要となる（菅野・前掲書234〜235ページ）。この場

合、採用内定者を既就労者よりも先に削減対象と

するのはやむを得ないが、整理解雇の要件を準用

した判断をすべきとするのが一般のようである

（西谷 敏『労働法 第 3版』［日本評論社］143ペー

ジ）。

　そこで、6 整理解雇の場合に準じて（その詳細
は後述する）、整理解雇の有効性の判断要素とされ

ている人員削減の必要性、解雇回避努力義務、被

解雇者選定の合理性、手続きの妥当性といった点

を総合勘案してその有効性が審査される。

［ 2］問題事例

　採用内定が、使用者の経営悪化を理由として取

り消されたことについて法的に争われた事案とし

て、代表的な裁判例は、インフォミックス(採用内

5 内定取り消し

 �退職勧奨において避けるべき使用者側の対応図表 2

①�使用者側がなぜ退職勧奨をしなければならないかの理由を具体的に説明
しないか、それが著しく不十分なもの

②�使用者側としては既定事項であるとの姿勢に終始し、労働者側の疑問、
意見に耳を貸そうとしないもの

③�人を選んで行う場合に、それが明らかに恣意的な人選であったり、そこ
までではないにしても、対象者にある程度の説明ができないもの（ある
いは、説明をしようとしないもの）

④�時期的に過度に急迫なもの（これは、経営上の危急度の説明の可否にも
よる）

⑤�労働者側に対する条件面での配慮が著しく足りないもの（同上）
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定取り消し)事件（東京地裁　平 9.10.31決定　労

判726号37ページ）がある。これは、採用内定者に

対する、業績悪化を理由とする内定取り消しが無

効と判断され、 1年間の賃金仮払いの仮処分が認

容された裁判例であるが、同判決は、使用者が経

営の悪化等を理由に採用内定取り消しをするには、

いわゆる整理解雇の有効性の判断に関する、①人

員削減の必要性、②人員削減の手段として整理解

雇することの必要性、③被解雇者選定の合理性、

④手続きの妥当性という 4要素を総合考慮の上、

採用内定の解約留保権の趣旨、目的に照らして客

観的に合理的と認められ、社会通念上相当と是認

することができるかどうかを判断すべきと説示し

ている。そして、結論としては、内定取り消しに

至る手続きについて、当該使用者は入社日の 2週

間前になって突然入社の辞退勧告や職種変更の申

し入れをなしており、使用者が自らスカウトして

おきながら経営悪化を理由に採用内定を取り消す

ことは信義則に反し、内定者の納得が得られるよ

う十分な説明を行う信義則上の義務があるにもか

かわらずそれを怠ったとして、採用内定取り消し

を無効と判示している。ただし、被解雇者選定の

妥当性については、既に就労している従業員を整

理解雇するのではなく、採用内定者を選定して内

定取り消しに及んだことは、格別不合理なことで

はないとしていることには留意するべきである

（上述［ 1 ］の西谷・前掲書143ページと同旨）。

［ 3］実務上の問題点

　前述［ 1 ］［ 2 ］のとおり、使用者の経営上の都合

による内定取り消しも、格別安易になし得るとい

うことではなく、むしろ、被選定者妥当性（既就

労者よりは優先してなし得ること）を除けば、既

就労者の解雇と同様に考えたほうが妥当である。

　なお、本稿では、採用内定が成立していること

を前提として述べているが、そもそも、世間一般

で「採用内定」と言われているものの中には、法

的には「始期付解約権留保付労働契約」が成立す

る前段階、いわゆる「採用内々定」の段階であり、

まだ最終的に労働契約が使用者と内定者との間に

成立するかが確定していないと認められる場合も

含まれる。そのような場合は、使用者としては、

解雇の法理に拘束されることなく採用内々定の取

り消しをなし得るが、それが社会的相当性に反す

るような場合、例えば、内定通知書授与日の直前

に内々定の取り消しを行ったようなケースでは、

仮に経営上の理由があったとしても、信義則に反

するとして損害賠償が認められる場合があること

には注意を要する（コーセーアールイー［第 2 ］

事件　福岡高裁　平23. 3.10判決　労判1020号82

ページ）。ちなみに、正式な採用内定とそれ以外

（採用内々定等）との区別は、通常は、採用内定日

に出される採用内定通知の有無によるとされるが

（菅野・前掲書233〜234ページ）、それ以前でも、

使用者と内々定者との間で、最終決定済みとの共通

認識が得られるような場合には、法的に「始期付

解約権留保付労働契約」が成立し、それを取り消

すには解雇の法理が必要とされる場合もあり得る。

　使用者（企業）が労働者を解雇するケースは多

岐にわたるが、本稿のテーマである、経営上必要

とされる人員削減のための解雇の場合は、いわゆ

る「整理解雇」と称される。わが国では長期雇用

慣行が一般とされており、整理解雇は、他のケー

スでの解雇よりも、より厳しく判断すべきとされ

ているのが一般である（菅野・前掲書793ページ）。

なお、整理解雇は会社存続のための解雇であり、

会社解散による労働者全員解雇の場合はこれに含

まれないと解するのが妥当である（整理解雇の意

6 整理解雇
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義、範囲については、拙著『労働法実務 使用者側

の実践知』［有斐閣］309ページ参照）。

［ 1］整理解雇の一般論

　整理解雇の有効性の判断は、裁判例の集積によ

り、［図表 3］の 4要素（いわゆる、整理解雇の 4

要素）を総合勘案されて行われるとされている（実

は、これに沿わない裁判例もなくはないが、本稿

では割愛する）。

　この［図表 3］の❶〜❹のどれか一つ欠ければ整

理解雇は無効となるものではないが（多数説。

リーディングケースとしては、東洋酸素事件　東

京高裁　昭54.10.29判決　労判330号71ページ）、

❶〜❹の要素にしても抽象的であり、結局は、事

案ごとに下された裁判例の判断の集積を参考にせ

ざるを得ないところである。

　そこで、下記［ 2］にて裁判例を俯
ふ

瞰
かん

するが、誌

面の関係より、特に実務上注意を要すると筆者が

判断したもののみに絞って解説することとする。

［ 2］問題事例

⑴人員削減の必要性

　人員削減の必要性については、裁判例の多くは、

経営専門家（すなわち企業の経営陣）の判断を実

際上には尊重しているとされている（菅野・前掲

書796ページ）。もっとも、製造部門で整理解雇を

行う一方で、同じ製造部門で従業員の新規募集を

していた場合（ホクエツ福井事件　名古屋高裁金

沢支部　平18. 5.31判決　労判920号33ページ）、経

営難を理由に二つの事業所のうちの一つを売却し

て、その事業所に属する労働者を全員解雇した事

案において、借入金の大半が代表者夫婦からのも

のであり、資金繰りの詳細が明らかにされていな

いこと、直前に新たに従業員を採用しているといっ

たことがあったような場合（ザ・キザン・ヒロ事件　

東京高裁　平25.11.13判決　労判1090号68ページ。

厳密には会社解散解雇の事案であるが、整理解雇

の判断手法が用いられている）などは、人員削減

の必要性を否定しており、つまりは、解雇の一方

 �整理解雇の 4要素図表 3

●❶�人員削減の必要性 ①�人員削減しなければ経営が立ち行かない状況にある
②�客観的に高度の経営危機の状況にある
③�①②までではないが、会社の運営上必要である
根拠は、営業状態、資産状況、人件費の動向、新規採用など
の人員動向など

●❷�解雇回避努力義務
の実施

具体的には経費削減、不要資産の売却、役員報酬の削減、残
業規制、一時帰休、賞与カット、昇給停止、外注減少・停止
による雇用確保、新規採用の縮小・停止、配転・出向等によ
る雇用確保、希望退職の募集など

●❸�被解雇者選定の合
理性（人選の合理
性）

選定基準は、状況によって判断されるが、客観性・合理性が
求められる
①�勤続年数、実績などの貢献
②�勤務成績や能力などの評価（例：遅刻、欠勤が多い社員が

優先）
③�雇用形態（例えば、正社員よりもパートタイマーが優先）
④�再就職や家計への打撃（例えば、30歳以下を優先）

●❹�手続きの妥当性
（労働者、労働組
合との丁寧な協議
等）

整理解雇実施前に、労働組合との協議・交渉を尽くしたか、
労働組合がない場合でも社員に整理解雇の必要性とその内容
を十分に説明し、納得を得るための努力をしたか
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で、新規人員を採用する矛盾した経営行動があっ

たり、財務状況が不明瞭であったりするような場

合には、人員削減の必要性が否定されると解され

る。もっとも、整理解雇後ではあるが、新規人員

を僅少名補充していた場合で、その補充の業務上

の必要性等に鑑み、人員削減の必要性を肯定して

いる裁判例（淀川海運事件　東京高裁　平25. 4.25

判決　労経速2177号16ページ）も存するので、例

外を認めないほどの傾向ではない。

　なお、全社では黒字であってもある一部門では

赤字といったような場合、人員削減の必要性は認

められるのか（一部門における必要性も是認され

るのか）が問題になることがあるが、ナショナル・

ウェストミンスター( 3 次仮処分)事件（東京地裁　

平12. 1.21決定　労判782号23ページ）やワキタ(本

訴)事件（大阪地裁　平12.12. 1判決　労判808号77

ページ）等のように、事業の再構築、経営合理化

の観点より、以前よりは、一部門での必要性でも

肯定される傾向が強くなってきている（詳細は、

拙著・前掲書312ページ）。

⑵解雇回避努力義務

　使用者は整理解雇に及ぶ前に、他の手段（配転、

出向、一時帰休、希望退職の募集、賞与カット、

残業抑制等）により解雇回避の努力をする義務を

負うとされている。もっとも、どの程度、内容の

努力を行うべきかは状況（特に人員削減の必要度、

切迫度）に関わるとされている（菅野・前掲書

794〜795ページ）。ここでは、特に代表的なもので

ある配転と希望退職について触れておく。

❶配転の努力について

　使用者としては、労働者の解雇に及ぶ前になる

べく雇用する労働者を社内で活用すべく、まずは

配転による雇用を確保するよう努力すべきとされ

ている。ただ、労働者には職種や職場が特定され

ている場合といない場合とがあり、そこで考え方

が変わってくる。

①職種や職場が特定されている場合

　この場合、労働者を職種・職場を超えて配転が

できない以上、当該職種・職場において人員整理

の必要性が生ずれば、そこに所属する労働者の他

職種・職場への配転の努力の必要性がないのが原

則的な筋論となる（ただし、希望退職の実施等

は別にすべきケースは考えられる）。この考え方

に立つのが角川文化振興財団事件（東京地裁　平

11.11.29決定　労判780号67ページ）である。ただ

し、限定の経緯、度合い（特に、業務、場所の特

化の程度）によっては違った判断もあり得るとこ

ろであり、シンガポール・デベロップメント銀行

(本訴)事件（大阪地裁　平12. 6.23判決　労判786

号16ページ）は、東京と大阪に事業場を持つ企業

が、大阪支店を閉じるに際し、大阪支店の従業員

を東京に配転することを考慮しなくてよいか否か

について、勤務場所の限定は労働者の利益であっ

て使用者の転勤させない利益（転勤させずに解雇

に及んでよい利益）を意味するものではないと判

示していることには注意が必要である（ただし、

同判決も、結論としては、東京支店に人員の空き

がないことを理由に、東京支店への配転をせずと

も解雇回避努力違反にはならないとしている）。

②職種や職場が特定されていない場合

　この場合は、使用者は配転権を用いて、社内に

おいて雇用吸収努力義務を尽くすことが原則とな

る。整理解雇前に配転を行わなかったことが問題

となった裁判例としては、配転等の解雇回避措置

を取り得る状況で当該労働者 1人を解雇しなけれ

ばならないのが疑問として解雇を無効としたマル

マン事件（大阪地裁　平12. 5. 8判決　労判787号

18ページ）等があり、解雇を有効とした例として
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は、会社全体が苦しい状況下では、企業内の一部

署の人員削減の場合でも解雇回避措置の配転の努

力を不要としたCSFBセキュリティーズ・ジャパ

ン・リミテッド事件（東京地裁　平17. 5.26判決　

労判899号61ページ）等がある。

❷希望退職の募集等

　あさひ保育園事件（最高裁一小　昭58.10.27判�

決　労判427号63ページ）は、希望退職募集の措置

を取ることなく解雇 6日前に突如通告した経営上

の理由による解雇を無効としているが、整理解雇

の前の解雇回避努力は、状況により千差万別で

あって、希望退職の募集が必須であるとまではい

えない。しかし、裁判例上は、希望退職措置を取っ

ていなかったこと、退職者への優遇措置が不十分

であったことを解雇無効の理由の一つとしている

ものもあり（前記ワキタ［本訴］事件、日本通信事

件〔東京地裁　平24. 2.29判決　労判1048号45ペー

ジ〕）、法的リスクの減少という見地からは、可能

な限り、希望退職募集の措置は取っておくのが無

難であろう。

　なお、整理解雇の前段階として希望退職を募集

する際には、当該募集によっても人員削減の目標

人員に達しなかった場合には整理解雇に及ぶ旨を

告知しておくべきである。希望退職の募集はもと

もと解雇回避努力の一つである以上、最初から、

整理解雇が後に控えていることを明らかにしてい

ない場合、労働者に対して、十分に解雇以外の選

択肢を与えたことにならない（つまりは、解雇回避

努力として十分ではない）と解されるからである。

⑶被解雇者選定の合理性（人選の合理性）

　整理解雇は、一部の労働者の犠牲（失職）によ

り、使用者の企業としての存続を図るものであり、

その人選は、使用者の恣
し

意
い

的なものであってはな

らない。もっとも、実務上見られる選定の基準は、

年齢、勤続年数、勤務成績、企業貢献度、転職可

能性とさまざまであり、一部相反するものもある

（年齢、勤続年数と転職可能性）。裁判例において

は、特に必須とされている選定基準があるわけで

はなく、当該事案において、客観的、公平な基準

であれば、肯定している傾向が強い（その意味で、

年齢、勤続年数を基準とした場合などは比較的問

題になることが少ない）。

　以下、選定基準が問題となった裁判例で、特に

参考になるものを付言する。まず、労働大学(本

訴)事件（東京地裁　平14.12.17判決　労判846号49

ページ）は、「適格性の有無」という人選基準につ

いて、これのみでは抽象的で客観性を担保できず、

当該基準について、評価の対象期間、項目、方法

など具体的な運用基準を設定して客観的な評価を

なしていないとして、整理解雇を無効としている。

実務上、注意すべき場合として、複数の選定基準

（年齢、勤怠、考課等）を組み合わせる場合がある

が、例えば、日本航空客室乗務員解雇事件（東京

高裁　平26. 6. 3判決　労経速2221号 3 ページ）

は、選定基準を、①休職者基準、②病欠日数・休

職日数基準、③人事考課基準、④年齢基準とし、

①から④の順に適用するとしていた場合について、

恣意性のない客観的基準であるとしている。この

点、横浜商銀信用組合事件（横浜地裁　平19. 5.17

判決　労判945号59ページ）は、年齢、職位、考課

といった複数の要素を選定基準とすること自体は

不当ではないものの、「何を重視し、どのような順

序であてはめたかにつき検討し、評価しなければ

ならない」とし、結論として、同事案での選定基

準は合理性がないとしている。

⑷�手続きの妥当性（労働者、労働組合との丁寧な�

協議等）

　整理解雇には、それに先立ち、労働者、労働組

合との丁寧な協議が必要とされる。もっとも、使

労政時報　第3999号/20. 9.11 67



特集 2

用者としては、誠実に説明・協議を行うことが必

要であるが、常に、了解・合意を得る必要までは

ない。

　この手続きの妥当性は、それこそ事案（人員削

減の危急度・深刻度、労働者側の姿勢の硬軟等）

により、さまざまというほかはないが、特に留意

すべきものとしては、労働組合との解雇について

の事前協議約款が締結されている場合には、まず、

当該労働組合との十分な説明・協議を尽くすとい

う手続きの妥当性のハードルが上がることは否め

ない点である（東京金属ほか 1社［解雇仮処分］事

件　水戸地裁下妻支部　平15. 6.16決定　労判855

号70ページ）。また、整理解雇の協議について、具

体的資料の提供と説明を拒否し、団体交渉も拒否

するようなことがあれば、手続きの妥当性は否定

されることとなるし（タイカン事件　東京地裁　

平15.12.19判決　労判873号73ページ）、逆に、売り

上げの減少や、事業の売却・外注化に伴う業務の

減少等の説明や可能な限り退職金の加算を行う努

力をしているような場合には、手続きの妥当性そ

のものは肯定される（日本アグフア・ゲバルト事

件　東京地裁　平17.10.28判決　労判909号90ペー

ジ。ただし、他の 3要素が否定的評価を受け、結

論として解雇は無効とされている）。

［ 3］実務上の注意点

　上記［ 2 ］で俯瞰した裁判例のとおり、整理解雇

の 4要素といっても、各判断要素は相当に抽象的

であり、それが法的に合理的と認められるか否か

は、容易には予測がつかないことも少なくない。

そのため、実際の整理解雇を行う段階となった事

案ごとに検討するしかないが、実務上の経験から

すると、特に最初に間違えてならないものとして

は、①人員削減の必要性がどの範囲に重点を置い

て問われるか（一部門か、全社か、会社グループ

か。これは、事業の同一性、人的交流の範囲によ

り判断されることが多い）、②解雇回避努力措置に

おいて、労働者の職種・職場の限定の有無をよく

考慮すること、③人選の選定基準について（特

に、複数の基準を併用するとき）、客観的な比重、

順位を明瞭にすることといったところである。ま

た、手続きの妥当性は実は効用があり、これを誠

実に尽くせば（その内容も千差万別で一概には言

えないが）、より具体的な説明資料と意見、質問を

聞く機会の付与は、大抵の場合、プラスに働くと

いうのが実感値である。そもそも、退職合意がで

き、解雇に至らない（つまりは紛争にならない）

という流れも期待できる。その意味で、前記3 雇
用調整の方法の種類において合意退職と整理解雇

とは切り離して考えるべきものではなく、事実的

のみならず法的にも、互いに補完し合う人事措置

であるというのが、実務を重ねた上での筆者の実

感値である（筆者が経験してきたところでも、合

意退職を取るのがうまい人事担当者は、整理解雇

の訴訟の担当者に配属されても、的確な事実適示

をすることが多い）。

［ 1］無期労働契約との違い

　有期労働契約とは、労働契約のうち期間の定め

があるものをいう。形式的論理でいえば、有期労

働契約は、契約で定められた期間が満了すれば、

労使いずれかの一方が拒否すれば更新されないこ

ととなる。しかし、従前より、有期労働契約の契

約期間満了の際に、使用者からの更新拒否（いわ

ゆる雇止め）について制限する多数の裁判例が集

積され、平成24（2012）年の法改正により、労契

法19条に、以下のとおり、有期労働契約における

雇止めについての制限が明記されることとなった。

❶�過去に反復して更新されたことがある有期労働

7 有期契約労働者の�
期間満了による雇止め

労政時報　第3999号/20. 9.1168



実務解説
雇用調整の法的実務

契約であって、その契約期間の満了時に当該契

約を更新せずに終了させることが、期間の定め

のない労働契約を締結している労働者に解雇の

意思表示をして契約を終了させることと社会通

念上同視できると認められる場合、または、当

該労働者が当該有期労働契約の契約期間の満了

時に当該契約の更新を期待することについて合

理的な理由があるものと認められる場合であっ

て、

❷�当該有期労働契約の契約期間が満了するまでの

間に労働者が当該契約の更新の申し込みをした

か、または当該契約期間の満了後遅滞なく有期

労働契約の締結の申し込みをしており、

❸�使用者が当該申し込みを拒絶することが客観的

に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である

と認められないとき、

においては、使用者が、従前の有期労働契約の内

容である労働条件と同一の条件で当該申し込みを

承諾したものとみなされる。

　このため、有期契約労働者の雇止めについても、

使用者としては、無期契約労働者の解雇同様、

軽々に行うことはリスクがあり、相応に、要件（上

記❶）の吟味をした上で行う必要があることとな

る。

　ちなみに、有期契約労働者について、契約期間

中に使用者から契約を終了させようとする場合が

ある（契約期間中の解雇）が、これには、「やむを

得ない事由」があるときにのみ解雇でき（労契法

17条）、無期契約労働者を解雇できる場合（同法16

条）よりも厳格に審査されるとされているので、

注意が必要である。

［ 2］雇止めについての問題例

⑴雇止めを行う際の判断基準

　上述［ 1］の❶のとおり、雇止めは、つまるとこ

ろ、期間の定めのない労働契約の終了と社会通念

上同視できる場合および労働者が契約更新を期待

することに合理的期待がある場合には、「客観的に

合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認

められないとき」にはなし得ないということにな

る（結論としては、無期契約労働者の解雇の場合

と同様にその適法性が審査されることとなる）。

　そこで、有期契約労働者の雇止めについては、

㋐�当該有期契約労働者が期間の定めのない労働契

約の場合と同視できるか、または、契約更新に

合理的期待が認められるか、

㋑�仮に㋐が肯定されるとしたら、雇止めが「客観

的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であ

ると認められない」か、

といった点が問題となる。

⑵�当該有期契約労働者が期間の定めのない労働契

約の場合と同視できるか、または、契約更新に合

理的期待が認められるか

　この点については、労契法19条の母体となった

二つの著名な最高裁判決を理解しておく必要があ

る。一つは、東芝柳町工場事件（最高裁一小　昭

49. 7.22判決　労判206号27ページ）であり、同判

決は「基幹臨時工は、（中略）その従事する仕事の

種類、内容の点においては本工（筆者注：期間の

定めのない労働者）と差異はない」「上告会社と被

上告人らとの間の契約は、 5 回ないし23回にわ

たって更新を重ねたが、（中略）必ずしも契約期間

満了の都度、直ちに新契約締結の手続をとってい

たわけでもない」「以上の事実関係からすれば、

（中略）あたかも期間の定めのない契約と実質的に

異ならない状態で存在していたものといわなけれ

ばなら」ないとした。

　もう一つは、日立メディコ事件（最高裁一小　

昭61.12. 4判決　労判486号 6ページ）であり、「 5

回にわたる契約の更新によって」「工場の臨時員

は、（中略）その雇用関係はある程度の継続が期待
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されていたものであり、（中略）このような労働者

を契約期間満了によって雇止めにするに当たって

は、解雇に関する法理が類推され」るとした。す

なわち、まずは、契約更新回数を重ねて、契約更

新の手続きを怠っているような場合は、実質的に

無期労働契約と異ならないとされるリスクが大き

い。また、それほどの事情はなくとも、ある程度

の契約更新回数を重ねると、契約更新に合理的期

待が認められるようになるリスクが大きくなると

いえる。実務上は、実質的に無期労働契約と異な

らないとされる事案は少なく、ほとんどは、契約

更新の合理的期待が認められるか否かのほうが問

題となる。一般論でいえば、雇止めが問題となる

労働者が従事していた業務が、使用者にとって恒

常的・基幹的なものであるか臨時的なものである

か（前者のほうが合理的期待は認められやすい）、

契約更新回数・年数がどの程度のものか（回数が

多く、年数が多いほど、合理的期待は認められや

すい）、同一事業場における同種の有期契約労働者

の更新の状況（更新される者が多いほど、合理的

期待は認められやすい）などが判断材料となる。

裁判所の判断は、上述の複数の要素を総合勘案し

て、合理的期待の有無を決定するので予測困難な

ことが多いが、筆者の経験でいえば、本稿のテー

マである経営難を原因とする雇用調整のケースで、

経営難が起こらなければ有期労働契約の終了を想

定していなかった場合（つまりは、使用者側も、

大過がなければ、有期契約労働者を継続して活用

する意思があった場合）が多く、そうであれば、

往々にして、合理的期待が認められることが多い

（更新がなかったり、1回だったりするような場合

はともかく）と見受けられる。

　なお、雇止めの 1回前の契約更新において、「今

回は更新するが、次回は更新しない」といった約

定（「不更新条項」と呼ばれる）が設けられること

がある。これは、設けられた際の使用者の有期契

約労働者への説明の不足の程度によっては、有期

契約労働者の合理的期待を消滅させるとは限らな

いが（菅野・前掲書340ページ）、原則としては、

「次回」の契約更新時において、有期契約労働者の

契約更新への合理的期待をなくすか減少させる効

果を有する（本田技研工業事件　東京高裁　平

24. 9.20判決　労経速2162号 3ページ、いすゞ自動

車［雇止め］事件　東京高裁　平27. 3.26判決　労

判1121号52ページ等）。

⑶�有期契約労働者の雇止めにおける「客観的に合

理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認

められないとき」（労契法19条）への該当性

　有期労働契約が実質的に無期労働契約と同視で

きるか、更新への合理的期待が認められる場合、

雇止めは、無期契約労働者の解雇の場合（労契法

16条）と同様に、「客観的に合理的な理由を欠き、

社会通念上相当であると認められないとき」（同法

19条）には無効となる。すなわち、本稿のテーマ

である雇用調整上の解雇となると、無期契約労働

者の解雇の場合と同様、整理解雇の法理に服する

こととなる（比較的最近のものとしては、整理解

雇の法理の類推適用を認める 1審判決の説示を肯

定した日本郵便［苫小牧支店・時給制契約社員B雇

止め］事件〔札幌高裁　平26. 3.13判決　労判1093

号 5ページ〕等）。類推される整理解雇の法理その

ものの内容、留意点については上記6 整理解雇を
参照されたいが、有期契約労働者の雇用調整の場

合の独自の問題として、ほとんどの場合、同一の

使用者内において併存する無期契約労働者との優

先関係等が問題となるので、実務上、参考になる

裁判例を若干挙げておく。

　まず、有期契約労働者を無期契約労働者よりも

優先して雇用調整の対象とすることについては、

これまでの裁判例ではだいたい肯定されてきてい

る（前記日立メディコ事件、三洋電機［パート雇止
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め第一］事件〔大阪地裁　平 3.10.22判決　労判�

595号28ページ〕等）。しかし、整理解雇の法理が

類推される関係で、希望退職の募集等の解雇回避

努力義務を果たすべきであったのにそれをしなかっ

たり（事案として、前記三洋電機［パート雇止め第

一］事件）、被解雇者（雇止め者）の選定基準が恣

意性を含むものであったりするような場合（事案

として、安川電機八幡工場［パート解雇・本訴］事

件　福岡地裁小倉支部　平16. 5.11判決　労判879

号71ページ）は、雇用調整としての雇止めは無効

となる。

［ 3］実務上の留意点

　従前は、「正社員」と「非正規社員」という言葉

に表れていたように、有期労働契約社員の法的保

護は、無期労働契約社員と差があって当然との社

会的理解があったと思われるが、近年、殊に平成

24（2012）年の労契法改正により、有期契約労働

者の雇止めの制限が法文（同法19条）に規定され

た意義は大きい。もとより、有期労働契約はその

契約期間の終期が厳然として存在する契約である

から、それがない無期労働契約との比較では、雇

用調整の優先度が高いのは維持されるとは思われ

るが、とりわけ有期契約労働者の一部を雇用調整

するには、整理解雇の法理がほぼ無期契約労働者

間の整理解雇における場合と同程度に適用される

ものと思われる。

　問題は、無期契約労働者と有期契約労働者の雇

用保護の優先度の射程である。無期契約労働者が

A部門で余剰になったのでB部門に配転するとB

部門で人員が余剰となり、B部門の有期契約労働

者を雇用調整しなくてはならないような事態であ

る。このような、無期契約労働者の雇用吸収努力

による有期契約労働者の雇用調整も、現在の無期

労働契約と有期労働契約の区分からは原則として

は許されるものと解されるが、上記の例でいえば、

使用者としては、B部門で習熟してきた有期契約

労働者こそ優先して雇用したいと考える場合があ

る。こうした、いわば無期契約労働者を先行して

雇用調整したい場合、早期退職優遇、個別の退職

勧奨などがあるが、その背景として、職務給的、

役割給的な賃金制度への移行（場合によっては、

就業規則の不利益変更の問題も出てくる〔労契法

8、10条〕）がなされていれば、被勧奨者の同意が

得やすいという側面はある。

　以上、雇用調整の場面、方法について列記して

きたが、雇用調整（その本丸は整理解雇である）

は、同じ解雇にしても、個人への措置に比較して、

これまで積み重ねられた法理の理解は当然として

も、それを事案に的確に当てはめ人事施策を取り、

かつ、その人事施策が、最初から、一貫性のある

説明ができなければならない点に留意が必要であ

る（最初に大きく方向を間違えると、後に挽回す

るのは、通常の解雇訴訟と比べても、判例法理か

らも紛争当事者間の納得性からも難しい）。その意

味で、作業ボリュームもさることながら、そもそ

も雇用調整の実行前の段階より、視野と一貫性に

留意することが必要である。これを誤って、裁判

で敗訴なり、労働組合の攻勢にあって施策が頓挫

なりした例は決して少なくない。

8 最後に
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