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雇用社会の変容と配置転換法理

桂　すみれ 
（内藤研究会 4 年）
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Ⅰ　序　論

配置転換（以下、配転と称する）とは、自己の企業内において労働者の業務内

容や就業場所を変更することをいう1）。配転をめぐる労働紛争のうち記憶に新し

いものとしては、《オリンパス事件》2）が挙げられよう。同事件高裁判決は、内部

通報を理由とした配転命令はその動機において不当なものであるとして、当該配

転命令の効力を否定した。この判断は最高裁においても認められ、平成24年 6月

28日、労働者側の勝訴が確定した3）。

この《オリンパス事件》は、配転命令そのものの有効性を争点とした裁判例で

ある。一方、配転が労働紛争として裁判所に持ち込まれるようになったばかりの

頃には、このような裁判例はほとんど存在しなかった。多くの場合、不当労働行
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為の成否や解雇の有効性を判断するための前提として配転の効力が判断されるに

すぎなかったのである4）。

では、いつ、如何なるきっかけによって、配転そのものについての本格的な検

討が始まったのであろうか。その背景には、配転をとりまく社会状況の変化が

あった。我が国における配転は当初、大卒ホワイト・カラー労働者を対象とする

人材育成の手段として定期的に実施されていた5）。しかし、昭和30年代の高度経

済成長や昭和40年代の不況といった経済状況の変動によって、配転は機能的側面

と量的側面の双方において変化を遂げる。従来、人材育成を目的とし、昇進・昇

格と結びつくものとして行われていた配転は、企業合理化の手段として、あるい

は雇用調整の手段として幅広く利用されるようになったのである6）。雇用調整の

手段として利用される配転は、労働契約締結時には予想しえなかったものであり、

それゆえに労働者の労働条件及び生活に重大な影響を及ぼすものであった。その

ため雇用調整的配転の拡大は、配転をめぐる労働紛争の増加につながり、配転問

題が労働法上の重要なテーマとして議論されるようになったのである。

このように配転は、我が国の経済状況やそれに伴う雇用社会の移り変わりを反

映し、常にその在り方を変えてきた。本稿において筆者がテーマとするのは、こ

の雇用社会の変容を背景として形成された配転法理についてである。本稿では我

が国における雇用社会の変容と絡めて配転法理の形成・展開過程を概観し、近年

の法状況や実務の動向から、今日求められる配転法理の在り方が如何なるもので

あるのかを検討する。

Ⅱ　配転命令権の根拠と法的性質

1　配転問題の表面化

（ 1） 配転の拡大

かつて配転は、多職能型管理者養成の手段として毎年定期的に行われていた7）。

その対象は主として大卒ホワイト・カラー労働者に限定されており、昇進・昇格

と結びつくものとして捉えられていた8）。これには、我が国の雇用慣行が大きく

関係していたといえよう。

我が国には、終身雇用制度9）と年功制10）という 2つの制度を柱とする伝統的な

雇用慣行が存在していた。かつて我が国では、これらの伝統的雇用慣行のもと企

業経営がなされていた。その仕組みは、新卒一斉定期採用により得た若年労働者
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に定年までの長期雇用を提供し、系統的な教育訓練と人事異動を実施して、その

キャリアを発展させるというものであった11）。このような仕組みにより、「企業

内に閉鎖的な内部労働市場が形成され、雇用の相対的安定が実現する」一方、「労

働力の柔軟な配置・活用を目的とする使用者の事実上の裁量権限が広く容認され

る」こととなる12）。配転は当初、その裁量権行使の一環として、企業内の人材形

成のために用いられていたのである13）。

ところが高度経済成長期を迎えると、技術革新と企業規模拡大による重化学工

業中心の産業構造を実現するために、企業内部における必要労働力の充足を目的

とした配転が行われるようになる14）。その結果、配転の対象はホワイト・カラー

労働者のみならず、ブルー・カラー労働者にまで大幅に拡大された15）。この傾向

は昭和33年頃、技術革新の本格的な開始によって一層顕著なものとなる。スク

ラップ・アンド・ビルド方式がもたらされ、旧事業所から新事業所へ、旧職種か

ら新職種へ、旧技術技能から新技術技能へと、労働者の大量の配転を余儀なくさ

れたためである16）。このような配転の拡大は、労働者の労働条件と生活環境に予

想外かつ重大な変動をもたらすものであり、それゆえ昭和40年代の前後から、配

転をめぐる労働紛争が著しく増加することとなった17）。

（ 2） 配転をめぐる初期の裁判例

配転をめぐる労働紛争の急増は、昭和33年以降に見られた配転の拡大によると

ころが大きいが、配転に関する裁判例はそれ以前にも少なからず存在した18）。し

かし、それらは多くの場合、配転の効力を中心的な争点に据えるものではなかっ

た19）。

たとえば戦後初期には、集団的労使関係の側面から配転問題を検討する裁判例

が見られるが、その大半は、不当労働行為（労組法 7条）の成否について争う事

件の一環として配転を取り上げたものであった20）21）。これは当時、配転を命令す

る権限が使用者専権である経営権の一つとして捉えられていたことを背景として

いる。当時、使用者の人事権行使に関する問題は、人事権を制約する労働協約人

事条項に焦点をあてて検討され、補完的に、組合活動を阻害する配転命令と不当

労働行為の成否との関係が取り上げられていたのである22）。しかし、このような

手法では一般労働者や少数派組合員の救済は困難であった。これに加え、上述の

技術革新によって配転が拡大したことを受けて、個別的労使関係における配転問

題の検討が必要とされるようになったのである。
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個別的労使関係における配転の効力について判断がなされた初期の裁判例とし

ては、昭和33年の《夕刊フクニチ事件》23）が挙げられる。当該事件は、労働者に

対して行われた人事部への配置転換は、当該労働者を非組合員化することによっ

て労働協約の適用を排除し、解雇を容易にすることを目的としたものであり、人

事権の濫用であるから無効であるとしたものである。しかし当該事件においても、

中心的な争点となったのは解雇の効力であり、配転についてはその前提となる問

題として検討されるにすぎなかった24）。

このように、初期の裁判例においては、配転命令自体が問題とされることは少

なく、実務において配転命令権の根拠や法的性質について十分な検討がなされる

ことはほとんどなかったといえよう25）。しかし、昭和30年代中頃に入ると、大量

配転の実施に伴い、配転の当否に関する判断をなした裁判例が目立つようにな

る26）。中でも学界に大きな影響を与えたのが、昭和34年の《和歌山パイル織物事

件》27）である。

当該事件は配転に関するそれまでの裁判例同様、解雇の効力を争うものであっ

た。しかしその判旨の中で、配転命令権の限界について以下のような見解を示し、

理論形成を試みたのである。まず「配置転換は、組合活動などを理由とする特段

の不利益待遇とみとめられない限り、たとえ工場外におけるその労働者の生活に

多少の不便不利益がともなつても、それは業務運営上、また人事管理上の措置と

して、使用者の専権裁量に属するものである」として、配転に関する使用者の自

由裁量を認めている。そのうえで、しかし「労働者の日常生活に影響を及ぼす賃

金の相当な減収、もしくは特に技術者乃至熟練工においては、その過去の経歴に

てらして、将来にわたる技術的な能力、経歴の維持乃至発展を著しく阻害する恐

れのあるような職種乃至職場の転換は、当該労働者の同意あるいは……客観的に

みとめられる企業維持のための純粋に経済的、技術的必要性がなければなし得な

い」とし、「かかる限界をこえた職場転換は、使用者の裁量権である配置転換を

逸脱して、継続的な債権関係としての労働契約の約定を一方的に変更する契約違

反と目すべき」であると判示したのである。

このような実務の傾向を受け、学界においても、配転命令権は如何なる法的根

拠に基づくのか、また、その権限の限界はどこに求められるべきであるかという

法理論的関心が高まり始めた28）。
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2　配転命令権の根拠と法的性質論

（ 1） 包括的合意説の提起

《和歌山パイル織物事件》で示された理論を土台として、学界でも使用者の配

転命令権について本格的に検討が加えられるようになった。その中で最初に提起

されたのが、包括的合意説29）である。同説は、労働契約によって使用者に委ね

られた包括的な労働力処分権を根拠として、使用者が配転命令権を有することを

肯定したものであった。同説では、使用者がこの権限に基づき、一方的な意思表

示によって労働の場所・種類・態様を決定・変更できることから、使用者の配転

命令は一種の形成行為であるとされる。ただし、契約によって労働の場所・種類・

態様について特段の合意がなされている場合は、配転命令は契約変更の申入れに

すぎず、労働者の同意がなければ効力は生じないとした。

この見解は一見、配転命令は労働契約上の指揮命令権の発動であるため、専ら

使用者の自由裁量に属するものであり、その当否や効力の有無を民事裁判におい

て争うことはできないと主張するかのようである30）。しかし実際の狙いは、配転

命令を形成行為として捉えることによって、配転命令は事実行為にすぎないから

効力の有無を論ずる余地はないという主張を封じる31）とともに、権利濫用の法

理をもって不当な配置転換を抑える32）ことにあったと考えられる。

この点をふまえると、包括的合意説は、労働の場所・種類・態様が使用者の裁

量によって決められ、個々の労働者はもとより、労働組合もほとんどそれに介入

しえていないという我が国の労使関係の実態に即応したものであったといえよ

う33）。そのためか、同説は実務にも広く受け入れられ、昭和30年代後半から昭和

40年代にかけて、多くの裁判例において採用された34）。

しかし同説は、理論的に次のような批判を受けざるをえないものであった。ま

ず、労働契約の締結時に契約内容を変更する権限が使用者に白紙委任的に与えら

れているというのは、近代的労働契約法の根本原則にそぐわないという批判であ

る35）。また、労務提供の具体的な細目決定は使用者の自由裁量に委ねられている

としながら、一度決定したものの変更は形成行為であるとするのは明らかに矛盾

しているとの指摘も寄せられた36）。

（ 2） 契約説の提起

包括的合意説がこのような理論的問題を抱える中、新たに提起されたのが特約
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説及び労働契約説である。

特約説37）は、労働の場所・種類・態様の決定及び変更の権能を使用者に委ね

る旨の合意がなされた場合に限り、使用者の配転命令権を認めるとする見解であ

る38）。同説は、配転命令権の範囲を逸脱するということは労使の合意に反するこ

とであるから、有効無効の問題は起こりえないとする39）。ただし、契約内容変更

について労使の合意が成立しないときは、使用者には解雇の自由があることを認

めたうえで、使用者からの配転の提案が合理性に乏しい場合には解雇権の濫用に

なると主張し、権利濫用法理による制約も試みている40）。

特約説に次いで提起された労働契約説41）は、配置転換の法的性質はそれが労

働契約の範囲内外のどちらにおいて行われるかによって異なるとする見解である。

同説はまず、労働契約の範囲内において行われる配転命令権の行使は契約の履行

にすぎず、事実行為であるから有効無効を論じる余地はないとする。ただし、配

転命令権の行使が事実上の措置であるとはいえ、「権利の濫用が許されないこと

はいうまでもないから、労働契約の範囲内においても配置転換が許されないこと

があるのは当然である」として権利濫用法理による規制を認めている。続いて、

契約の範囲外の業務・場所への配転は、たとえ業務命令と称していても実質的に

は契約変更の申入れに他ならず、労働者の合意がない限り契約を変更せしめるも

のではないため、やはり有効無効の問題は生じないとする。

特約説と労働契約説は、以下の点において異なる見解を示している。すなわち、

特約説は、使用者が労働契約の締結に際して一方的な配転命令権を得ることを基

本的には認めないとしたうえで、労使双方の合意があった場合に限り配転命令権

が認められると説く42）。これに対し、労働契約説は、配転命令権の存否そのもの

を当該労働契約の解釈によって確定しようとし、同権限の存在が肯定される場合

においてのみ、その濫用の成否を問題にする43）。

ただし、特約説の中には、労働契約の締結に際して「合理的範囲で配転権を認

めることが黙示合意されている」44）と捉える見解も存在する。このことをふまえ

ると、実質的には労働契約説とほとんど差異がないものと考えられる45）。そのた

め、以下では特約説と労働契約説をまとめて契約説と称する。

実務においては、多くの裁判例が包括的合意説を採用する中で、昭和42年に初

めて契約説を採用する裁判例が現れた。《日野自動車事件》46）である。同事件の

地裁判決は、使用者の配転命令は労働契約に定められた範囲内でのみ効力を有し、

当該範囲を超えた労働の種類・場所への配転命令は労働者の明示もしくは黙示の
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同意がなければ効力を生じえないという契約説の立場を採用したものであった47）。

（ 3） 両説の相違点と共通点

昭和30年代の高度経済成長を受けて、配転をめぐる労働紛争が増加したことに

伴い、学界では使用者の配転命令権の根拠及び法的性質について検討が加えられ

るようになった。そこでは、包括的合意説と契約説との対立を機軸として議論が

展開された48）。

包括的合意説は、配転命令権の根拠を労働契約により使用者に委ねられた包括

的な労働力処分権に求め、当該権利の行使を形成行為であるとする立場をとった。

一方、契約説は、配転命令権の根拠を労使間の合意（労働契約）に求め、当該権

利の行使を事実行為であるとする立場をとった。これらの見解は一見対立的なも

のであるように思われるが、両説間に実質的な差はないとの指摘もかねてよりな

されていた49）。たしかに、以下のような点をふまえると、両説のいずれをとった

としても、結論には大きな差異が生じないことがわかるであろう。

まず、包括的合意説を個別的な事案に適用する際には、労働の種類・態様・場

所について特段の合意があったか否かという点が問題となるが、この判断は、明

示または黙示の合意ないし経営慣行に基づき具体的な労働の種類・態様・場所が

労働契約の内容となっているか否かによって決せられる50）。すなわち、特段の合

意の判断は、契約説において配転命令権の有無を判断する場合と同様に、労働契

約内容の解釈によって行われるのである51）。また、契約説においては、如何なる

労働の種類・態様・場所が契約内容となっているかが明示されていない場合、そ

れらは労働協約や就業規則、あるいは慣行などによって明示的ないし黙示的に定

まり、さらに、契約の履行過程における経験、職歴、訓練の内容などを考慮して

決せられると考えられる52）。言い換えれば、契約説は、就業規則・労働協約に見

られる包括的な配転条項が配転命令権の根拠になりうると解しているのである53）。

これらのことからわかるように、個別的な事案においては、いずれの説をとった

としても労働契約内容の解釈がなされなければならず、配転命令権の範囲の広狭

に明確な差が現れるとは考えにくい54）。

さらに、権利濫用法理による規制を否定していないという点においては、両説

は共通しているとさえいえる55）。また、後年には両説を、原則・例外の差はある

もののともに使用者の配転命令権を一定の範囲で肯定したものとして分類する見

解も現れた56）。
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このように、いずれの説をとっても結論に大きな差は生じないと考えられる両

説であるが、訴訟に耐えうる配転命令権の法律構成が提示され、配転命令の効力

に関する本格的検討がなされたことには、大きな意義があったと考えられよう57）。

Ⅲ　配転命令権濫用の判断枠組み

1　雇用社会の変容と配転

昭和50年代に入ると、実務・学界ともに、その関心は配転命令権の存否から、

配転命令権の行使が濫用にあたるか否かという点へと移行する58）。その背景には、

昭和40年代後半の不況がもたらした経済状況や雇用慣行の変容があると考えられ

る。

昭和30年代から40年代半ばにかけての高度経済成長から一転、昭和48年及び昭

和54年に起きた 2度の石油危機は、我が国に不況と低成長経済をもたらした。こ

の経済成長の減速に耐えうる企業体質の構築をめざして推進されたのが減量経営

である59）。減量の対象には人材も含まれており、残業の削減、新規採用の抑制、

季節工・パートなどの解雇、希望退職の募集など、様々な方法で雇用調整が行わ

れるようになった60）。また労働力の量的削減のみならず、労働能率の向上による

人件費の削減も目指されるようになり、ME化を機軸とする先端技術革新とそれ

に基づく合理化が強力に推し進められることとなった61）。このような傾向は、労

働内容の変化、新職種の出現や産業構造の変化を伴いながら進行する62）。

雇用調整の必要性が高まる一方で、昭和50年代中頃、高齢化の進展による定年

延長要求を背景として、終身雇用制度の保持が求められるようになる63）。しかし、

ここでいう終身雇用制度は、従来とはその意味合いを異にするものであった。従

来、終身雇用制度は「新規学卒者を正規従業員として採用し、特別の事情がない

限り、定年まで雇用する」制度であると理解されてきた64）。これに対し、日本経

営者団体連盟は1979年『労働力高齢化問題について』の中で、我が国における終

身雇用の慣行を企業間配転や選択的定年制、再就職あっせん等の補完措置を含む

概念として捉え直す必要性があることを指摘した。当時の終身雇用慣行は、非正

規労働者の拡大や選択定年制による退職時期の流動化、中高年労働者の雇用調整

による修正を受けて、従来よりも広い概念として捉えられるようになっていたの

である65）。

上述のような経済状況及び雇用慣行の変容により、配転の目的・機能は多様化
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した。すなわち、雇用調整及び企業合理化の要請に応じて、弾力的で効率的な雇

用システムの一環としての配転が増加する一方で、雇用慣行の変容に伴い、従来

の終身雇用制度と強く結びつく教育・昇格的配転は減少していったのである66）。

こうして、配転に期待される機能は、処遇対策・能力開発・人材育成という従来

の機能から、雇用調整策としての機能に重点を移すことになった67）。

配転はその目的・機能の多様化に伴い、高度経済成長期よりも一層頻繁かつ大

量に実施されるようになる。その常態化が労働者の家庭生活にもたらす影響は深

刻なものであった68）。中でも単身赴任は、労働者本人の労働と生活のみならず、

その家族の生活や夫婦・親子の関係に対しても重大な影響を及ぼすものとして問

題視されていた69）。単身赴任は、配偶者を有する労働者の配転に伴って起こる問

題である。企業や官公庁では従来、配転命令に際して家族帯同で転勤をすること

が一般的であった70）。しかし、昭和50年代後半から単身赴任者の増加傾向が見ら

れるようになり、昭和61年には家族持ち転勤者の 3人に 1人が単身赴任者である

とまで言われており、深刻な社会問題となっていたのである71）72）。

2　裁判例の展開

（ 1） 下級審裁判例の展開

前節で述べた通り、昭和40年代後半、経済状況・雇用慣行の変化に伴い大量化

した配転は、単身赴任の増加等、深刻な影響を労働者にもたらした。では、この

頃に起きた配転をめぐる労働紛争に対して、裁判所はどのような判断をなしたの

であろうか。

配転をめぐる労働紛争が裁判実務に多く現れ始めた昭和40年代には、裁判所の

態度は比較的厳しいものであった73）。具体的には、職務内容・勤務場所の特定は

労働契約によってなされるものであり、労働者の合意を伴わない配転命令は使用

者の権限外であると判断したり、配転命令そのものや配転命令拒否を理由とする

解雇権の行使を、使用者の権利濫用であるとして無効にしたりといったアプロー

チをとる事例が目立って見られた時期であるといえよう74）。

これに対し昭和50年代になると、不況による雇用不安と配転の大量化・多様化

という様相を反映してか、使用者の配転命令権の存在を大幅に是認したうえで、

権利濫用法理の適用判断に重点を置く事例が増加する75）76）。そのうえ、この権利

濫用法理による規制という点でも、消極的な姿勢をとる裁判例が多く見られた77）。

当時の裁判例の多くは、配転に関する業務上の必要性と労働者の不利益の程度を
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比較衡量する際、前者に重きを置いて判断を行っていたのである78）。これに関し

ては、「不況下、人員整理や希望退職に代わる雇用調整策としてなされる配転く

らいには労働者も応ずるべきだという意識が裁判所にかなり強く作用」していた

のではないかとの指摘もある79）。このような傾向が目立つようになった昭和50年

代以降、配転をめぐる裁判における労働者側の勝訴率は、それ以前に比べ大幅に

減少した80）。また、勝訴したものについても、不当労働行為を理由にしたものが

多く、配転命令権濫用の主張自体は認められにくい状況になっていたことがわか

る81）。

こうした裁判例の展開の中で現れたのが、労働契約論から出発して使用者の包

括的配転命令権を容認するという手法である82）。《小野田化学工業事件》83）はその

代表的事例であるといえよう。同事件は、地元採用の勤続15年に及ぶ労働者の遠

隔地配転について、配転命令権の濫用が主張された事例である。判決は、労働契

約を根拠に使用者の配転命令権を認めたうえで、「労働者の生活関係を根底から

覆す等の特段の事情」が存在しない限り、配転命令は権利濫用になりえないとし

て労働者を敗訴させた。

このような裁判例においては、契約説の示した見解、すなわち労使の合意を根

拠として使用者の配転命令権の範囲を限定するという契約法理が用いられている。

しかし、その法理が却って、使用者の広範な配転命令権を容認することにつな

がっていたのである84）。これを受けて学界では、従来契約説の立場をとっていた

論者自らによって、包括的合意説の方が柔軟な判断枠組みを与えるのではないか

という見解が示された85）。しかし、以降の裁判例においても、使用者の配転命令

権が広く認められる姿勢は維持されることとなる。

（ 2）　《東亜ペイント事件》最高裁判決

以上に見てきたように、昭和50年代には、経済状況・雇用慣行の変化を背景に、

使用者による雇用調整的な配転が大幅に是認される傾向が強く現れ、契約法理や

権利濫用法理による規制も限定的な範囲でしかなされなくなっていた86）。このよ

うな裁判例の展開の集大成といえるのが、昭和61年 7月14日に出された《東亜ペ

イント事件》最高裁判決87）である。

同事件は、神戸営業所に営業担当として勤務していた労働者が、名古屋営業所

への配転命令を拒否したところ、当該配転命令拒否を理由に懲戒解雇されたとい

う事例である。本件配転命令に至る前に、使用者は広島営業所に生じた欠員を補
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うため、当該労働者に対して神戸営業所から広島営業所への転勤を内示していた。

しかし当時、当該労働者は71歳の母親と共働きの妻、そして 2歳の長女とともに

大阪にある母親名義の住居で生活をしており、転居を伴う配転には応じられない

としてこれを拒否した。これを受けて使用者は、広島営業所へは名古屋営業所勤

務の訴外従業員を転勤させることを決めた。この訴外従業員の後任を補充するた

めになされたのが本件配転命令である。しかし、当該労働者はこれをも拒否し、

名古屋営業所へ赴任しなかった。これを受けて使用者は、本件配転命令拒否が同

社の就業規則68条 6項「職務上の指示命令に不当に反抗し又は職場の秩序を紊し

たり、若しくは紊そうとしたとき」に該当するとして、当該労働者を懲戒解雇し

たのである。第一審88）及び控訴審89）は、本件配転命令が権利の濫用にあたると

してその効力を否定し、本件懲戒解雇は無効であると判示した。これに対し、使

用者が上告したのが本件である。

最高裁判決は原判決を破棄し、原審に差し戻した。そこで示された見解は以下

の通りである。まず本判決は、労働協約及び就業規則に使用者の配転命令を認め

る旨の条項があること、現に企業内において従業員の転勤が頻繁に行われている

こと、そして採用の際に勤務地を限定する合意がなされていなかったことなどか

ら、使用者の配転命令権を認めている。そのうえで、使用者の配転命令は、①当

該配転命令につき業務上の必要性が存しない場合、または、業務上の必要性が存

する場合であっても②他の不当な動機・目的をもってなされたものである場合や

③労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである

といった特段の事情が存する場合には、権利の濫用として無効になるという判断

枠組みを示した。ただし①については、「当該転勤先への異動が余人をもっては

容易に替え難いといった高度の必要性に限定することは相当ではな」いとし、「労

働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運

営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必

要性の存在を肯定すべきである」とした。

この判断枠組みを用いて、最高裁は本件配転について、①後任者を補充すると

いう業務上の必要性が存し、②他の不当な動機・目的は認められず、③たとえ転

勤に伴い家族と離れて単身赴任を強いられるとしても、その家庭生活上の不利益

は通常甘受すべき程度のものというべきであるから、配転命令権の濫用にはあた

らないと判示した。

上記の判断は、本判決が配転に関する最初の最高裁判決であり、また、当時労
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働者の家庭生活に深刻な影響を与えていた単身赴任を扱った事例であったためか、

大きな反響を呼んだ。学界では、「従来の判例の傾向を確認したもの」90）であり、

本判決によって配転命令権の根拠及び法的性質に対する裁判例の考え方の「基本

的方向が定まった」91）とする比較的肯定的な見解もあれば、本判決の判旨を批判

する見解もあった。たとえば、本件において使用者が配転命令権を有することに

異論はないものの「就業規則や労働協約の規定、とりわけ労働契約の解釈を通じ

て使用者の転勤命令権の存否・限界を画する、という作業を重視せず、安易に使

用者の転勤命令権を肯定してしまい、事件の解決をもっぱら権利濫用法理の適用

にまかせてしまう、という基本的立場に立ったうえで、本件判旨を展開したので

あれば、いささか問題であろう」とする見解である92）。本件判旨は、配転命令権

の法的性質について言及を避けており、明確な理由づけを示すことのないまま、

包括的な配転命令権を是認している。これはたしかに従来の下級審裁判例にみら

れる傾向と合致するものであるが、一方で「課題を未解決のまま先送りした」と

いう見方もできるとし、批判がなされた93）。また、配転命令権濫用の判断枠組み

について、業務上の必要性が広く認められるのに対し、それに対抗されるべき労

働者側の不利益が限られた範囲でしか考慮されないことを問題視する見解もあっ

た94）。すなわち、本判決の判旨は業務上の必要性について、「余人をもっては容

易に替え難いといった高度の必要性」に限定されるべきではなく、「労働力の適

正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑

化など企業の合理的運営に寄与する点」が認められる限り肯定されるべきである

とする。一方、労働者側に生じる不利益は、それが「通常甘受すべき程度を著し

く超える」場合に限って考慮されるにすぎないのである。また、ここでいう「通

常甘受すべき程度」が一体如何なる程度を指し、これを「著しく超える」とはど

のような場合に認められるのかも重要な問題として挙げられる95）。判旨は、「名

古屋営業所への転勤が被上告人に与える家庭生活上の不利益は、転勤に伴い通常

甘受すべき程度のものというべきである」としている。すなわち、転勤により強

いられる家族との別居が「通常甘受すべき程度」の不利益であることを認めなが

らも、それが著しい不利益ではないとしているのである。しかし、前述したよう

に、単身赴任は労働者本人のみならず、その家族の生活にまで影響を及ぼすもの

であり、それを「通常甘受すべき程度」として解した本件判旨の判断は労働者に

とって不当に厳格すぎるといえよう96）。
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（ 3）　《東亜ペイント事件》以降の裁判例

《東亜ペイント事件》最高裁判決において示された配転命令権濫用の判断枠組

みは、学界からの批判を受けながらも、以後多数の裁判例に踏襲されることと

なった。その一つとして、平成11年 9月17日の《帝国臓器製薬（単身赴任）事件》

最高裁判決97）が挙げられよう。本件は東京勤務の労働者が名古屋営業所への転

勤を命じられた事案である。当該労働者は、共働きの妻の勤続意思や子育ての必

要から一度はこれに不満を示すも、異議を留めて名古屋へ赴任した。その結果、

妻の過負担を避けるため、金曜の夜に川崎の自宅に帰宅し、土日を育児と家事の

手伝いに充て、月曜早朝に名古屋に出勤するという二重生活を余儀なくされたの

である。このような別居生活を 6年間にわたって強いられたことによる経済的・

精神的負担は大きく、当該労働者とその家族は使用者を相手取り損害賠償を請求

した。

第一審98）は、労働契約書及び就業規則等の内容に基づき、使用者の配転命令

権を認めたうえで、前掲《東亜ペイント事件》の判断枠組みを用いて以下のよう

に判示している。まず①業務上の必要性について、本件転勤命令は、被告会社に

おいて人材育成に有用なものとして長年実施されてきたローテーション人事施策

の一環であり、業務の必要性があるとした。③当該労働者の被る不利益について

は、転勤先が東京から新幹線で 2時間の名古屋という比較的便利な場所にあるこ

とから、「これによって通常受ける経済的・社会的・精神的不利益は甘受すべき」

であると判断した。また、被告会社は、当該労働者に対し別居手当の支給等、社

会通念上求められる一応の措置をとっており、その配慮に欠けるところがあると

はいえない。これらのことから、業務の必要性の程度に比べ、当該労働者の受け

る経済的・社会的・精神的不利益が「社会通念上甘受すべき程度を著しく超える

ものと認めることはできない」といえ、当該労働者には「本件転勤命令を拒否す

る正当な理由があるということはできない」と判示した。

控訴審99）判決は、上記の内容に若干の修正を加えながらも、その判断を支持

し控訴を棄却した。これを受けて当該労働者らは上告をするも、本件最高裁判決

は第一審及び控訴審と同様、《東亜ペイント事件》の判断枠組みに基づいて以下

のように判示し、原審を維持した。すなわち、労働者に対し東京営業所から名古

屋営業所への転勤を命じた本件配転令は、「業務上の必要性に基づくものであっ

て、不当な動機、目的をもってされたものではなく」、当該労働者らの被る「経

済的、社会的、精神的不利益が社会通念上甘受すべき程度を著しく超えるものと
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いうことはできない」ため、本件配転命令は違法なものとはいえず、これをもっ

て債務不履行又は不法行為にあたるとはいえないとしたのである。

このように、《東亜ペイント事件》の判断枠組みを用いて使用者の配転命令権

濫用を否定した最高裁判例は他にも存在する。平成12年 1月28日の《ケンウッド

事件》最高裁判決100）である。本件は、東京都目黒区にある技術開発本部技術開

発部企画室（以下、企画室と称する）において庶務の仕事に従事する女性労働者に

対し、八王子事業所内にある製造ラインへの異動命令が出された事案である。八

王子事業所においては当時、生産の需要見通しが大幅に増加したことにより増員

が必要とされていた。当初は同事業所内での異動により対処していたが、それだ

けでは不足を補うことが困難であったうえ、増員したうち 2名が退職をすること

となったため、早急に人員補充を行う必要が生じた。そこで、一定の人選基準に

基づき Xを選定したのである。

一方 Xは、本件配転命令発令時、東京都品川区に夫と 3歳の長男の 3人で生

活しており、平日は長男を保育園に預けて勤務していた。青葉台の勤務場所まで

の通勤時間は50分であったが、本件配転命令に従うと通勤時間は 1時間43分を要

することとなり、従来通りの保育を行うことは困難となる。そのため Xは家庭

生活が破壊されるなどの理由から当該命令を拒否し、長期にわたり出勤をしな

かった。使用者 Yは出勤拒否が経営秩序の侵害にあたるとして、Xに 1か月の停

職処分を下したが、それ以降も Xが出勤拒否を継続したために、懲戒処分を行っ

た。Xは当該懲戒処分の有効性を争い提訴するも、第一審101）及び控訴審102）は、

本件配転命令は権利濫用にあたらないとして懲戒解雇の有効性を認めた。そのた

め Xは上告し、本件最高裁判決に至ったのである。

同判決は《帝国臓器製薬（単身赴任）事件》と同様、《東亜ペイント事件》の判

断枠組みを用いて以下のように判示している。まず、業務上の必要性については

「退職予定の従業員の補充を早急に行う必要」があり、一定の人選基準に基づき

Xを選定した上で本件異動命令が発令されたのであるから、「本件異動命令には

業務上の必要性があ」るとしており、同時に「これが不当な動機・目的をもって

されたものとはいえない」と判断している。続いて、Xに及ぶ不利益については、

「必ずしも小さくはないが、なお通常甘受すべき程度を著しく超えるとまではい

えない」としており、本件配転命令は権利濫用にあたるとはいえないという原審

の判決を維持した。

このように、《東亜ペイント事件》最高裁判決以降の裁判例を見る限り、配転
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命令の「業務上の必要性」が広く認められていることはもちろん、「通常甘受す

べき労働者に及ぼされる不利益の程度を著しく超える不利益」があることを理由

として配転命令権の行使が権利濫用と認められるケースは極めて少なかった103）。

これに対し、《損害保険リサーチ事件》104）や《北海道コカ・コーラボトリング事

件》105）は、「通受甘受すべき労働者に及ぼされる不利益の程度を著しく超える不

利益」の存在が認められ、配転命令権濫用が認められた数少ない事例として挙げ

ることができよう。前者は神経症により 1年 3か月休職したのち、復職を申し出

た労働者に対し、旭川から東京への配転命令がなされた事案である。一方後者は、

長女は躁うつ病の疑いにより同一病院で経過観察することが望ましく、次女は脳

炎の後遺症により精神運動発達遅延の状態にあり、さらに隣接地に居住する両親

はいずれも体調不良であるという状況に置かれた労働者に対して、帯広工場から

札幌本社工場への配転命令がなされた事案である。これらの事案に見られるよう

に、本人あるいは家族の病気といった労働者に極めて深刻な影響を及ぼす場合で

ない限り、配転命令権濫用法理により使用者の配転命令権を規制することは困難

なものとなっていた106）。

《東亜ペイント事件》最高裁判決において示された配転命令権濫用の判断枠組

みは、不況による雇用調整の要請を背景として蓄積されてきた裁判例の集積であ

るが、それゆえに、その内容は労働者にとっていささか厳しすぎるものであった

といえよう。

Ⅳ　配転命令権濫用論の再検討

1　私生活中心主義への移行

前述の通り、《東亜ペイント事件》最高裁判決において示された配転命令権濫

用の判断枠組みは、以後の裁判例にも受け継がれていった。しかし、労働者の不

利益が極めて限定的にしか考慮されないその判断基準に対しては、修正・見直し

を求める声も少なくはなかった107）。その背景として、私生活中心主義への移行

が指摘される。

昭和50年代以降、終身雇用を初めとする伝統的雇用慣行が変容していったこと

は先に述べた通りであるが、その要因の一つとして挙げられるのが労働者の意識

の変化である。高度経済成長以降、所得水準の向上や生活形態の変化に伴い、労

働者の意識や行動形態に私生活中心主義の傾向が拡大してきた108）。このような
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意識の拡大は、終身雇用制度と強く結びつく企業への帰属意識や共同体意識を弱

める要因となるものであり、「企業への安定埋没の中に雇用と生活の保障を見出

そうとした日本の労働者像」109）は大きく変容したと見ることができよう110）。

このような意識の変化を背景に、1990年代には長期雇用、年功序列型賃金を中

心とした日本的雇用慣行の見直しが進められ、2000年頃より、育児・介護など労

働者の私生活を尊重する視点が重視されるようになった111）。この傾向は、男女

共同参画社会基本法の施行（平成 8年 6月23日）や、育児介護休業法の改正（平成

13年11月16日）等にも見られるものである。

これに伴い人事管理制度の変容も急速に進み、複線型人事管理制度112）や転勤

一時免除制度、社内人材公募制度など、人事配置に際して労働者の意向を尊重す

る制度が広がった113）。この動きは、平成19年から平成22年頃にかけて一層加速し、

改正男女雇用機会均等法の施行（平成19年 4月 1日）やワーク・ライフ・バラン

ス憲章の策定（平成19年12月18日）、労働契約法の施行（平成20年 3月 1日）などの

新たな法状況が生み出されるに至った114）。

中でも、配転の在り方に大きな影響を与えたのは、少子化対策と関連して、

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）115）の実現が国の重要な政策課題

として浮上してきたことである116）。「勤労者が仕事と生活のどちらか一方のみで

はなく、ともに充実感を持てるように双方の調和を図る」117）という意味のワー

ク・ライフ・バランスは、労働者が自らの私生活だけでなく、その仕事の在り方

の決定にも関与していくことを要請するものである118）。上述したような配転を

とりまく法状況の変化を、広い意味でのワーク・ライフ・バランスの浸透と捉え

れば、現代の配転理論に求められるのは、企業の論理を抑制して労働者生活の論

理を重視することであるといえよう119）。これを前提として、2007年以降には、《東

亜ペイント事件》が示した判断枠組み及びそれを踏襲する裁判例に対して以下の

ような指摘が加えられた。

まず、使用者に広範な裁量権を認め、その配転命令権を肯定する従来の見解が

妥当といえるのかという指摘である120）。転勤は、家族帯同の場合であれ単身赴

任の場合であれ、労働者に極めて大きな不利益を強いるものである。そのため、

それを命じるには、企業の側に十分な業務上の必要性がなくてはならない。しか

し現在採用されている判断枠組みは、「高度の必要性に限定することは相当でな」

いとして、業務上の必要性を広く認めるものである121）。これは、労働条件の労

使対等決定原則（労基法 2条 1項）に適合しないものであるといえよう122）。
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続いて、労働者のプライバシーの問題が指摘されている。従来の裁判例を見る

限り、配転命令権濫用の判断枠組みでいうところの「通常甘受すべき程度を著し

く超える不利益」が認められるためには、労働者は自分や家族のプライベートな

生活状況を裁判において克明に明らかにしなければならない123）。しかし、開示

が求められる事情の多くは、家族の深刻な病気など通常秘匿しておきたい事柄に

関わるものであると考えられる124）。これを開示しないことによる労働者の不利

益は、多くの場合、業務命令違反を理由とする懲戒処分であり、不合理なほど甚

大である125）。

このように、《東亜ペイント事件》以降踏襲されてきた配転命令権濫用の判断

枠組みは、ワーク・ライフ・バランスという時代の要請に加え、労働条件の労使

対等決定原則、労働者のプライバシー保護といった観点からしても重大な問題を

はらんでおり126）、再検討を要するものであった。

2　近年の裁判例の動向

配転をとりまく法状況の変化と、それに伴い求められる現代の配転理論の在り

方については前節で述べた通りである。では、このような状況を背景として現れ

た近年の裁判例には、どのような傾向が見られるのであろうか。

まず、業務上の必要性について特徴的な判断が見られる裁判例として、平成20

年に出された 2つの高裁判決を取り上げる。《NTT東日本（首都圏配転）事件》127）

と《NTT東日本（東京配転）事件》128）である。すでに述べたように、《東亜ペイ

ント事件》最高裁判決において示された判断枠組みは、配転命令についての業務

上の必要性を広く肯定するものであった。しかし、上に挙げた 2つの高裁判決は、

《東亜ペイント事件》の判断枠組みに加え、以下のような判断を新たに付加して

いる。

まず前者の高裁判決は「配転命令の業務上の必要を判断する場合に何が企業の

合理的運営に寄与するかは、配転命令が個々の事情に基づいて行われる場合と、

本件のように労使が協議して策定した枠組みの中で全社的事情に基づいて大量の

配置転換命令を同時に行う場合とでは自ずと相違があるものといえる」とした。

そして後者の高裁判決は「労働力配置の効率化及び企業運営の円滑化等の見地か

らやむを得ない措置といえるか否か」により当該業務上の必要性を判断すべきで

あるとした。これら 2つの高裁判決に見られる考え方は、定期的に行われる人材

育成手段としての配転と雇用調整手段としての大量配転とを区別して、後者にお
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ける業務上の必要性の存在をますます広く肯定していこうとするものといえ

る129）。そうであるとすれば、雇用調整的配転については、ほとんどの場合にお

いて業務上の必要性の存在が肯定されることとなろう。

一方で、《NTT東日本（北海道配転）事件》判決130）は、今後、配転命令権濫用

の判断枠組みを再検討するうえでの手がかりとなる方法を示している131）。業務

上の必要性を個々の労働者ごとに判断するという方法である。同事件は第一審・

控訴審の双方が《東亜ペイント事件》で示された判断枠組みを用いながらも、「業

務上の必要性をめぐる事情は、控訴人らごとに異なる」として、原告 5名それぞ

れについて配転先の業務内容を詳細に検討している132）。このような方法は《ノー

ス・ウエスト航空（FA配転）事件》133）の東京高裁判決にも見られる。同判決は、

業績悪化を理由とする配転の一般的な必要性を肯定しながらも、 5名の労働者そ

れぞれにつき業務上の必要性を判断している134）。このような手法によれば、業

務上の必要性を広く認め、労働者に不利益を甘受させる結果となりがちな現在の

判断枠組みが、相当程度修正されるのではないかと期待される135）。

続いて、前節でも触れた改正育児介護休業法26条の影響を受けた 2つの裁判例

を取り上げる。 1つ目は、平成14年に出された《明治図書出版事件》地裁判

決136）である。本件は、アトピー性皮膚炎に罹患した幼児を抱える共働きの総合

職男性労働者に対する配転命令について、その有効性が争われた事案である。改

正育児介護休業法26条には、配転に際して、労働者の育児介護の状況に配慮すべ

き事業主の義務が定められている。本判決はこれをふまえ、使用者は、「少なく

とも当該労働者が配置転換を拒む態度を示しているときは」、育児の負担がどの

程度のものであるか、また、これを回避する方策には如何なるものがあるかにつ

いて「真摯に対応」しなければならないとする。そして、「配転命令を所与のも

のとして労働者に押しつけるような態度を一貫してとるような場合は、同条の趣

旨に反し、その配転命令が権利の濫用として無効になることがある」との見解を

示した。本判決は、前掲《東亜ペイント事件》と基本的に同一の判断枠組みを用

いながらも、その結論において、労働者の家庭生活上の不利益が著しいとして本

件配転命令の権利濫用を認めた点に特徴があると指摘されている137）。

2つ目は、《ネスレジャパンホールディング事件》138）である。本件は、老齢で

徘徊癖のある要介護の母親と同居している労働者及び非定型精神病に罹患した妻

と生活している労働者に対し、姫路工場から霞ヶ浦工場への配転命令がなされた

ため、その有効性が争われた事案である。第一審は、使用者が当該労働者らに対
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して個別の同意なしに転勤を命じる権限を有することを認めたうえで、本件配転

命令は業務上の必要性に基づいてなされたものであること、当該労働者らに対し

て、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであることから、

本件配転命令は権利の濫用にあたるとした。

控訴審は原判決の相当性を認め、控訴を棄却しているが、その判決の中で改正

育児介護休業法26条について触れ、以下のように述べている。すなわち「改正育

児介護休業法26条の配慮の関係では、本件配転命令による被控訴人らの不利益を

軽減するために採り得る代替策の検討として、工場内配転の可能性を探るのは当

然のことである」との見解を示したのである。本件は平成20年 4月18日、最高裁

判所が上告棄却の決定をしたことにより決着した。

これら 2つの裁判例に見られるように、労働者の意思と生活を尊重する考え方

が徐々に実務にも浸透してきているように思われる。このように、近年の裁判例

は、配転命令権濫用に関する判断枠組みそのものに大幅な修正を加えることはな

かったものの、時代の要請と法状況の変容を受けて、その判断を緩やかに変えつ

つあるといえよう。

Ⅴ　結　語

配転は、昭和30年代の高度経済成長がもたらした企業内労働力流動化の要

請139）や、 2度にわたる石油危機がもたらした不況に伴う経営の減量合理化の要

請140）を受け、その目的・機能を次第に変化させてきた。かつて終身雇用制度と

結びついた処遇対策・能力開発・人材育成の方法として用いられていた配転が、

雇用調整策としての機能にその重点を移すようになったのである141）。昭和50年

代になるとこのような目的・機能の多様化に伴い、配転が頻繁かつ大量に実施さ

れるようになる。その常態化は単身赴任者の増加など、労働者の家庭生活に大き

な影響を及ぼした142）。

しかし同時期の実務においては、使用者の配転命令権の存在を大幅に是認した

うえで、権利濫用法理の適用判断に重点を置く裁判例が多く見られた143）。さらに、

この権利濫用法理による規制という点でさえ、消極的な姿勢が目立っていた144）。

これは、不況による雇用調整の要請を反映したものであるといえよう。

このように、雇用調整的な配転については使用者の権利行使を広く認めるとい

うのが昭和50年代に見られる実務の傾向であった。そういった下級審裁判例の集
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積を経て、昭和61年、配転命令権濫用の判断枠組みを示す裁判例が登場する。《東

亜ペイント事件》最高裁判決である。ここで示された判断枠組みは以後の裁判例

にも踏襲されるが、使用者の配転命令権行使について業務上の必要性が広く認め

られるのに対し、それに対抗されるべき労働者側の不利益が限られた範囲でしか

考慮されないという判断手法は労働者にとっていささか厳しすぎるものであっ

た145）。そのため学界からはこの判断枠組みについて修正・見直しを求める声が

あがっていた。この動きに拍車をかけたのが、高度経済成長以降、所得水準の向

上や生活形態の変化に伴い拡大した私生活中心主義の傾向である146）。このよう

な国民の意識変化は従来の伝統的雇用慣行と結びつく企業帰属意識・共同体意識

の希薄化をもたらし147）、労働者の私生活を尊重する視点が重視されるようになっ

ていった148）。これは育児介護休業法の改正やワーク・ライフ・バランス憲章の

策定といった法状況の変化からも見て取ることができよう。こうして平成12年以

降には、判断枠組みの再検討が強く要請されることとなったのである。

筆者は本論において、労働者の私生活の尊重が目指される今日、配転理論に求

められるのは、企業の論理を抑制して労働者生活の論理を重視することであると

述べた。しかし一方で、企業経営という観点から見れば、配転命令は解雇回避努

力の一環として有用なものであるといえる149）。そのため、使用者による配転命

令を強く抑制するような配転理論が必ずしも妥当であるとは考えない。労働者の

私的生活と使用者による企業経営、その両者の調整点を探ることこそ、ワーク・

ライフ・バランスの実現への第一歩であるといえるのではなかろうか。

近年の裁判例を見ても、《東亜ペイント事件》において示された判断枠組みを

根本から修正するような事例は登場していない。しかし、業務上の必要性を企業

側の事情からだけでなく、労働者一人一人の個別具体的な事情に基づいて検討す

ることを試みた裁判例150）や、育児介護休業法の改正を受けて労働者の意思や家

庭事情を尊重することを求めた裁判例151）など、時代の要請に応える裁判例も次

第に増加してきている。配転問題は、現在進行形で変容を続けているのである。

今後、さらなる裁判例・議論の蓄積を通して、時代の要請に応え得る配転の在り

方が実現されることを期待したい。

1） 下井隆史「配転・出向と労働法理論」季労別冊 1号『労働基準法』（1977年）72

頁。同書によれば、一般的に、労働者の職務内容が相当期間にわたり変更される
ことを広く職務変更といい、労働者の就労場所が相当期間にわたり変更されるこ
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とを広く職場変更という。職務変更がなされる際、その職務内容が従前の職務と
相当程度に異なるものに変更される場合を配置換えというのに対し、職場変更が
なされる際、従前の職場と相当程度に隔たる場所に変更される場合（通常は、労
働者の住所の変更を必要とするような場合）を転勤という。これらの総称として
使われるのが人事異動、あるいは異動という用語である。
講学上は、この「配置換えと転勤を含むものとしての異動」を表現する際に用

いられるのが配置転換という言葉である（小西國友「人事異動」季労別冊 9号
『チェックポイント職場の労働法』（1986年）125頁）。
広義の配置転換は、企業の内外を問わず「労働の場所或いは職種の変更を伴う

人事異動」を意味するため、いわゆる在籍出向（出向元の労働者としての身分を
保有しながら、他企業に出向いて出向先において勤務すること）もこれに含まれ
るように思われる。一方狭義では、「自己の企業内における労働者の労働場所・
職種の変動」を意味するため、出向は企業外への異動である点で配置換え・転勤
と区別される（中島孝信「転勤・配置転換等をめぐる紛争と被保全権利の問題点」
鈴木忠一・三ヶ月章監修『実務民事訴訟講座 9』（日本評論社、1970年）325頁）。
配転について十分に厳密な定義づけを行うことは難しいが、上記の内容を参考

として、本稿においては、配置換えと転勤の双方の意味を含む異動として配転を
捉えることとする。

2） 第一審：東京地判平22・ 1・15、控訴審：東京高判平23・ 8・31判時2127号124

頁、上告審：最一小決平24・ 6・28。
3） 中村雅人「オリンパス配転無効・パワハラ損害賠償事件―最高裁第一小法廷

2012・ 6・28決定―」法学セミナー697号（2013年）22頁以下。
4） 渡辺裕「配置転換・転勤と出向の法理」労働法文献研究会『文献研究　労働法学』
（1978年）17頁、萩沢清彦「配置転換の効力停止の仮処分―被保全権利と必要性―」
成蹊法学 2号（1970年） 2頁。

5） 青野覚「配転・出向に対する労働組合・労働者の規制―協約による規制をめざ
して―」労旬1197号（1988年）21頁。鎌田耕一「熟練労働者に対する異職種配転
命令の効力」労旬1196号（1988年）44頁。

6） 青野・前掲註 5）、21頁。鎌田・前掲註 5）、44頁。
7） 下井・前掲註 1）、36頁以下及び秋田成就「人事権の法的構成」季労83号（1972

年）21頁以下参照。
8） 青野・前掲註 5）、21頁。
9） 終身雇用制度については、「新規学卒者を正規従業員として雇用し、特別の事情
がない限り定年までの雇用機会を保障すると共に、とくに不況時の雇用調整に際
して解雇をできるだけ回避する慣行」と定義することができる（土田道夫「日本
的雇用慣行と労働契約」日本労働法学会誌73号（1989年）32頁以下）。

10） 年功制については、「人事考課を伴う定期昇給制度を通して賃金を年齢・勤続年
数に応じて上昇させること―を中心とした、年齢・勤続年数・学歴・性を基準
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とする人事処遇制度（内部昇進制、賞与・退職期員制度など）」と定義すること
ができる（土田・前掲註 9）、32頁以下）。

11） 菅野和夫『雇用社会の法』（有斐閣、1996年）34頁以下。
12） 土田・前掲註 9）、33頁以下。
13） 黄馨慧「配転規制法理の形成と発展」本郷法政紀要 8号（1999年）269頁。
14） 片岡曻『労働法理論の継承と発展』（有斐閣、2001年）179頁。
15） 青野・前掲註 5）、21頁。
16） 渡辺・前掲註 4）、16頁。
17） 片岡・前掲註14）、178頁。
18） 萩沢・前掲註 4）、 1頁。
19） 萩沢・前掲註 4）、 1頁。配転の効力そのものが中心的な争点となった数少ない
例として、《国民生命事件》（東京地決昭27・ 2・ 7労民集 3巻 1号10頁）が挙げ
られる。

20） 渡辺・前掲註 4）、17頁及び萩沢・前掲註 4）、 1頁以下。
21）《田中鉄工所事件》（神戸地判昭33・ 8・13労民集 9巻 5号835頁）など。
22） 渡辺・前掲註 4）、17頁。
23） 福岡地判昭33・ 6・ 4労民集 9巻 3号233頁。当該判決は「会社が従業員を解雇

するにあたり、その解雇を容易ならしめるため、非組合員化することを目的とし
てなされた組合員の人事部への配置転換は、たとえ従業員の配置転換が本来会社
の人事権の行使として自由になしうる性質のものであるとしても、人事権の濫用
として当該従業員が従前有していた組合員としての身分を有しないものであると
の主張をなしえないものというべく、当該従業員の解雇の効力を論ずるにあたっ
ては、同人はなお、従前どおり組合員たる身分を保有するものとして取り扱うの
が相当である」としている。

24） 萩沢・前掲註 4）、 2頁。石川吉右衛門「採用、配置」石井照久・有泉亨・金沢
良雄編『経営法学全集　第15』（ダイヤモンド社、1966年）48頁においても同様
の指摘がなされている。

25） 中島・前掲註 1）、326頁。
26） 菊池高志「『人事権』の検討―配転・人事考課問題を中心に―」労旬831号（1973

年） 8頁。
27） 和歌山地判昭34・ 3・14労民集10巻 2号127頁。ジャガード織工として勤務して
いた労働者に対して下回りの仕事への配置転換を行ったことが、使用者の配転に
ついての裁量権を逸脱した不当なものであるとした事例。

28） 菊池・前掲註26）、 8頁。
29） 本多淳亮「配置転換、転勤をめぐる法律問題」菊地勇夫教授60年祝賀記念論文
集刊行会編『労働法と経済法の理論』（有斐閣、1960年）478頁以下。

30） 下井・前掲註 1）、73頁。
31） 下井・前掲註 1）、73頁。
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32） 菊池・前掲註26）、 9頁。本多博士は、配転命令が権利濫用でないというために
は、企業運営上の合理性ないし業務上の必要性が客観的に十分認められ、労働者
の生活権に対する不当な、あるいは不必要な侵害とならず、配転を命ずる過程に
おいて使用者の誠意が示されていなければならないと主張する（本多・前掲註
29）、478頁以下）。

33） 下井・前掲註 1）、73頁。
34） 代表的な裁判例としては、《北海道放送事件》（札幌地判昭39・ 2・25労民集15

巻 1号90頁）が挙げられる。
本件は、組合の組織部長を務める労働者 Xに下された配転命令を、組合活動に

支障が出るとして組合が拒絶し、Xが原職の「ラジオ局技術部調整課員としての
地位を有することを仮に定める」仮処分命令を申請したところ、これが認容され
た事例である。組合による配転命令の拒絶は、使用者 Y・組合間で交わされた労
働協約第 7条に基づくものである。同条には「会社が従業員の解雇、降職、処罰、
休退職、雇入、異動、配置転換、昇進等を行なうときは、組合の同意を要する」
旨が定められていた。
本件判決はまず「一般的に労働契約においては、労働者は企業運営に寄与する

ため使用者に対し労働力を提供し、その使用を包括的に使用者に委ねるのに対し、
使用者はその労働力の処分権を取得し、その裁量に従い提供された労働力を按配
して使用することができるものである。すなわち当該労働契約において特に労働
の種類・態様・場所についての合意がなされていない限り、これらの内容を個別
的に決定し抽象的な雇用関係を具体化する権限は使用者に委ねられており、使用
者は右権限に基づいて労務の指揮として自由に具体的個別的にその内容を決定す
ることができる。配置転換・転勤等の人事異動は……使用者がさきに自ら決定し
ていた労働契約の具体的個別的内容を一方的に変更する行為というべく、……一
種の形成行為と解するのが相当である」として、前述した包括的合意説の立場と
同様の見解を示した。

35） 吾妻光俊「労働者の権利義務」石井照久・有泉亨編『労働法大系　第 5巻』（有
斐閣、1963年）47頁、中島・前掲註 1）、330頁、片岡曻「配転命令の限界」法学
論叢100巻 5・ 6号（1977年）40頁など。

36） 萩沢・前掲註 4）、 9頁。
37） 吾妻・前掲註35）、47頁以下、石川・前掲註24）、19頁以下。
38） 吾妻・前掲註35）、47頁以下、石川・前掲註24）、19頁以下。
39） 石川・前掲註24）、56頁。
40） 吾妻・前掲註35）、48頁。
41） 萩沢・前掲註 4）、 1頁以下。
42） 下井・前掲註 1）、74頁。
43） 下井・前掲註 1）、74頁。
44） 石井照久「使用者の出向命令権能」同『労働法の研究Ⅱ』（有信堂、1967年）
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208頁。これは、実際の労働契約がいちいちその具体的な内容を話し合うことな
く結ばれるという慣行をふまえた見解である。

45） 下井・前掲註 1）、74頁。
46） 東京地判昭42・ 6・16労民集18巻 3号648頁。配転命令が無効であると判断した
うえで、当該配転命令に従わなかったことは就業規則所定の解雇理由にあたらな
いため、当該解雇は権利の濫用として無効であるとされた事例。配転の効力につ
いて同判決は、「使用者が労働者に対し……配置転換をして、従前と異なる労務
の提供を命じうるのは労働者が労働契約によって使用者に提供すべきものと定め
た労務の種類ないし範囲に限られ、その範囲を出たのでは、その労働契約の趣旨
に反するから」、使用者の配転命令によって、労働者が「これに応じる労働を給
付すべき義務を負担するものでないことは明らか」であると判示した。また、仮
に当該配転命令を「職種に関する合意の変更申込であると解するとしても、債権
者がこれを拒絶したことは、すでに認定したところである」とし、配転命令の効
力を否定した。

47） 黄・前掲註13）、296頁。この他、契約説を採用した裁判例としては、《新潟鉄工
所事件》（前橋地判昭46・ 7・27労民集22巻 4号637頁）などが挙げられる。同事
件は、地方工場勤務のいわゆる全国採用の大学卒技術系労働者に対して行われた
本社営業部のセールスエンジニアへの配転命令が有効とされた事例である。

48） 本久洋一「労働契約と配転命令権」労旬1662号（2007年）14頁。
49） 両説について、「原則・例外の相違はあっても……実質的には単に配転の権能を
委ねる旨の合意の存在が明確でない場合における合意認定基準の広狭の差がある
に過ぎない」との指摘がなされた（中島・前掲註 1）、330頁）。

50） 本多・前掲註29）、480頁以下。
51） 林和彦「配転・出向事件の検討（上）」労旬946号（1978年）12頁。
52） 萩沢・前掲註 4）、16頁。
53） 和田肇「人事異動」季労164号（1992年）190頁。
54） 林・前掲註51）、13頁。
55） 本久・前掲註48）、14頁。
56） 緒方桂子「『ワーク・ライフ・バランス』時代における転勤法理―個別随意合意
説の再評価―」労旬1662号（2007年）38頁。
これに対し、使用者の配転命令権を否定する学説としては、配転命令権否認説

（個別随時合意説）が挙げられる。同説は、使用者が配転命令権を持つことを否
定し、労働者を配置転換する場合にはそのつどの個別具体的な合意が必要である
と主張するものである。
同説の立場をとる渡辺博士は、「労働契約を基礎とする労働者の具体的な労働

義務は、彼がその職種、その労働場所に就労することによって日々『特定』され、
日々『履行』されている。そして、この一日を単位とする一個の、狭義の労働契
約が継続する関係、これを広義の労働契約関係というべきであり、したがって、



87

職種、労働場所を変更する使用者の配置転換は、あらゆる意味で契約内容の変更
の申入れであり、労働者の個別の明示または黙示の合意を得てその法的効力は実
現されなければならない」と主張した（渡辺章「配置転換と労働契約」労働問題
研究 4（1971年）49頁以下）。

57） 黄・前掲註13）、273頁。
58） 林・前掲註51）、10頁。
59） 兵藤釗『労働の戦後史（下）』（東京大学出版会、1997年）331頁。
60） 兵藤・前掲註59）、331頁。
61） 片岡・前掲註14）、180頁及び兵藤・前掲註59）、331頁。
62） 兵藤・前掲註59）、332頁。
63） 日本経営者団体連盟は『労働力高齢化問題について』（日本経営者団体連盟、

1979年）において、当面60歳までの雇用機会の提供を努力目標とすることを提唱
すると同時に、労働者の企業との一体感を強化するために終身雇用慣行を維持し
ていかねばならないと述べている。

64） 嶺学「日本的雇用慣行の形態と実態」日本労働法学会誌73号（1989年）13頁。
65） 片岡・前掲註14）、193頁以下。
66） 片岡・前掲註14）、194頁。
67） 青野・前掲註 5）、22頁。和田・前掲註53）、189頁。
68） 片岡・前掲註14）、180頁。
69） 片岡・前掲註14）、182頁以下。
70） 田中佑子「単身赴任の評価と対策」日本経営工学会誌37巻 6 B号（1987年）96頁。
71） 労務行政研究所が昭和61年に全国の主要企業（約2600社）を対象として行った
調査による（労務行政研究所「転勤・単身赴任をめぐる取り扱いと手当の実態」
労政時報2899号（1988年） 2頁以下）。

72） 当時の労働者が配転命令を受けた際に単身赴任を選択する理由となったのは、
子どもの教育・進学、持家の存在、家族の病気・出産、高年齢両親の転居困難、
共働き等の家庭事情であった（労務行政研究所・前掲註71）、 2頁以下）。
このような事情は私的理由に分類されるものであるため、一見すると、労働者

は私的理由のために単身赴任を選択していたように思われる。しかし実際、これ
らの私的理由は個人的事情のみから生じるものではない。たとえば、高学歴社会
に対応する転入学制度が未整備であることや、住宅の明け渡しが容易でなく転
売・再購入も困難であること、さらには高齢化社会に伴う家庭内介護の要請や女
性の社会進出等、社会的な事情が背景として存在していたのである（田中・前掲
註70）、97頁）。労務行政研究所「転勤をめぐる各種手当と取り扱いと手当の実態
（上）」労政時報2709号（1984年） 2頁以下においても、同様の傾向が見られる。

73） 片岡・前掲註14）、212頁。
74）《日野自動車事件》（前掲註46））がこれにあたる。またこの他にも、《秋田相互
銀行事件》（秋田地判昭43・ 7・30労民集19巻 4号859頁）、《東亜石油事件》（東
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京地判昭44・ 6・28労民集20巻 3号614頁）、《高知放送事件》（高知地決昭44・ 1・
15労民集20巻 6号1476頁）などが挙げられる。

75） たとえば、《宮崎放送事件》（宮崎地判昭51・ 8・20労判259号16頁）を例として
挙げることができる。当該事件は、使用者の業務上の必要性に重きを置き、女子
アナウンサーに対する編成部素材課への配転を有効とした事例である。同判決で
は職務に関する契約内容の特定を認めながらも、就業規則の配転条項にその変更
を認める効力があると判断された。
この他、就業規則・労働協約双方の配転条項を根拠として、武生工場に勤務し、

病弱な老母と共働きの妻と暮らす従業員に対する富山工場への配転命令を有効と
した《北陸コンクリート事件》（福井地決昭51・ 2・ 6労判245号48頁）や、就業
規則・労働協約双方の配転条項を主たる根拠として、医薬品会社の営業部外勤業
務から同内勤業務への配転命令を有効とした《日本チバガイギー事件》（大阪地
決昭50・ 5・12労判228号46頁）なども例として挙げられよう。

76） 和田・前掲註53）、190頁。
77） 片岡・前掲註14）、212頁。
78） 和田・前掲註53）、190頁。たとえば、《宮崎放送事件》（前掲註75））がこれにあ
たる。

79） 林・前掲註51）、11頁。
80） 総評弁護団集会資料（1976年 9月）33頁以下によれば、昭和43年から昭和49年
にかけて起こった配転事件において、当該配転命令の効力が否定され労働者が勝
訴したケースはおよそ 5割であった。それに対し、昭和50年から昭和52年にかけ
て起きた48件の配転事件において、配転命令の効力が否定されたケースは16件で
あり、労働者側の勝訴率は約 3割強であったという（林・前掲註51）、11頁）。

81） 片岡・前掲註14）、213頁。《中部日本放送事件》（名古屋高判昭50・10・ 2労判
244号57頁）が例として挙げられよう。同事件は名古屋市所在の本社報道部テレ
ビニュース部所属の前組合委員長に対する多治見通信部への配転について争われ
た事例である。同判決は、就業規則の配転条項を主要な根拠として、業務の種類・
場所の一方的変更についての合意を推定し、使用者の配転命令権を認めている。
しかし、不当労働行為を理由に配転命令は無効とされた。

82） 片岡・前掲註14）、213頁。
83） 福岡地小倉支決昭50・ 7・ 1労働判例234号46頁。
84） 片岡・前掲註14）、213頁以下。
85） 萩沢清彦『関連事業への出向をめぐる法的諸問題』（公共企業体等労働問題研究
センター、1982年）16頁。このような見解を示した理由として、同書では以下の
2点が挙げられている。まず、長期間にわたり同一職種で勤務していたという事
実があった場合、それを職種についての合意と捉える契約説の手法よりも、権利
濫用の判断要素として扱う包括的合意説の手法の方が、理論構成上無難であると
考えられるという点である。もう 1点は、契約説を採用した場合、新設工場への



89

配転命令や解雇回避を目的とした配転命令など、契約締結時に想定していなかっ
た配転命令の有効性を認める際に、理論的な説明が困難であるという点である。

86） 夫婦別居や単身赴任を伴う配転に関する裁判例にも同様の傾向が見られる。初
期の裁判例の中には、《秋田相互銀行事件》（前掲註74））地裁判決のように、別
居配転による精神的・肉体的・経済的不利益ないし苦痛を重視し、配転による結
婚生活への「重大な影響」を回避するための「特別な配慮」と「相当な措置」を
伴わない配転の強行を、「人事権行使の濫用」と判断したものがあった。
一方、配転の大量化・多様化が進む昭和40年代後半から50年代には、上記のよ
うな判断は次第に後退していくこととなる。たとえば《テック事件》（東京地判
昭50・10・29労働判例238号30頁）では、家族との別居を強いられる遠隔地配転
であっても、「転勤に伴う不便・不利益の域を出るものではない」との見解が示
されている。また、《東洋テルミー事件》（東京地判昭48・ 5・11労働判例177号
28頁）では、「共働きの夫婦の一方の転勤によって通常生ずる事態」であると判
示された。このように、家族との別居を当然視するような見解が多数を占めるよ
うになっていったのである（片岡・前掲註14）、213頁以下）。

87） 最二小判昭61・ 7・14労判477号 6頁。
88） 大阪地判昭57・10・25労判399号43頁。本判決はまず、①企業内において頻繁に
転勤が行われていたという慣行、②当該労働者の業務内容、③労働協約及び就業
規則の配転条項、④使用者が勤務につき本人の希望通りにできない旨の承諾を採
用時に得ていたことなどから、使用者の配転命令権の存在を認めた。そのうえで、
使用者は労働協約及び就業規則の配転条項を根拠に、業務上の必要がある限り従
業員に対して一方的に配転を命じることができるとし、一方従業員は、正当な事
由がある限り当該配転命令を拒否することができるものとした。本件においては、
後任者の補充以外に業務上の必要性は存在せず、また「是非とも原告でなければ
ならない事情」もなかったため、転勤の必要性は「それ程強いものではなかった」。
他方、当該労働者が名古屋営業所に転勤した場合、老齢の母親や共働きの妻、幼
い長女との別居を余儀なくされ「相当の犠牲」を強いられること、さらに当該労
働者が、入社以来訴外会社に出向し、その後神戸営業所へ転勤し、かつ転勤後 2

年 4か月しか経っていないことなどに照らして考えると、当該労働者には本件配
転命令を拒否する「正当な理由」があると認めるのが妥当である。したがって、
本件配転命令は人事権の濫用であるとともに、同命令拒否を理由とする懲戒解雇
もまた無効であるとした。

89） 大阪高判昭59・ 8・21労判477号15頁。控訴審判決は第一審判決を支持しつつ、
後任補充のみを理由とすることが直ちに不当となるのではなく、Xをおいて「他
に適切な者がいなかったと認めることはできない」として業務上の必要性が不十
分であることを示した。

90） 萩沢清彦「配置転換に関する業務上の必要性と家庭の事情」ジュリスト869号
（1986年）100頁。



90　法律学研究54号（2015）

 91） 下井隆史「配転命令が濫用に当たらないとされた例―東亜ペイント事件上告審
判決―」判時1212号（1987年）212頁。

 92） 村中孝史「転勤命令権と権利の濫用―東亜ペイント事件　最二小判昭61・ 7・
14―」日本労働法学会誌69号（1987年）123頁。

 93） 片岡・前掲註14）、222頁以下。
 94） 村中・前掲註92）、123頁。
 95） 片岡・前掲註14）、226頁。
 96） 片岡・前掲註14）、226頁。
 97） 最二小判平11・ 9・17労働判例768号16頁。
 98） 東京地判平 5・ 9・29労判63号19頁。
 99） 東京高判平 8・ 5・29労判694号29頁。
100） 最三小判平12・ 1・28労判774号 7頁。
101） 東京地判平 5・ 9・28判時1476号153頁。
102） 東京高判平 7・ 9・28判時1550号122頁。同高裁判決の問題点に焦点を絞った
文献としては、斉藤誠「子育て転勤裁判―ケンウッド事件・東京高裁判決の問題
点―」労旬1372号（1995年）44頁以下を参照されたい。

103） 大内伸哉「転勤命令が権利濫用に該当しないとされた例―ケンウッド事件―」
ジュリスト1191号（2000年）86頁。

104） 旭川地決平 6・ 5・10労判675号72頁。
105） 札幌地決平 9・ 7・23労判723号62頁。
106） 西谷敏「今日の転勤問題とその法理」労旬1662号（2007年）10頁。
107） 緒方・前掲註56）、34頁以下、西谷・前掲註106）、 6頁以下など。
108） 片岡・前掲註14）、194頁。
109） 労働大臣官房政策調査部編『日本的雇用慣行の変化と展望（研究・報告編）』（大
蔵省印刷局、1987年）13頁。

110） 片岡・前掲註14）、194頁。労働省に設置された「労働力供給構造の変化に対応
した雇用対策のあり方に関する研究会」もまた、企業中心の雇用システムから人
間中心の雇用システムへの移行、言い換えれば、多様な働き方が選択でき、労働
者の一人ひとりのニーズに応じられるような個別的労務管理制度への移行の必要
性を1991年に提言している（週刊労働ニュース1991年 1月 3日号）。

111） 新谷眞人「配転・降格をめぐる最近の判例動向」季労228号（2010年）48頁。
112） 限定勤務地制度を設けたり、転勤の有無等を基準に処遇の異なるコース別制度
を採用したりする人事管理制度を指す（片岡・前掲註14）、195頁）。

113） 緒方・前掲註56）、35頁、名古道功「人事（配転・出向・転籍・昇進・昇格・
降格）と懲戒」民商134巻 6号（2006年）801頁。

114） 新谷・前掲註111）、48頁。
115） 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章によれば、「仕事と生活
の調和が実現した社会とは、『国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら



91

働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て
期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社
会』である」と定義されている。

116） 西谷・前掲註106）、 7頁。
117） 内閣府「平成18年版　少子化社会白書（本編〈HTML方式〉） 1　新しい少子

化対策の柱としての『働き方の改革』」http://www8.cao.go.jp/shoushi/

shoushika/whitepaper/measures/w-2006/18webhonpen/html/i1411100.html（2015

年 1月10日最終閲覧）。
118） 緒方・前掲註56）、40頁。
119） 新谷・前掲註111）、49頁、西谷・前掲註106）、 9頁、菅野淑子「配転―東亜ペ
イント事件―」ジュリスト労働判例百選第 8版（2009年）138頁。

120） 西谷・前掲註106）、11頁。
121） 新谷・前掲註111）、51頁。
122） 西谷・前掲註106）、11頁。
123） 西谷・前掲註106）、11頁。
124） 緒方・前掲註56）、40頁。
125） 緒方・前掲註56）、40頁。
126） 西谷・前掲註106）、11頁。
127） 第一審：東京地判平19・ 3・29労判937号22頁、控訴審：東京高判平20・ 3・

26労判959号48頁、上告審：最一小決平21・ 5・ 8労判980号98頁。リストにおい
て上告却下。

128） 第一審：東京地判平19・ 7・25労経速2014号15頁、控訴審：東京高判平20・ 8・
28労経速2014号10頁。

129） 新谷・前掲註111）、51頁。
130） 第一審：札幌地判平18・ 9・29労判928号37頁、控訴審：札幌高判平21・ 3・

26労判982号44頁。
131） 新谷・前掲註111）、52頁。
132） 結論として、札幌地裁は 5名是認について業務上の必要性を否定したものの、
同高裁はそのうち 4名についての業務上の必要性を肯定し、 1名のみ原審を維持
するという判断を下した。高裁がこのような判断を示したのは、《NTT東日本（東
京配転）事件》高裁判決の影響によると考えられる（新谷・前掲註111）、52頁）。

133） 東京高判平20・ 3・27労判959号18頁。
134） 新谷・前掲註111）、52頁。
135） 新谷・前掲註111）、52頁。
136） 東京地決平14・12・27労判861号69頁。
137） 川田琢之「アトピー性皮膚炎に罹患した幼児を持つ共働きの総合職男性労働者
に対する転勤命令が権利濫用により無効にされた事例―明治図書出版事件―東京
地決平成14・12・27」ジュリスト1275号185頁。



92　法律学研究54号（2015）

138） 第一審：神戸地姫路支判平17・ 5・ 9労判895号 5頁。控訴審：大阪高判平
18・ 4・14労判915号60頁。上告審：最二小決平20・ 4・18（「介護中の従業員　
転勤命令は無効」、『日本経済新聞』、2008年 4月19日号（大阪朝刊））。

139） 青野・前掲註 5）、21頁。
140） 兵藤・前掲註59）、331頁。
141） 青野・前掲註 5）、22頁。和田・前掲註53）、189頁。
142） 片岡・前掲註14）、180頁。
143） 和田・前掲註53）、190頁。
144） 片岡・前掲註14）、212頁。
145） 村中・前掲註92）、123頁。
146） 片岡・前掲註14）、194頁。
147） 片岡・前掲註14）、194頁。
148） 新谷・前掲註111）、48頁。
149）《仲田コーティング事件》（京都地判平23・ 9・ 5労旬1754号58頁以下）におい
て、使用者は、解雇回避努力の一環として行った当該配転命令には業務上の必要
性があったことを主張している。同事件は、京都工場から横浜市にある本社への
配転命令を命じられた労働者が、当該配転命令を拒否したことに対し、会社が給
与の支払を拒絶したところ、Xが配転命令の不存在あるいは配転命令が権利濫用
であるとして配転命令の無効を求めた事案である。京都地裁はこれについて、本
件配転命令は住居の移転を伴う配転を命じるものであるところ、このような配転
命令は、使用者が配慮すべき仕事と家庭の調和（労働契約法 3条 3項）に対する
影響が一般的に大きなものであるから、その存否の認定判断は慎重に判断される
べきものであるとして、本件配転命令を無効とした。

150）《NTT東日本（北海道配転）事件》（前掲註130））。
151）《明治図書出版事件》（前掲註136））。


