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Ⅰ　序　論

第二次世界大戦後の日本において、雇用保障政策の一環として、雇用対策基本

法などの様々な雇用保障に関する法律が打ち出されてきた。これらの法律には経

済学的な観点からの合理性が求められる一方で、法的正当性、特に憲法の規定と

の整合性が要求される。そして雇用保障法はその国家政策における重要性から、

労働法としての特質がないがしろにされる恐れが指摘されている1）。特に雇用保

障法は憲法27条 1項（労働権）などを根拠として構成される法分野であると考え

られており、その法的正当性の基盤としてはこれら憲法の諸規定に合致すること

が必要であろう。しかし労働権の指し示す規範内容を実現し、雇用保障を行うこ

とは雇用市場法すなわち国家の政策のみでは、資本主義体制をとる日本の雇用市

場においては、限界があると考えられ、この限界を突破して労働者の雇用保障を
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実現していくためには、事業主の責任をいかに捉えるかが重要となると言えよ

う2）。

憲法27条 1項によって保障される労働権については失業状態における労働権、

就業状態における労働権という 2つの側面があること3）4）、その規範内容には在

職者の雇用維持などが含まれ、私的自治の制約原理となると解されるなど5）、そ

の私法的効力についても、ある程度まで肯定する見方がなされている。これと付

随義務論等の労働法にかかわる解釈論の発展を勘案すれば、労働権の規範内容を

実現すべく、労使の契約関係を通じて、使用者が労働者の雇用保障に対して積極

的な役割を果たすことは十分に期待しうる。

日本における雇用保障の在り方については、日本型雇用慣行（長期雇用システ

ム）が、有効に機能していた時代には雇用保障の中心は企業と労働者の雇用の維

持と継続にあったものの6）、それを取り巻く環境の様々な変化に伴い、日本型雇

用慣行とともに我が国における雇用保障の在り方にもまた変容が迫られている。

日本の今後の雇用保障体系を考えていくためには、そのような労働市場の変化を

考慮に入れつつ、雇用保障政策の軸を法的正当性の観点から今一度捉えなおすこ

と、そしてその実現にあたって、責任を負うべき国と使用者の果たすべき役割を、

従来の契約関係に関する法解釈論の発展も考慮しながら、明確にする必要がある。

日本における雇用保障の在り方及びそれに対する国家の責任・事業主の責任を

考える際には、憲法27条労働権の解釈論とその実現にあたって従来用いられてき

た、職業能力開発、求職者給付等の施策について整理することが必要不可欠だと

考えられる。

国家に対する政策的義務としての労働権の効果だけでなく、就業状態における

労使間の労働関係を規律するその契約の場面における効果の両者をあわせて検討

することにより、はじめて日本の社会のあらゆる側面をカバーしうる雇用保障体

系を構築しうると言えよう7）。

憲法を立法権、司法権、行政権の三権が相補的に運用されることによりその規

範内容の実現が可能となる法システムとして捉える見方があるように、労働権の

規範内容の実現は単に労働権そのものの法的性格を検討することのみによってな

されるものではなく、むしろ法解釈、特に付随義務論を中心とした解釈論による

労働権の労使の契約関係における浸透と、労働権の規範内容を意識した労働法政

策の両者の協働による日本における社会システムの構築によりなされると言えよ

う8）。



425

本稿は以上述べたように、労働権を労働市場、及び労使の契約関係の両方を規

律する雇用保障の法的基盤として位置づけるとともに、労働権とそれに関連する

憲法の諸規定の実現のため、雇用市場政策と労働契約に関する法解釈の両者を相

補的に機能させうるかを検討する9）。そして、それによって労働権の規範内容が

実現された雇用社会の創設に向けた道筋をある程度まで明確にすることを目的と

するものである。そのために、労働権の規範内容の現代に至るまでの変遷を踏ま

えて、憲法の労働権規定が我が国において何を労働者に保障しているのか、その

規範内容と法的性格に関する議論を整理する。次に雇用市場法と労働権との関わ

りの現状を日本の雇用市場法の変遷とともに分析し、雇用市場法において、その

規範内容の実現がどのような施策を通じて試みられてきたのか、職業能力開発、

求職者給付の 2つの制度を通してみていく。そして、Ⅳ章において現在労働権が

具体的にどのような形で、労働者の雇用保障のために労使の契約関係に表れてい

るのか、労働権の規範内容を労使の契約関係において実現していくにはどのよう

にすればよいのかを、雇用維持義務などを中心に法解釈によるその実現の方途に

ついて検討する。

Ⅱ　労働権論

今日、「雇用保障法」の概念が確立され、その重要性が認識されている背景には、

多種多様に展開されている雇用保障政策が人間の労働力を単に経済の発展、利潤

追求の手段としてのみ利用するという観点から推進されることを抑制し、労働者

の「人間の尊厳に値する生存」が確実に保障されている必要がある、と考えられ

ていることがある10）。そして、その雇用保障法の法的根拠は憲法27条の労働権（勤

労権）11）12）の保障に求められるものである、と解されている13）。労働権の国際的

な沿革としては、19世紀の社会主義思想に端を発する労働権は、後のワイマール

憲法163条 2項で「各ドイツ人に、経済的労働によってその生計を得る可能性が

与えられるべきである。かれに適当な労働の機会が与えられない限り、その必要

な生計について配慮される」として定式化されるに至った14）15）。また、世界人権

宣言23条 1項にも「すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な

勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する」との規定が盛

り込まれた16）17）。

そこで本章では、雇用保障法の立法指針とされるべき労働権が、日本労働法学
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において歴史的にどのような変遷を経て、いかように解されてきたのかを明らか

にすることとする。

1　労働権の解釈をめぐる議論

我が国においては、労働権の保障は、義務の名宛人としての国が生産手段を独

占的に所有する社会体制ではなく、その私的所有が前提とされる資本主義体制の

下でなされていることは自明のことである。即ち、そのような状況下での労働権

の保障とは、「国が直接に労働の機会を確保する制度的前提」が意図されている

のではなく、雇用の確保に向けての政策的努力義務でしかありようがないという

本質的な限界が存していると言える18）。しかし憲法27条 1項「すべて国民は、勤

労の権利を有し」を文字通り解すると、むしろ社会主義的理解の方が自然である

と言えよう19）。そのため、資本主義体制下にあることを理由として労働権の具体

的権利性を否定し、憲法規範と憲法現実との乖離を正当化20）するのではなく、

権利の意味・内容を吟味してその限界性ないし制約性を見極めながら、いかにし

て実定法秩序に編入していくか検討すべきという主張が展開されるに至った21）。

そのような限界を内包しながらも、1940年代後半から50年代前半にかけては、

労働権保障の規範的意味・内容の解釈論的把握に関心が向けられた。この点につ

いて、憲法起草者の趣旨説明22）では、勤労の権利とは基本的人権の 1つとして

の自由権であり、「単に勤労に関する国民の基本的人権が国家によって犯されな

いということを意味するに止」り、「勤労の機会をもたない国民の生活を国家が

保障するというような問題は、同条から当然に導き出されない」との説明がなさ

れ、自由権的把握が明示されていた。しかし、以上のような労働権の自由権的解

釈の立場に対しては、公法学及び労働法学から多くの批判23）が続発し、今日ま

で議論の場に再浮上することはなかった。むしろ、労働権を自由権ではなく、社

会権として捉える傾向が中心となっていった24）。

続いて、このように、労働権を社会権として把握するにあたって、その性格や

具体的内容がいかなるものかが問題となる。労働権を生存権的基本権として把握

する主張を提起したのは、我妻榮博士の「生存権的基本権」論であった。我妻博

士は、国家が労働権の実現に努力すべき責務に違反する行為を為すことは違法と

なるとしつつ、「国家が右の責務を等閑に付し、必要な立法や適当な施設をしな

いときには」これを直接要求する方法は存しない、との主張をした25）。

この問題については、公法学の領域からも検討がなされ、1950年代前半までに
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労働権は具体的に勤労の機会を与えることを請求しうる権利とは言えず、いわゆ

るプログラム規定であると解する見解が多数を占めるところとなった26）と考え

られている。即ち、労働権の規定は、国家としては憲法に定められた「方針に反

する立法・行政をなし得ないこと」を示すとともに、「この方針を進んで実現す

べき政治的責任を負うこと」を示した規定であり、同条項が「何ら国家の作為義

務について規定していない以上、国家に対する国民の具体的な権利と言い切るこ

とは困難」27）ということである28）。なお、労働権が具体的権利ではないと解する

根拠としては、作為義務の規定が存在しないことの他に、失業率 0％の社会の実

現をするために十分な財政基盤がなく、また、先述の通り資本主義経済の下では

国家による労働機会の提供に限界がある29）こと、等が主張されている。

その後に登場した、従前の流れを踏襲し労働権の性質を生存権的基本権として

把握しつつ、新たな労働権の解釈論的把握を構成したのが石井照久博士の「限定

的労働権」論であった。この説は、まず労働権の概念を「一般に労働の意思と能

力があるものは、自己の属する社会において労働の機会の提供を要求する権利」

としての「完全な労働権」概念と「労働の意思と能力をもつものが、私企業のも

とでは就業しえないときに、国に対して労働の機会の提供を要求し、それが不可

能なときには、相当の生活費の支払を請求しうる権利」としての「限定的労働権」

概念という 2つの切り口で捉えるものであった30）。その中で、資本主義国家にお

ける労働権の「思想的根底」は後者の「限定的労働権」であるとの理解をしつつ、

それは先述の説同様に具体的権利でないとする立場をとっている31）。そしてその

限定的労働権は、「単に勤労の権利の実現を阻害してはならぬという意味」「を有

するにとどまらず、国が労働の機会の確保のために必要な措置をとるべく、それ

が不可能なときは、なんらかの形で国民の生存権を確保せしめるように努力すべ

きであるという将来の政治や立法に対する基本的な方向を示している」32）とした。

上記のような経過で、憲法27条 1項を「プログラム規定」として理解し、労働

権を“生存権的基本権”として把握して国家による積極的保障を要請しつつ、国

民が就業できない事態を想定して“限定的労働権”の実現に向けた国の政策目標

の設定、という統一的見解がまとまり、1950年代前半で労働権についての議論は

一旦沈静化するに至った33）。その背景には、生存権と異なり労働権の法的性質が

訴訟で問題となるような事例が存在しなかったことや、労働組合の活動が盛んで

あった時代背景から学者たちの関心が28条の団結権保障に移っていったことがあ

ると考えられている34）。その後に、労働権についての議論が再び活性化したのは、
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労働権実現のための法制度が失業対策法制から積極的雇用法制へ推移した35）

1970年代以降のことであった。

2　労働権の再検討

憲法に労働権保障が掲げられた終戦直後には、失業者の救済が喫緊の課題で

あった36）。しかし、1960年代の高度経済成長期に突入すると当時の急激な技術革

新と大規模な産業構造の変化に伴い、斜陽産業から大量に失業者が放出された。

また、新興産業の労働力需要を満たすために、大量に生み出される失業者を新興

産業に吸収させることが現実的な政策として認識された37）。そのような背景の下

で、労働力の流動化を促すことで失業者の就職を促そうとする積極的雇用政策が

推進されるようになっていった38）。その中で、労働権論の再検討が精力的に行わ

れるようになり、その端緒となったのが沼田稲次郎博士による「人間の尊厳」論

であった。この論理は、戦後の世界の潮流であり、我が国においては憲法13条、

24条及び民法 1条の 2によって掲げられている「人間の尊厳に値する生存」を実

現しうる労働権保障の根底となるべきものとして、「職業・雇用選択の自由」を

強調するものであった39）。即ち、人間の尊厳を宿した生存を実現しうる「職業・

雇用選択の自由」を具体的に保障するためには、それらの自由を労働権の不可欠

の一環として保障されるべきものとして解し、国家が雇用情報の提供や職業訓練

の指導等、積極的な介入を行っていく必要がある。そのような意味で、労働権を、

「職業・雇用選択の自由」を意識し、それを前提とした生存権的基本権として把

握する立場が1970年代半ばに登場したのである40）。

さらに、沼田博士の「人間の尊厳に値する生存」に意義を求め、その照射を受

けての「雇用選択の自由」から、労働権の現代的発現体型としての「適職選択権」

を提唱した論者の一人として、松林和夫博士が挙げられる。松林博士は、現代に

おいて「①完全な労働権が究極的に保障され得ずに自助原則が貫かれているこ

と」と「②緊急的な生存権の保障として公的扶助があると言っても、労働者が自

ら労働によって人間らしい生存を確保することが人間の尊厳にふさわしい」との

思考から、労働権を現代的に再構築すべく「適職選択権」を提唱した41）。松林博

士は、労働権の保障は単なる労働の機会の保障ではなく、労働の自由の保障を前

提とした生存権的基本権の保障である必要があると主張している42）。そして、労

働権は生存権的基本権であるため、公的機関による積極的保障が要請されるが、

それはあくまで労働者の自発性を尊重し、前提としたものであることが求められ
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ていると解している。したがって、現代の労働権とは労働者が公的機関の制度

（職業紹介や職業訓練等）を利用して、自発的に自らの職業を選択し、あるいはよ

り良い労働条件の仕事へと上向移動することを通じ、人間としての尊厳を守りな

がら就労する権利である、との主張を展開した。また、その中で、労働者の「自

発的な失業の防止と積極的上向移動への努力に対応する」職業訓練の援助43）を

「国の法的義務の中核」とし、労働権の現代的発現体型としての「適職選択権」

の成就に資するものであるとしているのである44）。

その後、1990年代になると、上記の「適職選択権」を超え、労働権を「キャリ

ア権」45）として捉えようとする動きも現れた46）。キャリア権とは、労働者個人の

生涯にわたるキャリアの展開過程の全体を対象とする権利47）であり、「人が職業

につくことを準備し、職業を選択し、あるいは職業を転換し、職業上の遂行能力

を高める中で、経済的報酬や社会的な価値を獲得するとともに、自己実現してい

く過程、および、その結果としての経歴を巡って、これらの連鎖的な流れに対応

し、人間の活動を基礎づける権利、あるいは、各人が自己のキャリアを追求し、

展開することを義務付ける権利」48）として定義される。その根拠としては、憲法

27条に加え個人の主体性と幸福追求の権利（同13条）、職業選択の自由（同22条）、

キャリアの準備という意味では教育を受ける権利（同26条）が含まれるとされて

いる。そして、キャリア権は適職選択権に比してより労働者個人の意思や自発的

な権利主張を前提としていることが特徴的であると諏訪博士は述べている。しか

し、キャリア権の実定法の根拠の乏しさについては、提唱者自身も認めるとこ

ろ49）であり、広く浸透しているとは言い難い。

以上、失業者対策から積極的雇用政策へと意識が転換された後に展開された労

働権の議論について概観したが、「人間の尊厳」論・「適職選択権」論・「キャリ

ア権」論等新たな視点を有する主張が生まれた。しかし、そのいずれもが理念面

での補強にとどまり、先述した労働権のプログラム規定性や資本主義的限界と

いった1950年代半ばまでに形成された基本的理論枠組みを崩すには至らなかっ

た50）。即ち、労働権が具体的権利であり、労働の保障を国家に直接請求すること

が可能である、との解釈には到達しえなかったのである。どのような権利論を提

唱しようとも、生産手段が私有に委ねられている資本制社会においては、本質的

に限界が存在していることは明確な事実であろう。とはいえ、このように憲法を

根拠に具体的請求権が導けないとしても、労働者の救済が必要であること自体は

どの主張の中にも内包される考えであり、また、国家の積極的な保障を求める生
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存権的基本権として労働権を理解する立場も一貫していると言える。それだけに、

労働法学に求められたのは、いかにして立法政策を展開し、観念論では具現しえ

なかった労働権を保障するか、ということであった51）。

国民のもつ労働権を現実的に具現するために、国はいかなる保障を行うべきな

のであろうか。次章では、国が労働権を立法指針として立ち上げた雇用保障法が、

いかに労働権を反映したものであったのか、検討することとする。

Ⅲ　雇用保障法と労働権

我が国の雇用立法は、1960年代の高度経済成長期における労働力の流動化を目

的とする積極的雇用政策として、雇用保障抜きに、低賃金労働力の創出と配置政

策として展開されていた52）。そのような状況の中で、雇用保障法という概念が我

が国の労働法学において提起されたのは、1973年から1975年にかけてであった53）。

この提起の直接的な契機となったのは、それまでの雇用立法に労働者の失業を防

止し、雇用を保障する機能が備わっていないことを認識するに至った労働組合に

よる「雇用保障闘争」であった54）。即ち、日本の雇用立法は「積極的雇用政策」

との名を掲げながらも、雇用保障を行うどころか、既存の立法による権利を剝奪

し、保障水準を切り下げる性質を有するものであったと言える。そこで、日本の

雇用立法と ILO等の国際基準との格差を意識しつつ、労働者の労働権を保障す

るために雇用保障法の概念55）が提起されるに至ったのであった。

Ⅱ章で確認したように、労働権がプログラム規定である具体的請求権のないも

のであるとしても、生存権的基本権として、国家として国民の「勤労の権利」を

積極的に保障するという責任を表明したものであることに変わりはない。そして

その基本的理論枠組みから導き出される保障の内容は「労働の意思と能力をもつ

者が、私企業のもとでは就業しえないときに、国に対して労働の機会の提供を要

求し、それが不可能なときには、相当の生活費の支払を請求しうる権利」と理解

されている。したがって、労働権保障の中心は 2つに大別される。第一は、労働

の機会の提供に関するものである。ただし、資本主義のもとでは、雇用機会の直

接の提供というよりはむしろ雇用機会を得るための援助として機能する職業紹介

制度や職業能力開発制度が中心となろう。第二には、就労が不可能な際に生活に

必要な資金を確保する、所得補償である。これは雇用保険制度の失業補償などに

該当する。
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本章では、労働権を保障するために、我が国ではいかなる雇用保障が行われて

きたのか―特に職業能力開発と失業等給付に焦点を当て―を検討し、それら

が真に労働権の具現化をなしえているのか否かについても検討することとする。

1　職業能力開発制度

第一に、職業能力開発・職業訓練について検討することとする。我が国におい

て、職業訓練の重要性を認識し始めたのは政府側であり、1958年には職業訓練

法56）が制定された。当初、労働組合側はその重要性を理解していなかったが、

制定後政府が技能検定を強行した際に、「技能検定を行う前に十分な教育をせよ」

とこれに反対し、これを契機に職業訓練を受ける権利の重要性が自覚されるよう

になった57）。現に、1961年の総評・中立労連による職業技術教育研究集会におい

て、「すべての労働者は、年齢・性別にかかわりなく、公共的な職業技術教育を

受ける権利があり、国はこれを保障しなければならない」と宣言されるに至っ

た58）。そして、職業訓練を受ける権利が憲法における教育権と労働権にまたがる

基本的人権としてどのように構想されるべきか、という問題が生じたのであっ

た59）60）。

前章で述べたように、労働権は生存権の具体化であるため、そこには国家の積

極的保障が要求される。しかし、「人間の尊厳に値する生存」を強調し、1950年

代までに形成された労働権の基本的理論枠組みに理念的補強を施した「適職選択

権」61）的発想を持ち込むと、憲法22条の職業選択の自由及び18条の苦役からの自

由の具体的保障である側面も有しているため、その積極的保障は労働者の自発性

を尊重したものであることが要請されるものである。したがって、労働権は労働

者が国家の制度（職業紹介や雇用保険、職業訓練等）を利用して自発的に自らの職

業を選択し、あるいはより良い労働条件の仕事へと上向移動する権利を保障する

もの（適職選択権）であると解する必要がある62）。

この場合の適職選択権の有機的構造は、まず短期的性格を有する失業保険の生

活保障によって求職活動を保障し、就職ができずにさらに民間・公共事業での日

雇労働にも就労できない場合には失業救済事業での就労が最終的な保障となるの

である63）。そして、これらの失業保険受給権や就労権の保障はいずれの場合にお

いても職業訓練受講権の保障と関連づけて保障されることが望ましいと考えられ

る。なぜなら、失業保険や失業救済事業はあくまで失業に対し事後的な機能しか

有していないのに対し、職業訓練は労働能力の維持・向上をもって失業の防止と
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積極的上向移動の実現に資するという点で、意義を持つからである。即ち、労働

権保障には労働者の自発性を尊重する必要があるが、その自発性を担保するもの

の中核として職業訓練制度が存在する必要があると言えるのである64）。

以上のように、職業訓練受講権保障は労働権保障の一環として認識することが

できるものであり、「体系的で完全な基礎教育を含み、永続的な技術進歩に対応

するものでなければなら」65）ず、また「労働者の職業生活の全期間を通じて段階

的かつ体系的に行われることを基本理念と」66）するものである。それは利潤追求

を第一とし、常に労務管理と結合する企業内教育のみによることでは不可能であ

り、公教育として行われる必要があると解される。しかし、職業技術教育研究集

会においても公共職業訓練の充実の重要性が確認されていたにも関わらず、1969

年の新職業訓練法では、より一層企業内訓練中心の性質が強化された。さらに、

1985年に職業訓練法を改正して制定された職業能力開発促進法においても、企業

内訓練中心の性格は継続されることとなった67）。職業能力開発促進法第 4条 2項

の表現では、職業訓練の責任主体はあくまで事業主であり、国及び都道府県は責

任主体ではなくむしろ調整者に過ぎない、と解釈されるものである。即ち、事業

主・企業の自主的努力の尊重を意図する路線の中で、国の責任が後退したものな

のである。現に、都道府県訓練校への補助金が定率制から定額制へと改められ、

また、官立民営である技能開発センターが設立され、事業主への援助の充実が促

進された。さらに、企業内訓練への助成金についても飛躍的に拡大されることと

なった68）。

しかし、労働のスキルに関する職業訓練を自社で従業員に対して施すとすれば、

技術進歩の速度・適応能力からみて時間的・資金的にコストがかかりすぎる側面

があることは確かである。そのため、雇用の流動化が意識され、人材派遣企業等

も多く存在するようになった現代においては、その企業に特有の技能を身につけ

させる訓練が行われなくなる他、一般的に必要とされる能力についても訓練が行

われなくなる69）という可能性があると言える70）。このように、職業訓練が十分に

実施されていない状況では、訓練を通じた労働能力の維持・向上による就労及び

自発的な職業選択も実現することが容易ではなくなるという点で、労働権の保障

が十分であるとは言えない状況に陥っているのが現状である。

2　求職者給付

第二に、雇用保険制度の中で、求職者給付（失業等給付）に焦点を当て、検討
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することとする。

雇用保障の制度の中核を担うものの 1つとして機能するのが雇用保険制度であ

るが、現在の雇用保険制度は、第二次世界大戦後、産業構造の変化や激動する経

済状況の中で失業者を救済してきた旧失業保険法を、1973年の石油ショックを直

接の契機とし、1974年に雇用保険法としてリニューアルして誕生したものであ

る71）。失業保険制度下では、事後的な救済が図られていたが、積極的労働政策の

流れを受けて雇用保険法の制定により能力開発事業などが創設された。

現在の骨格を支出の観点からみると、求職者のための給付、雇用維持のための

給付、教育訓練のための給付、そして雇用安定と能力開発の 2事業への支出に分

類することができる。

ただし、失業者に対する金銭給付に関しては、従来怠惰防止論が付きまとって

いる。我妻博士も「失業中の労働者に対する保険金給付は……一定の限界を持た

ざるを得ない」と解し、給付制限の趣旨は「怠惰な受給者の発生を防止せんとす

るところにある」と主張した72）。しかし、このような怠惰防止論には、失業者に

対する給付がいかなる権利を保障するものなのかに関する検討が軽視されていた

と思われる、と松林博士は指摘する73）。給付は、「私企業のもとでは就業しえな

いときに、国に対して労働の機会の提供を要求し、それが不可能なときには、相

当の生活費の支払を請求しうる権利」としての労働権を保障するために意味を持

つ制度なのである。先述のように、労働権を保障するうえでは、「労働者の尊厳

に値する生存」を尊重する必要があり、職業さえ見つかればどのようなものでも

構わない、というものではないと解することもできる。即ち、求職者が失業中に

一応の生活の安定を手にし、その後自発的に職業を選び、「労働者の尊厳に値す

る生存」の実現をするために、失業等給付等の公的制度を利用することが前提と

なるであろう。そのため、労働権の保障のために、求職者給付が大きな意味を有

すると言えるのである。

しかしながら、現実としては、求職者給付、とりわけ、一般被保険者に対する

基本手当がこの機能の中核となるが、その失業者に占める受給者比率は低下して

いる74）。この原因としては、①雇用保険の被保険者資格を有さない労働者の増加、

②事実としての離職と求職活動が雇用保険法所定の失業状態に該当しない場合が

あること75）、③受給資格要件を満たさない失業者の増加、④待機期間中、あるい

は給付制限を受けている76）こと、⑤基本手当の受給期間ないし所定給付日数を

経過してもなお再就職することができない長期失業者が増大していること77）、⑥
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雇用保険の本体部分である基本手当生活保障機能が弱体化していることが指摘さ

れている。

雇用保険の被保険者資格を有さない労働者の増加に関しては特に非正規労働者

の保護に関連して従来から問題視されており、2009年、2010年に雇用保険の適用

対象を非正規労働者に対して大幅に拡大し、少なくとも働く人々はほぼおしなべ

て雇用保険の適用下に入る可能性を持つことになった78）。

しかしながら、所定労働時間のみによって被保険者資格を決定する現行制度に

は疑問の声もある79）。確かに現行雇用保険制度は少なくとも週に20時間以上労働

している労働者であれば雇用保険の恩恵を享受できるように設定されており、多

くの労働者をカバーすることができるようになっており、その点については大き

な意義がある。しかし、そのような労働時間による区切りが現代の状況に適して

いると言えるのであろうか。現代では、複数の事業主の下で短時間のアルバイト

に並行して従事しながら生活を維持しているような者が少なくない。また、大学

や高校でも、新卒者の就職率が低迷している状況の下で、さしあたりの選択肢と

して複数のアルバイトに従事して中途採用を目指す者も一般化している。このよ

うな状況下では、単一の事業主の下での労働時間が週に20時間を超えることは容

易ではないケースも多いため、現行法の下では雇用保険の対象となりえないジョ

ブマルチホルダーが生まれることとなる。労働状況が大きく変わった現代におい

ては、単に労働時間のみで区切る方法を採用していては、労働権の保障を阻害す

る要因になりうると言えるであろう。

以上、労働者の労働権が保障されるうえで、重要な価値を有する職業訓練と失

業等給付に関して、いかように労働権保障が模索されてきて、現行法や政策が真

に労働権保障を為しえているのか否か検討をしてきた。労働権をいかに解するか

に関する議論において多くの主張がなされたが、27条はプログラム規定であり、

労働権は具体的権利とは言えない、とする立場が一貫している中で、これらの雇

用保障政策が果たして労働権を保障できていると言えるのであろうか。職業訓練、

失業等給付は双方ともに、労働権保障を実現するためには必要な施策であること

はすでに指摘をした通りであるが、それぞれにいまだ問題を抱えており、時代に

合わせた労働権保障のための政策の在り方を模索していくことが必要であると思

われる。
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Ⅳ　労使関係における労働権

ここからは労使の労働関係において、労働権がどのような形で労働関係を規律

しうるのか、労使関係において、労働権をいかなる形で実現していくべきかを検

討する。Ⅱ章で検討したように、労働権規定は主として、国に対して政策的義務

を課したプログラム規定として理解されてきた。ただし、労働権規定が、労使の

契約関係において、何ら法的意味合いを有さないものであったわけではなく、就

労請求権に関する議論など、様々な場で契約関係に関する法解釈にも間接的に影

響を与えてきた80）。ここでは労働権が雇用保障との関連で公序・信義則を通して

現れてきたといえる雇用維持義務などの変遷を中心に、法解釈による労働権の規

範内容の実現を模索していく81）。この労使の契約関係における法解釈が労働者の

労働権、あるいは適職選択権、キャリア権の保障・実現を考えていくうえで最も

直接的手段であると言えよう。

労働権の労使関係における発現の 1つの形態として、労働者と使用者の間にお

ける雇用維持義務を提唱する初期の見解として、林佳廣博士の見解があげられ

る82）。ここでは使用者は労働権の具体化として契約上の義務とは別個に雇用維持

の法的義務を負うものと認められるべきとの主張を展開している。ただし、この

場合における雇用維持義務は、契約を媒介として生じるものではあるが、契約そ

れ自体から生じる権利義務とは異なるとし、そのような契約を媒介として労働権

に基づく雇用維持の権利が問題にされる場合に、それがどのような規範内容とし

て使用者を拘束するのかの法理論構成を考えなくてはならないとしている。

そして、実際にこのような雇用保障に関する事業主の責任を強化するため、雇

用維持義務をより広範に捉えようとした学説も現れる83）。これは雇用維持義務を

単なる解雇規制にかかわる文脈から捉えるのではなく、事業主は労働権原理上、

より多くの労働者を適正な労働条件で積極的に雇用し、維持する義務までも負う

ものとして解している。

ただしその一方で、解雇制限については解釈論上の根拠を与えるものの、その

他の側面について抽象的な雇用義務が事業者を直接的に拘束すると考えることは

困難であるとして、直接に義務を課す場合には抽象的な雇用義務を前提とした具

体的な立法措置を必要とするものとしている。これは雇用維持義務を労使間を規

律する契約上の義務として導き出そうとするものというよりも、我が国の雇用保
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障において、事業主の責任を強化する立法の規範的根拠として置くものと言えよ

う84）。

また同様に雇用保障義務を唱える清正寛博士の論文では、雇用保障法における

法的人間像のメルクマールを総資本に対する階級的従属性ないし使用者への経済

的従属性としたうえで、「労働の従属性が労働権の具体化としての雇用保障権を

労働者に保障し、又国家及び使用者に対して雇用保障の義務を設定する根拠であ

ることを考えれば、解雇は使用者の雇用保障義務―より具体的には雇用維持義

務―に反しては行い得ない……雇用保障権は『一定の質の雇用』に対する権利

だけでなく『より良き雇用』に対する権利をも包摂するのであるが、かかる従属

性の存在がこれらの権利を労働者に必然化せしめるのであり、このことから就業

状態にある労働者の職業訓練権が雇用保障権の具体的内容として措定されること

になるのである」（53頁）としており、職業訓練をも労働権から導き出される雇

用保障権（義務）として含めている85）。

この初期の雇用維持義務を提唱する 3つの学説は、それぞれ労働権に基づくも

のとして雇用維持義務を提唱しながらも、肝心のいかにして労働権の規範内容を

労働契約内部に及ぼすか、私人たる使用者を労働権から派生する義務によってど

のように拘束するかの法理論構成が曖昧であるとの批判を免れえないであろう。

いまだ法解釈論の十分な発展がなされていないこの当時では、労働権の実現のた

めに使用者に何らかの義務を負わせる必要があるとの認識自体は共有しながらも、

そのための法理論構成については合意がとれていなかったと言える。

このように労働権の規範内容を雇用保障義務として、事業主の責任としても実

現させようと学説がその法理論構成を模索する中で、その後実際に整理解雇の事

例で労働契約における信義則上の雇用維持義務の存在を認めた裁判例が現れてい

る86）。ただしこの事例における雇用維持義務は、あくまで長期雇用慣行における

労働者の期待から、労働契約において信義則上導かれるとしており、労働権に基

づく雇用維持義務を唱えた林博士・清正博士の見解とは異なり、雇用保障義務の

根拠を労使間の黙示的な合意におくものと言えよう。この判決で示された法理を

前提に、長期継続雇用の実態とそれを支える雇用保障法制の存在から推定される

雇用維持義務を媒介にして、解雇権濫用の法理が確立しているという関係を見出

すことができるとする学説もある87）88）。これは雇用保障法制と契約関係を結びつ

け、雇用市場の場における労働権の保障をとおして契約関係においても労働権を

結びつけることが可能な点で示唆的であると言えよう89）。
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このような雇用維持義務を拡張・具体化して雇用保障義務として労働契約の終

了に関する法制を再構成しようとする試みを取ろうとするものに川口美貴教授の

説がある90）。

川口教授は憲法の労働権保障規定が、国に対して政策義務を課す一方で、労働

権は最終的には労働契約の締結と展開の中で実現されるものであるから、私人間

における法的効果を有し、使用者その他の関係者に対して労働者の労働権の尊重

を義務付け「公の秩序」を設定していると述べている。そして、その具体的内容

として「①労働契約の継続＝当該雇用の維持と、使用者による一方的労働契約終

了の回避に配慮し、②雇用の維持ができない場合は、労働者が雇用喪失により被

る不利益を緩和する信義則上の配慮義務を負っていると考える」（川口美貴・古川

健一「労働契約終了法理の再構成」季労204号（2004）52頁）としている。

この学説はこれまで曖昧であった労働権と雇用保障義務を明確な形で結びつけ、

かつそれがいかにして契約の内容として取り込まれるかを「公の秩序」を用いて

明確にしている点、雇用保障義務の内容を具体的に雇用維持義務・不利益緩和義

務・説明・協議と終了理由の通知・再雇用義務と 4つに分け大幅に拡大、精緻化

しており、労働者の保護に厚いと考えられる点で意義がある見解であると言えよ

う。

このように解雇に関する文脈で雇用維持義務ないし雇用保障義務を承認する論

文はいくつか存在し、これらの雇用保障義務ないし雇用維持義務の規範的根拠と

して労働権をあげるものは多い91）。しかしこれらの学説はあくまで労働契約が終

了する場合との関連において労働権の実現を問題としたものである。労働権や他

の憲法の諸規定をも包含したキャリア権なる概念が提唱され、雇用保障の在り方

自体が、雇用維持が中心となっていた従来の考え方から、労働者の職業生活全般

を保護する形へ変容してきたと言える現代において、労働契約終了の際の法理を

定めたものに過ぎない雇用維持義務ないし雇用保障義務ではもはや足らず、労働

契約の発生、展開の場面をも規律する新たな概念が必要と思われる。

そのような労働者の職業生活全般を保護する包括的な義務内容を有する新たな

付随義務になりうるものとして、従来の学説を踏まえ、労働権から導かれる使用

者に対する職業能力配慮の要請を基に、種々の労働者の権利あるいは使用者の義

務を、職場環境配慮義務として統合しようとする見解がある92）。

ここでは、労働権に基づく使用者の信義則上の配慮義務として、雇用保障義

務・雇用維持義務だけでなくこれらを包含した、職業能力の発揮にふさわしい職
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場環境に配慮をなすべきとした職場環境配慮義務を憲法27条に基づく公序の要請

から信義則上負うとしている。これまで別個に考えられてきた解雇に関する問題、

就労請求権に関する問題を、セクハラや職場内でのいじめといった観点から捉え

られてきた従来の職場環境義務に労働権を基礎に統合させる、新しい職場環境配

慮義務を作り上げるものであると考えられる93）。

しかし元々職場環境配慮義務に関していえばこれは明らかにセクハラやいじめ、

パワハラなどの対策という観点から発展したものであり、安全配慮義務の拡大と

捉えるものも多く、まるで雇用保障とは文脈の異なる概念であると言える94）。従

来の職場環境配慮義務や解雇に関する問題、就労請求権は、それぞれ別個の観点

から独自に発達をしてきたものであり、これらを 1つの「職場環境配慮義務」と

して統合することが果たして妥当と言えるのかといった批判が考えられると言え

よう。

そればかりか 1つの義務内容をいたずらに拡大することは、ともすれば義務内

容を抽象的にし、その実効性を危うくする恐れがある。

むしろ、雇用保障義務ないし雇用維持義務を信義則上認められる使用者の付随

的義務として確立させたうえで、その発展ないし次の段階として、かつて安全配

慮義務から職場環境配慮義務が考えられたように、労働者の職業能力に配慮する

義務を新たに創設するか、もしくは雇用保障義務のまま、その具体的な一内容と

して職業能力に対する配慮を盛り込むべきではないだろうか95）。

ただし、社会における浸透度合いという観点からみた場合には、雇用保障義務

と異なり、職場環境配慮義務はすでにある程度裁判例により確立されつつあり、

その義務内容の拡大は、雇用保障義務の場合と比較してより現実的であるという

見方もできよう96）。理論的にはどうあれ実際の流れとしては職場環境配慮義務の

拡大というアプローチが現実的ともいえる。

いずれにせよ、労働権の実現、特に司法の場における実現のためには、付随義

務論のさらなる発展を含めた法解釈論の進展が不可欠である。職場環境配慮義務

を使用者の種々の付随義務（雇用保障義務、狭義の職場環境配慮義務等）として再

構成するにせよ、あるいは雇用保障義務の一環として、職業能力配慮義務を組み

込むにせよ、労働権の意味内容が人間の尊厳論、適職選択権、あるいはキャリア

権と変遷していく以上、その内容の実現は国家の政策によるものでは不十分であ

り、使用者に対して労働者の労働権実現のために何らかの配慮義務を負わせるよ

うに法解釈を進展させていく必要があると言えよう。
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Ⅴ　結　語

本稿では、雇用保障全般にかかわる法的正当性の根拠として労働権を置き、そ

の規範内容を確かめるとともに、どのようにすれば労働権による法的正当性が保

障された雇用保障が日本において実現できるのかを考察した。序論でも述べたよ

うに、日本における雇用保障は雇用市場法のみによって達成することは難しく、

そこではいかにして、あるいはどの範囲まで使用者が労働者の雇用保障に対して

責任を負うか、換言すれば労働契約を前提とする労働関係において労働権をいか

にして実現していくかが重要となる。

そして、そのためには立法による手掛かりがいまだ少ない以上、労働法学にお

ける労働契約に関する法解釈の発展、付随義務論の発展等が不可避であるように

思われる97）。

労働契約における契約理論の発展と、雇用市場法における国家の政策の発展の

両者が労働権の実現を主眼としてなされ、両者が労働権の実現という理念のもと

結び付けられることによってはじめて、日本における法的正当性の担保された雇

用社会が成り立つのではないだろうか98）。

日本における雇用保障の在り方自体ももはや変化しつつあり、キャリア権論な

どの新たな憲法解釈が生じるなど、従来の雇用維持のみが雇用保障の形態である

とはもはや主張できない99）。しかしながらどのような雇用保障の在り方が考えら

れるにせよ、それは労働権をはじめとする憲法の諸規定の裏付けを伴う必要があ

り、雇用政策であれ、あるいは既存の法解釈であれ、労働者の労働権保障という

観点を前提として検討がなされるべきであろう。例えば雇用ミスマッチの問題や

解雇規制に関する問題も労働権の規範内容の実現を主眼として捉えなおすことが、

今後どのような政策を打ち出すにせよ必要になろう100）101）。

そして、その労働権などの憲法の諸規定の規範内容の実現は、立法権、行政権

によって実現される労働市場政策と司法権を中心にその実力を発揮する法解釈論

がそれぞれに発展し、日本の法システム全体として機能することが、不可欠であ

ると考えられる。

特に雇用保障政策の場において経済政策への従属が起こりやすく、ともすれば

労働権の内容がないがしろにされやすい。労働権を絵に描いた餅にしないよう、

その規範内容の実現を社会システムの構築により取り組もうとした場合には、使
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用者側の営業の自由、そして我が国における経済情勢が大きな課題となる。

しかし経済の発展という観点から見た場合には、労働権の保障と両者は相いれ

ない関係ではないといえる。労働権の規範内容は変遷し、他の人権とあわせて

キャリア権なるものが提唱されるに至っているが、そこで要求される労働者の

キャリアの保障、生涯を通した職業能力の向上は今後日本経済がさらなる発展を

していくうえで欠かせないものではないだろうか。労働権という労働者の権利の

向上は間違いなく日本経済に資するものであり、日本経済の向上と労働者の権利

保障は二項対立的なものでは決してない。もし労働者の権利保障をないがしろに

した雇用保障政策なるものがなされるならば、それこそ法的側面のみならず経済

的側面から見ても誤りであるということができよう102）。

また使用者の営業の自由との調整という観点から見た場合であっても、労働者

の労働権の規範内容が使用者に対して過度な負担を強いるものとは思えない。ま

た仮にその負担が過大であるとするならば、労働権は元々国家に対する義務を課

す憲法の規定なのであるから国家が何らかの形でその過大な部分を負担すべきで

あろう。営業の自由の名のもとにその過大な負担に対するしわ寄せが労働者にい

き、労働権の意味内容をないがしろにすることは決して認められるべきではない。

労働権の規範内容を改めて捉えなおし、その内容の実現を労働法学における法

解釈、雇用市場政策両面からおこなうことが、現在では求められているといえよ

う。

1） 片岡昇「労働権の保障と雇用保障法の理論体系」『現代労働法講座13巻　雇用保
障』日本労働法学会（1984）において「積極的雇用政策が国の経済政策の一環に
組み入れられる結果、雇用立法の経済政策に関する従属化が強まり、労働法とし
てのそれの特質なり独自性を希薄化される恐れが皆無でないとみられること……
等の問題が考えられるのである」（ 3頁）と述べられている。

2） 高藤明「雇用保障法制の展望」『労働基準法の課題と展望』日本評論社（1984）。
3） 野村晃「労働権」『戦後労働法学説史』労働旬報社（1996）594頁。
4） これを手続保障と実態規制として分けるものもある。矢野昌浩「雇用社会のリ
スク社会化とセーフティネット」日本労働法学会誌111号（2008）では「労働権
には基本的には 2つの側面があると考える。 1つには雇用へのアクセスを保障す
るという意味での手続き保障的側面である。これは、市場の需給関係に失業問題
への解決を委ねるのではなく、労働者が雇用にアクセスするための条件整備や積
極的支援を国が行うことを目的とする……労働権保障は、単なる雇用へのアクセ
ス保障でなく、いかなる雇用へのアクセスを保障するのかという、もう 1つの側
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面、すなわち、実態規制的側面を含むものと考える……そのうえで労働権保障に
は手続保障と実態規制が重なり合う内容として、『より良い雇用へのアクセス保
障』も含まれていると考える。これは求職者のみならず、在職者にも及ぶ。……
労働市場と企業組織を通じたより人間らしい就労の機会の漸進的保障が、労働権
保障の 1つの重要な柱になると考える」（93-94頁）としている。

5） 根本至「雇用保障と労働市場の規制」『集団的労働関係法・雇用保障法』法律文
化社（2012）215-216頁。ここでは安定した雇用の確保を目的とする解雇権濫用
法理の憲法上の根拠も憲法27条 1項 2項にあると解すべきとしている。

6） 菅野和夫『新・雇用社会の法（補訂版）』有斐閣（2004）では「日本型雇用社会
の全体的構造は、大企業⊖中堅企業における長期雇用システムと企業別労使関係
を中心的システムとしつつ……その最大の特徴は、企業と正社員労働者間の長期
的雇用関係（雇用の維持・継続）を重視する『雇用安定型社会』にあったといえ
よう……これら雇用社会当事者の雇用尊重の理念は、雇用の維持・安定を相当程
度において他の価値（目前の企業利益や賃上げ）に優先させるものであり雇用優
先の理念でもあった」（12頁）と述べられている。

7） 両角道代「雇用政策法と職業能力開発」日本労働法学会誌103号（2004）では「雇
用政策法の対象領域は、外部労働市場を主とはするものの、内部労働市場にも及
びうる。とりわけ解雇や採用に関する法規制は、外部労働市場と内部労働市場が
接合する領域を規律するものであり、労働関係における権利義務を定める法であ
ると同時に、国家が雇用政策を遂行するための法政策としての性質を強く持って
いる。このような分野においては、労働関係の法としての、正当性と雇用政策と
しての経済的合理性との対立調整が、より直接的な問題として現われてくる。今
後は、外部労働市場と内部労働市場の接合が進む中で、このような二面性を持つ
法分野が拡大し行くことが予想される」（20頁）として、外部労働市場と内部労
働市場の結合、換言すれば、雇用保障にかかわる解釈論と政策論の両方が結びつ
く分野の拡大が示唆されていると言え、日本における雇用保障システムを考える
にあたっては、両者の相補的運用という視点が必要であろう。

8） 武田芳樹「社会労働領域と憲法学」法律時報85巻 5号（2013）では憲法を三権
の協働によって機能する法システムであるとしてとらえ、「法システムとしての
憲法が全体としてうまく機能するためには、裁判所による憲法規範の実現だけで
は不十分な場合があり、そうした場合には憲法の構成要素の相互作用によって全
体として好ましい結果をもたらすシステムの運用を構想する必要が或る」（40頁）
としている。

9） 野川忍「解雇と被解雇者をめぐる法的課題」『労働者人格権の研究　上巻　角田
邦重先生古稀記念』信山社（2011）など、日本型雇用慣行が解雇権濫用法理の形
成に影響を及ぼしてきたことはすでに多くの文献が指摘するところである。労働
市場を取り巻く社会環境や、法政策は労使の契約関係に関する法解釈と一体と
なって労働者の職業生活を左右すると言える。
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10） 片岡昇「『雇用保障法』の概念について」『労働法の解釈理論』（有斐閣、1976）
490頁。

11） 日本国憲法27条 1項において、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」
と規定されている。

12） 28条に規定されている労働三権が、労働者の団体自治の自由を保障するのに対
し、労働権は国に労働の機会の確保を要求するもので、その権利の本質は大きく
異なっている、と野村博士は記述している。野村晃「憲法二七条（一項）の労働
権の解釈論的把握と課題（上）」研究紀要［日本福祉大学］95号（1996） 1頁。

13） 片岡前掲註10）490頁。野村晃「労働権論」籾井常喜『戦後労働法学説史』労働
旬報社（1996）609頁。

14） 荒木誠之「労働権保障と雇用保障法の展開」ジュリスト増刊『労働法の争点（新
版）』（1990）10頁。諏訪康雄「労働権保障」ジュリスト増刊『労働法の争点（ 3

版）』（2004）10頁。
15） 1946年に制定されたフランス第四共和国憲法においても、「各人は、労働する義
務及び職務を得る権利を有する」として労働権の概念が言及されている。

16） 我が国は、同様の内容を規定した国際人権規約 A規約を1979年に批准している。
17） 荒木前掲註14）10頁。
18） 野村前掲註12） 1頁。
19） 野村前掲註12） 4 - 6頁。
20） 北村貴「日本国憲法の勤労権規定に対する憲法政策的含意―憲法規範力比較の

観点から―」比較憲法学研究21号（2009）140頁。
21） 石川吉右衛門「勤労権」国家学会雑誌60巻10号（1946）137頁。
22） 第90回帝国議会・第17回帝国憲法改正案委員会議録（1946）より金森徳次郎国

務大臣の発言。
23）「国家に対する直接の請求権がないという理由の下に、これを単なる『自由権的
基本権』の一種となすべきではない」（我妻栄「基本的人権」国家学会雑誌60巻
10号（1946）282頁）や「きわめて保守的なもので、勤労の権利の宣言を実質的
には、ほとんど無意味なものにすることになる」（石井照久『労働権』中央労働
学園（1948）68頁）など数々の批判が寄せられた。また、荒木博士は「労働権の
主張が資本主義経済社会の失業問題に対応して形成されてきた経緯に鑑みるとき、
これを単なる自由権とみる説が支持を失ったのは当然であった」と指摘している
（荒木誠之「労働権保障と雇用保障法の展開」ジュリスト増刊『労働法の争点（新
版）』（1990）10頁）。

24） 三井正信「労働法総論講義（ 1）」広島法学35巻 1号（2011）90-91頁。条文配
列を見ても労働権が25条の生存権を総則とした社会権規定の各論の 1つであると
いえることから、やはり社会権的性質が中心となりうるとの見解が示されている。

25） 我妻栄「基本的人権」国家学会雑誌60巻10号（1946）85頁。
26） 野村前掲註12）12頁。諏訪前掲註14）10頁。
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27） 田中二郎「新憲法の特色（五・完）」警察研究18巻10号（1947）22頁。
28） 美濃部達吉博士は当初、労働権は「受益権」の 1つであり、国家の積極的な行
為を要求し、国家の提供する利益を受ける権利であると主張していたが、その後
自説を変更し、「憲法により直接には、なんらの具体的な権利を生ずるものでは
ない」と主張するに至った。

29） 世界的にも、ソヴィエト憲法が完全な労働権の実現を目指している一方で、ワ
イマール憲法等の資本主義憲法が労働権をプログラムと捉えている。資本主義を
原則とする日本において、労働権を具体的権利と認めることは、「明白に解釈論
の限界を逸脱している」と一蹴された。

30） 石井照久『労働権』中央労働学園（1948）68頁。
31） 石井前掲註30）68-72頁。
32） 石井前掲註30）73頁。
33） 野村前掲註 3）604-605頁。
34） 野村前掲註12）14-15頁。
35） 片岡曻「『雇用保障法』の概念について」『労働法の解釈理論』有斐閣（1976）

477- 頁。
36） その対応策として失業保険法（1947）、職業安定法（1947）、緊急失業対策法
（1949）等が成立した。

37） 荒木前掲註14）11頁。
38） 当時、経済優先の雇用政策が展開されている中、1964年に ILOで批准された雇
用政策条約・勧告（1964年）で「労働者が自らの労働を通じて積極的に社会的寄
与を果たしうるような雇用保障の実現」などが謳われたことから、この条約との
対比で日本の雇用政策に批判が集まった。そのことも、積極的雇用政策の推進を
促す要素となった。森永健二「ILOにおける労働権と雇用保障」法律時報46巻10

号（1974）46-51頁。
39） 沼田稲次郎『社会法理論の総括』勁草書房（1975）34頁。
40） 沼田前掲註39）38頁。
41） 松林和夫『労働権と雇用保障法』日本論評社（1991）106-109頁。
42） 松林和夫「戦後『雇用保障』法の展開と労働権保障」日本労働法学会誌45号
（1975）151頁。

43） 詳細は後述する。
44） 松林前掲註41）109頁。
45） 諏訪康雄「キャリア権の構想をめぐる一試論」日本労働研究雑誌468号（1999）

54-64頁。
46） 労働者の自己決定に基づく戦略的転職（自発的な労働力の流動化）が多くみら
れるようになり、また、リストラや企業の倒産などによる転職（非自発的な労働
力の流動化）も増加してきている。このような傾向を踏まえ、企業 1社における
職の保障に留まらず、転職も含めた生涯にわたる個人のキャリア展開を継続的に
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保障することの重要性が増してきている、との認識の下、「キャリア権」の考え
方が登場してきている。

47） 諏訪康雄「労働権保障」ジュリスト増刊『労働法の争点（ 3版）』（2004）10頁。
48） 諏訪康雄「エンプロイアビリティは何を意味するのか？」季労199号（2002）81

頁。
49） 諏訪前掲註45）61頁。
50） 野村前掲註 3）613-614頁。
51） 野村前掲註 3）614頁。
52） 例えば、1964年に失業保険法 3条の「労働の意思と能力」という受給資格要件
についての立証責任を職業安定所から求職者へ転換したことがある。即ち「求職
条件の希望を固執する者」「農業・商業等の家業の繁忙期に手伝いをするため他
に就職し得ない者」は労働の意思と能力のないものと推定され、それを覆すこと
ができない限り受給資格はないと解するように変化したのであった。これは、農
民達から失業保険の利用を奪い離農させ、新たな低賃金労働力として駆り出すこ
とを目的とした政策であった。また、1963年の緊急失業対策法と職業安定法の改
正により、失対事業への就労の窓口規制が行われ、中高年齢者等の特定の者しか
就労できないようになったことからも、雇用保障への意識の低さが窺える。

53） 松林和夫「雇用保障法制の理論課題」労働法学会誌45号（1975）85頁。
54） 松林前掲註41） 4頁。
55） 雇用保障法は、職業紹介・失業保険・職業訓練等の公的制度により求職者に対
して、雇用あるいはより良い雇用の成立・維持・移動を援助し、または就職でき
ない場合には再就職までの一定期間生活保障を、あるいは職業訓練を保障する法
領域であり、労働権の保障を目指すものと定義されることがある。

56） 従前の失業対策的職業補導、あるいは労働保護的な技能者養成を脱皮して、新
たに産業界の要求する技能労働力の要請を目的とするものであった。

57） 松林和夫「労働市場と労働法―雇用・失業法制と労働権保障―」『労働法の基本
問題』総合労働研究所（1974）650頁。

58） 松林前掲註57）651頁。
59） 松林前掲註41）104頁。
60） なお、本問題は教育権と労働権に関わる性質のものであると認識されてはいる
が、本稿においては、その目的からして、労働権の一環としての職業訓練受講権
のみを扱い、検討することとする。

61） 野村晃「憲法二七条（一項）の労働権の解釈論的把握と課題（下）」研究紀要［日
本福祉大学］96号（1996） 1頁。

62） 松林前掲註41）110頁。
63） 松林前掲註41）110頁。
64） 松林前掲註41）110頁。
65） 松林前掲註41）116頁。
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66） 職業訓練法 3条 1項。
67） 職業能力開発促進法 4条 2項において「国及び都道府県は、事業主その他の関
係者の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じて必要な援助等を行うことに
より事業主及びその他の関係者の行う職業訓練の振興及びその内容の充実並びに
労働者が職業訓練、技能検定等を受けることを容易にするために事業主の講ずる
措置等の奨励に努める」との規定がされている。

68） 公共訓練の事業費が300億円から160億円に減額される一方で、民間訓練への援
助・助成に関する事業費は58億円から410億円に増額された。

69） 荒井一博『文化・組織・雇用制度―日本的システムの経済分析―』有斐閣（2001）
215頁。

70） 同旨の指摘は2012年の雇用政策研究会でもみられた。「政策や課題の間には必ず
トレードオフの関係があるわけです。例えば従来からずっと問題になっているの
は、雇用の流動性を高めるかどうかということです。労働市場の流動性、雇用の
流動性を高めるというのは、一面では既にもう能力を持っている人が最適な職場
に配置されて、マクロの生産性を上げるためにはいいことですけれども、一方で
は、雇用の流動性が高まると人的資本投資が減ります。これは本人にとっても企
業にとっても人的投資の費用を回収できないリスクが多くなるので、雇用の流動
化が進むと人的資本投資が減少するという意味では、まだ能力を持っていない人
の能力の蓄積についてはマイナスになります。トレードオフの間のバランスをど
こで取るかということが重要ですが、ともすると議論は、一方的に労働市場の流
動性を高めたほうがいいとか、あるいは逆に、とにかく安定的な雇用が絶対なの
だとか、そういうふうに傾きがちなので、雇用政策研究会は専門家の集団として、
その中で、ぎりぎりのトレードオフの中での選択というのはどうなのかというこ
とを指し示すことが重要だと思います」（清家篤発言、第 1回雇用政策研究会
（2012年 4月 5日））。

71） 野川忍「雇用保険と求職者支援制度の課題と展望」季労232号（2011） 3頁。
72） 保険金給付に一定の限界を持たせる理由して、我妻博士は「即ち、保険金給付が、
水準的な賃金額に接近すればするほど、労働への意欲を減退せしめるからである。
……労働の意思と能力の存在が……受給資格の要件とされているが、しかし、そ
の認定は事実上極めて困難であるから、労働意欲の減退という効果をこの面から
除去することはできない」と述べている。

73） 松林前掲註41）138頁。
74） 離職・失業した者は管轄公共職業安定所長による、①給付の受給者資格（雇用
保険法15条 1項）に該当するか、② 4週間毎の失業認定日に同法 4条 3項にいう
「失業」状態にあるか、③給付制限事由（同法32～34条）に該当する事情を抱え
ていないか、以上 3つの判断を経なければならない。

75） 雇用保険法 4条 3項で示された「失業」の定義で示された 4要件のうちア）受
給資格者の「意志」、イ）労働の「能力」、ウ）「職業に就くことができない状態」
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の判断基準には批判が多い。詳しくは、中内哲「再就職支援に果たすハローワー
クの役割」日本労働法学会誌（2008）111号参照。

76） 給付制限事由では、ア）職業紹介等拒否、イ）重責解雇、ウ）正当理由のない
自己都合退職が批判の対象となっている。ア）ウ）に関しては労働権には適職選
択権、適職訓練受講権が含まれるとの観点から、イ）に関しては対使用者との関
係で非難されるべき事項を求職者給付の給付制限事由として掲げることには論理
の飛躍があるとの観点から批判がされている。

77） 丸谷浩介「失業時の生活保障としての雇用保険」日本労働法学会誌111号（2008）
32頁。

78） 野村前掲註61） 4頁。
79） 丸谷前掲注77）35頁。野村前掲註61） 6頁。
80） 本文に述べたように労働権の私法上の効果を示す一例として、就労請求権の議
論においては、労働契約において使用者が労働権に基づき信義則上、労務受領義
務を肯定する見解が存在する。片岡昇『労働法（ 2）（第 4版）』有斐閣双書（1999）
では「労働契約に基づく付随義務として、最も重要なものに労働受領義務および
安全保護（配慮）義務がある。……一般に労働は、人間の人格的活動であり、人
格の形成、発展にとり大きな意義を持つ。労働者についてもこの点に変わりはな
い（「働き甲斐」や「労働の人間化」の問題である）。憲法27条の労働権の保障は
（その私人間の効力については見解の対立があるが）、第一次的には、こうした人
格的価値にふさわしい労働機会の保障を理念として掲げ、その実現に向けて法の
あるべき方向を規定したものと解される。これを受けて使用者は、労働契約に基
づく信義則上の要請として、労働者の労働に含まれる人格的価値を尊重し、その
実現を不当に妨げられないことを義務付けられ、結果として労務受領義務が肯定
される」（118-120頁）。

81） 角田邦重「企業社会における労働者人格権の侵害」日本労働法学会誌78号
（1991）では「労働者の自由やその他の精神的人格価値の保護が、単なる契約自
由や私的自治への復帰によってではなく、生存権・労働権理念の労使関係への浸
透による市民法の社会化によってもたらされたことを意味していると言ってよい
であろう」（16-17頁）として「企業社会における労働者の自由や精神的人格価値
の保護は、契約の自由や私的自治によるのではなく、反対に、生存権・労働権理
念の契約法理への浸透や憲法上の基本的人権保障の間接適用である『公序良俗』
によるその制約を通して導き出されてきたものであった」（21頁）と述べている。

82） 林佳廣「雇用保障法の今日的課題」法律時報50巻 4号（1978）。雇用維持義務の
内容については、不当な整理解雇に対して、公序違反として違法との理論的根拠
たりうるものの、即座に地位存続確認を求める具体的請求権としての性格までは
もちえないとしている。

83） 片岡前掲註10）512-513頁。
84） この抽象的な雇用維持義務の中身が立法によって具体化されたような場合に、
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労働者の側から履行請求、債務不履行責任を問うことができるのかは明確にされ
ていない。

85） 清正寛「雇用保障法の理論的課題（三）―その体系化をめざして―」労旬954号
（1978）。

86） 東京高判平成 5年 3月31日労判629号19頁。判旨「……わが国の場合、一般に労
働者は、特段の事情がなければ、企業に終身雇用されることを期待して就労する
のが通例であり、途中退職のばあい、特に中高年齢層労働者にとっては、再就職
は困難か著しく不利な条件を余儀なくされることは公知の事実であり、一方企業
の側でも、特段の事情のない限り、このような労働者側の意識を十分認識のうえ
採用するものである以上、このような労働者の期待に出来る限り応え雇用維持を
図ることが、継続的法律関係である労働契約における信義則上要請されているも
のというべきであるからである。……」。

87） 有田謙司「労働移動をめぐる雇用保障法制と労働契約」日本労働法学会誌84号
（1994）では「こうした雇用の安定を目的とした雇用保障法制の存在は、一面で、
解雇権濫用の法理と長期継続雇用の実態にとって、それを支える機能を果たして
いるようにも思われる。こうしてみると長期雇用継続の実態、解雇権濫用の法理
などの労働契約の法理、そして失業の防止、雇用の安定を目的とした雇用保障法
制は、一定の照応関係にあるかのように思われる。誤解を恐れずに言えば、いわ
ば、そうした関係が暗黙の社会契約のようなものとして存在するかのように思わ
れるのである」（88頁）として両者の結びつきを示唆している。

88） 東城守一「労働契約と信義則」労旬838号（1973）。「このような今日の法律理念
から説かれた信義則は、かつての権利行使に当たっての当事者間の公平的取り扱
いを図るための民法の基本的原理内の報酬制的機能から進んで、各法分野におけ
る社会法的立法を実定法上の契機として生ずる時代精神（社会的・経済的要求）
に即した信義則の登場である。言葉を変えていうと、経済的強者と弱者の著しい
不均衡を是正するために、経済的強者の権利行使とその法的効果の発生に制約を
要求するという意味での信義則理念である。ただ、この新しい信義則理念は、国
家が立法的措置によって政治的社会的配慮の実効を明確化したとか、学説や世論
が一致して要請するときに、これを社会的機能として指定すべき、と説かれる」
（32頁）としており、信義則を媒介として、労働市場の実情がより強く労使の契
約関係に影響を及ぼすようになったと言える。

89） ただしこのような結びつきは、雇用保障法制が、労働権の要請からかい離した
ような場合には、契約関係における雇用保障をも脆弱にするという点で危険なよ
うに思われる。むしろ雇用保障法制と労働契約関係の両者を労働権という基盤か
ら直接派生させることが、日本の雇用保障法制を考えるうえでは重要であろう。

90） 川口美貴「雇用構造の変容と雇用保障義務」『講座21世紀の労働法』有斐閣
（2000）及び川口美貴・古川健一「労働契約終了法理の再構成」季労204号（2004）。

91） 本久洋一「解雇制限の規範的根拠」日本労働法学会誌99号（2002）など。
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92） 三井正信「準解雇の法理（五・完）」広島法学28巻 1号（2004）73-103頁。「労
働権に対して尊重配慮すべき使用者の信義則上の義務には、雇用保障義務・雇用
維持義務のみならず、さらに進めてこれらをも包含する、職業能力尊重配慮の観
点から労働者の職業能力の発揮にふさわしい職場環境に配慮するという義務も含
めて考えるべきであろう。……準解雇のみならず就労請求権の問題を媒介させる
ことによって、従来のセクハラや職場内いじめといったネガティブな問題への対
応から雇用保障も含めた労働者の能力展開にふさわしい職場環境配慮の広範な整
備へ向けて職場環境配慮義務のポジティブな方向におけるレベル・アップないし
バージョン・アップが可能となるのである」（89-91頁）。

93） 使用者の職場環境配慮義務をセクハラ防止などの観点から詳しく分析したもの
として内藤恵「労働契約における使用者の職場環境配慮義務の法理―職場のセク
シュアル・ハラスメント、職場のいじめ・嫌がらせ等を中心として―」『加藤修
教授退職記念論集』法学研究82巻12号（2009）。

94） セクハラ防止という観点から職場環境配慮義務を提唱した文献として松本克美
「セクシュアル・ハラスメントに対する慰謝料請求」ジュリ985号（1991）があげ
られる。ここでは「使用者は労働契約上の信義則に基づき、セクシュアル・ハラ
スメントのない労働環境を整備する本質的な義務を負っていると言える。翻って
みれば従来から議論されてきた労働過程での安全問題も、そして今問題になって
いるセクシュアル・ハラスメントのない職場も、ともに『労働環境』にかかわる
問題である。したがってこれまでの安全配慮義務を発展させ、それをも含んで
『労働環境配慮義務』概念を指定したらどうか。」（125頁）と述べられている。

95） 使用者に労働者の能力を公正に評価するように配慮義務を考えるものとして、
三井正信「労働者の能力を公正に評価する義務は使用者の労働契約上の義務とし
て構成可能か」日本労働研究雑誌501号（2002）では、従来の構成能力評価義務
の共通項を「信義則上あるいは黙示の内在的合意により使用者は労働契約上適正
ないし公正評価・考課義務（以下、公正評価義務と略す）を負うが、これを具体
化するため使用者はあらかじめ合理的で客観的な評価基準を設定し公開する義務
があり、加えて目標設定の適正さ、評価の客観性や賃金額につき労働者の納得を
得るために情報提供や紛争処理も含め使用者は労働者と真摯に交渉すべき誠実交
渉義務も負担する（透明性と納得性の確保）という点に帰着する」（86頁）とし
たうえで、「最後に付言すれば、労働者の職業能力を論じる場合、その前提とし
て職業能力が労働者の労働権と密接に関連している点に留意すべきであり、した
がって労働権保障（憲法27条 1項）の関連から使用者は一般的に労働者が能力発
揮できる環境を整備する必要があると言えよう」（88頁）と述べている。

96） 労働契約における信義則上の職場環境配慮義務を肯定した裁判例として、津地
判平成 9年11月 5日判タ981号204頁などがある。

97） 有田謙司「労働市場と労働法」労旬1495・96号（2001）では「労働市場におけ
るルールの明確化が進めば、それが労働契約論に影響することは当然と考えられ
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る。労働契約は使用者と労働者の権利義務の受け皿である。労働契約論の 1つの
方向は、労使の実質的な対等性の実現を志向し、労働契約の外で形成され存在す
るルールをその内部に取り込んだ、労働契約における使用者の付随義務の豊富化
にあるように思われる」（16頁）。

 98） 根本至「労働法規の公法的効力と私法的効力」『法発展における法ドグマーティ
クの意義』信山社（2011）では労働法規の私法的効力をめぐる問題に対して「労
働法において公法規範と私法規範とは、『相互補足的秩序（Auffangordnungen）』
として構成するのが妥当な見方だと言える。二元的に峻別された法秩序や統一的
に機能しなければならない法秩序でもなく、労働法における公法規範と私法規範
とは相互に補足し合いながら、それぞれの規範目的やシステムに基づいて機能す
るものと理解するのである……労働の最適準や基本原則にかかわる規制など法の
実効性が低下することが許されないものについては、たとえ法律に私法的効果を
明記した規定が存在しなくとも、公序や信義則などを通じて、私法的効力を補い、
使用者の労働者に対する義務（労働者にとっての権利）を認める必要があるので
ある。」公法規範に私法的効力を内容によって認める考えをとっている。これは
付随義務論によらず労働契約外のルールを契約解釈に取り込む 1つの手法であっ
て注目に値するが、本稿では検討しない。

 99） 森戸英幸「雇用政策法―労働市場における『個人』のサポートシステム―」日
本労働法学会誌103号（2004）では雇用政策法が依拠すべき原則として「様々な
移動がスムーズに行われることが理想的な労働市場といえる。……重要なのは、
移動の自主性・自発性、すなわち『あくまでも、そのものが望めば』という限定
である。仕事をしたい、転職したい、独立開業したい、という個人の意欲をサポー
トする。その意欲をことさらに阻害するものは除去するということであって、一
定の方向への労働移動をことさらに『促進』する必要まではない。つまり裏を返
せば、『移動』を望まないものが無理やり移動させられることがない、というの
も労働市場のあるべき姿であるということになる。換言すれば、労働市場の中の
あるエリアへの『定着を望むものをサポートするのもまた雇用政策の目的と言え
る』」（ 6 - 7頁）とされ、従来の雇用保障概念が変容したとみるよりも、狭義の
雇用維持を中心とする雇用保障概念を包摂した新たな雇用保障概念を考えるべき
であるように思う。

100） 雇用ミスマッチについて労働権保障という観点から分析したものとして有田謙
司「雇用のミスマッチと労働法」季労199号（2002）では「このような雇用のミ
スマッチの問題は、労働法の視点から見れば、労働権の問題として捉えられるこ
とになる。……労働権の内容として、労働者が自己の能力と適性を生かすことの
できる、労働条件の質を伴った適職を選択する自由が含まれることは、今日の労
働法学における共通の認識となっている、と理解してよいように思われる。……
雇用のミスマッチの防止やその解消は、労働者（求職者）の適職選択の自由ない
し、適職選択権の実現を図ることを意味することになる。その意味で、雇用のミ



450　法律学研究54号（2015）

スマッチの問題は、労働権の内容である適職選択権の自由ないし、適職選択権を
具体化し、その実現を図るための立法政策論を要求するものと見ることができよ
う」（ 9頁）としている。

101） 解雇規制に関する問題では、特に経済的な側面から解雇規制緩和を唱えるもの
も多いが、解雇規制緩和に実際に経済の上昇に向けた効果があるかについては疑
わしく、そのことを指摘する論文も存在する。解雇は使用者側の一方的な労働契
約の終了であり、労働者の労働権と対立する側面が強い。解雇規制については使
用者の契約締結の自由と労働者の労働権の実現という 2つの観点から検討がなさ
れるべきであり、経済政策の側面から捉えることは必ずしも適切でないのではな
いか。

102） ただし、社会システムによる労働権の規範内容の実現を模索する場合には、「労
働権の規範内容の実現」に資する名目で、多様な労働の実現、労働者の主体性の
重視など、実際には従来の労働に関する規制の撤廃や新制度の創設により、労働
者の権利が侵害され、法政策の場における労働権が形骸化する事態が容易に起こ
りうる。そのような事態を避けるべく、労働権の規範内容のある程度の具体化が
必要であり、そのためには、労働権そのものに対する解釈論もより一層進められ
るべきであろう。


