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Ⅰ　序　論

平成26年 1月、就業規則の不利益変更について注目すべき裁判例が出された。

個別に同意をした労働者に対しては、合理性がない不利益な労働条件の就業規則

変更も有効であるとする、熊本信用金庫事件判決1）である。本件は、就業規則に

よる役職定年制の導入に伴い、55 歳以降毎年給与の10％が減額され60 歳の定年

時には50％削減に至るという、労働条件の変更がなされた事案である。本件役職
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定年制の導入に際し、使用者は労働者に対して説明会を開き意見聴取をした。裁

判所は当該就業規則変更について、労働者の受ける不利益の程度と労働条件変更

の必要性から総合衡量して、不合理な変更であるとした。しかし他方、説明会終

了後、異議のない旨を記載し署名・押印した意見書を提出した労働者 2名に対し

ては、自由な意思に基づき本件役職定年制の導入に同意したと認めることが相当

であるとして、就業規則変更の拘束力を認めたのである。

就業規則を巡る法律論については、長らく裁判例の集積により形成されてきた

不利益変更の法理が重視されてきた。平成26年施行の労働契約法（以下、労契法）

は、第 9条から13条に至る各条項において、就業規則に関する解釈論を整理し、

労働契約上の労働条件決定のプロセスを明確にしたと考えられる。しかし当法は、

それまでの判例法理等を整序したのみならず、法解釈として新たな視点も提起し

た。上述の裁判例で議論の焦点となったのは、労契法 9条の反対解釈による、同

意のある就業規則の不利益変更の可否である。同法 9条は、「使用者は、労働者

と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契

約の内容である労働条件を変更することはできない。」と定めているが、これを

反対解釈すると、「労働者が個別にでも労働条件の変更について定めた就業規則

に同意することによって、労働条件が変更できる」と理解される。しかしこのよ

うな反対解釈による就業規則変更を認めることは、労契法制定前の従来の判例法

理では触れられておらず、学説からは労契法の「独り歩き」2）であるとの強い批

判もなされている。

就業規則をめぐる労働法学上の解釈論を振り返ると、当初は就業規則の法的性

質そのものの議論から始まった。いわゆる法規説と契約説の対立が始まったのは

戦前からのことであるが、昭和20年代の労組法改正以後は、使用者による就業規

則の一方的変更が盛んに裁判で争われるようになった。このような使用者の就業

規則の制定・変更権の濫用を防止し労働者の利益を守るために、就業規則をめぐ

る学説はさらに細分化され混迷の状況に至った。しかし学説が有効な解決策を提

起できずにいた中で、昭和43年に最高裁は秋北バス事件判決3）において、独自の

見解を打ち出したのである。長年議論されてきた法的性質については、「多数の

労働者を使用する近代企業においては、労働条件は、経営上の要請に基づき、統

一的かつ画一的に決定され、労働者は、経営主体が定める契約内容の定型に従っ

て、付従的に契約を締結せざるを得ない立場に立たされるのが実情であり、この

労働条件を定めているものであるかぎり、経営主体と労働者との間の労働条件は、
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その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、その法的規

範性が認められるに至っている」と、後に「定型契約説」と呼ばれる考え方を示

したのである。

加えて秋北バス事件最高裁判決の重要性は、就業規則の変更について、使用者

による一方的な変更であっても当該変更に合理性があれば、労働者の個別的同意

なしに当該労働者にその変更が適用されるという法理を確定したことにある。こ

れが後に「合理性判断法理」と称され、その後の最高裁および下級審判決で引き

継がれ、判例法理として定着していく。就業規則の不利益変更にまつわる判例法

理は、次第に強固なものとなり、労契法に組み込まれた。

しかし、労契法制定によって不利益変更をめぐる法的問題は全て解決したわけ

ではなく、新たな課題が浮上した。それが、冒頭で述べた「 9条の反対解釈によ

る、個別的同意のある就業規則の不利益変更の有無」という問題である。実は労

契法制定直後から、同法 9条の反対解釈の可能性については多くの議論を呼んで

いた。その議論が、現実問題として如実に提起された最初の事案は協愛事件4）で

ある。三度にわたる就業規則上の退職金規程の変更の効力が争われた当事件5）で

は、合理性のない就業規則の変更は無効であるとした第一審判決と反対に、控訴

審では異なる判断が示された。控訴審は労契法 9条の反対解釈を肯定し、就業規

則変更に同意を与えた労働者には、よしんば合理性のない変更であっても就業規

則の内容は有効となる可能性を示したのである。この協愛事件が提起した労契法

9条の解釈論は、その後も学会で大きな議論となっていた。この解釈論を引き継

いだ二つ目の裁判例が、冒頭に挙げた熊本信用金庫事件である。この解釈論につ

いては、未だ最高裁まで争った事案はない。しかし上述した二つの下級審判例の

解釈、すなわち労働者の個別的合意が存在すれば、それまでの判例法理であれば

不合理と解される就業規則の変更でさえも有効となる、とする裁判例の傾向は定

着するように思われる。

確かに、第 9条をそのままに読むならば、労働者の個別的合意が存すれば、当

該就業規則変更の合理性をわざわざ問うまでもなく変更は有効である、との反対

解釈は可能であろう。しかし現実の企業社会の中で、労働者は果たして使用者と

対等な関係を構築していると言えるであろうか。労働法とは、使用者と対等な交

渉力を持たない労働者を守るために制定された法である、と考えることもできよ

う。労働者が無形の圧力や労働条件に対する十分な知識が無いままに個別的な同

意をした場合でさえ、同意があれば、不合理な労働条件の変更も認められてしま
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うのだろうか。このような就業規則の使用者による一方的変更の問題に関して、

労契法 9条の解釈を巡る論点を検証することは、学会でも多大の議論を呼んでい

るテーマである。加えて就業規則制定をめぐる周知義務の観点からも、就業規則

の変更は考察されるべきである。近年、裁判例や有力説が取る合意基準説6）の立

場を認めるとしても、どのように労働者の同意を認定するべきか、使用者の手続

義務の観点からの検証も重要である。本稿は、将来に向けてあるべき労使関係秩

序の形成に寄与するため、如何なる解釈が社会的妥当性を持つかについて、就業

規則を題材として総合的検討を加えるものである。

Ⅱ　不利益変更法理の構築

1　就業規則の法的性質論

秋北バス事件最高裁判決7）は、就業規則の法的性質と不利益変更に関して、後

の判例法理の出発点となる見解を示した8）。本判決は、労働条件を定型的に定め

た就業規則は一種の社会的規範としての性質を有するだけでなく、それが合理的

な労働条件を定めている限り、使用者と労働者の間の労働条件は、その就業規則

によるという事実たる慣習が成立しているものとして、その法的規範性が認めら

れることを示した。この法的規範としての性質から、労働者は、就業規則の存在

及び内容の知・不知、個別的同意の有無を問わず、当然にその適用を受けるとさ

れた。当該判決の採用した考え方は、それまでの学説にはない考え方であったが、

後に判例法理として確立した9）。本節では、後に就業規則の不利益変更として多

大の議論を呼んだ判例法理形成の基礎に存する労働法学のあり方を、多岐にわ

たった学説およびそれらの議論を顧みることを通じて、検証する。

戦後日本の企業では企業別組合が結成され、労働協約を締結した。当時、経営

側は弱体で、急進的な労働組合運動のなすがままであった。ところが組合運動の

主力部隊であった官公労10）が2.1ストなどで GHQの逆鱗に触れ労働基本権を剝

奪されると、民間企業の経営者も徐々に力を取り戻し、経営権を掲げて労働組合

から共同決定権を奪還しようとした。そこで、昭和24年、労働組合法を改正し、

15条で「労働協約は、有効期間を定めた条項を含まなければならず、且つ、いか

なる場合においても、三年を超えて有効に存続することができない」そして「労

働協約は、その中に規定した期限が到来した以後において、その当事者のいずれ

か一方の表示した意思に反して、なお有効に存続することができない」と規定し
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た。これにより、多くの自動延長中の労働協約が使用者側から一方的に破棄され、

無協約状態となった。そこで、労使関係を規制するものとして就業規則が残るこ

とになるが、就業規則の多くは労働組合との協議や同意条項を含むものだった。

しかし、就業規則は労基法90条で意見聴取義務が規定されているだけで、使用者

が一方的に制定変更し得るものと位置づけられている。ここから1950年代前半に

労働法学の注目を集めた就業規則の不利益変更問題が発生した。つまり、このよ

うな無協約状態の中で、とりわけ解雇同意条項・協議条項がはずされ、就業規則

もそれにともない改正される中で訴訟が起こされ問題となった11）12）。そこで、就

業規則論は、法的性質をめぐる法源論上の理論的対立にとどまらず、就業規則の

使用者からの一方的な変更に対応することが必要となった。

学説では、大別すると法規説と契約説の二つの立場が対立していた。法規説の

立場からは、松岡博士は既得権の理論13）14）を提起し、さらに労働協約の事後の

効力を認める以上従来の「労働協約よりも低劣な基準を定めることはできな

い」15）ことを主張し、就業規則の不利益変更の効力に歯止めをかけようとした。

そして、孫田博士16）は、「労働者側の意見にして厳正妥当ならば企業経営上の許

す限り使用者は信義誠実の原則に従いこれを尊重してやる法律上の義務を負うも

のと見ねばならない。尤もここで法律上の義務と言っても、使用者は常に労働者

側の意見や申出に従う義務あることを意味するのではなくて、ただ信義誠実の原

則に従い慎重にその意見を聴き、できるだけこれを尊重して受け入れることに努

力することを意味するに過ぎない。」17）と主張した。また保護法授権説18）を提唱

した、沼田博士は「就業規則は最初に作成されたものが経営における最低の労働

条件基準であるものとして法的効力が法認されており、その後、使用者が一方的

に改正しようとするのであるかぎり、原則として労働条件の向上の方向にのみ許

されるべき」と主張した。その理由として、経済的優位に便乗して労働条件を改

悪するということは特に合理的な理由がない場合は経営指揮権ないしは契約自由

の濫用であると解すべき19）、ということを挙げた。

他方、契約説では、就業規則は契約案または一般契約条項に過ぎず規則自体の

変更は自由であり、既存の労働契約内容を変更する場合には、個々の労働者との

合意が必要になる。そこで合意のなされ方が問題になる。三宅博士は、就業規則

の変更は「契約の解消と締結の申込」20）であるとした。また、石井博士21）は「就

業規則の変更通告は法律的には労働契約条項についての変更申し入れにすぎず、

契約当事者の一方が一方的に、これを変更しえないことは、むしろ当然のことで
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あり、これを争う労働者は争議行為により、これに対抗しうべく、使用者も、工

場閉鎖或は労働契約の解消などによって、その主張の貫徹を図るほかない。」と

主張した。そして、この場合には「労働者が異議なく働いていれば、使用者の労

働契約内容変更申入に対する黙示の承認となる。」と考えた22）。

昭和30年代に集団的同意の必要を説いた浅井博士23）は、労働条件に関する限

り、就業規則の作成変更について必ずその事業場の労働者の集団意思による同意

を得なければならず、その同意なき作成変更は無効であると主張した24）。また、

有泉博士は根拠二分説25）の立場から、「労働契約の継続の中途に就業規則が変更

された場合には、……指揮命令権に根拠のある部分は労働者に周知されることに

よって効力を発揮するが、契約に根拠のある部分は、何等かの形で合意が成り立

たなければ法的に効果を与えられない」26）と考えた。

このように、不利益変更の問題に対応するために多様な学説が登場する中で、

最高裁は秋北バス事件判決27）を出した。この判決に対し、法規説と契約説の論

拠を混在させており理論的に理解しがたいという批判はあった28）。しかし、下井

博士は、労働者の知・不知、個別的同意の有無に関わらず当然に適用を受けると

するのみで、明示的に反対した場合に拘束されるとは述べておらず、また契約条

項も法的規範であることには変わりがないので、「法的規範」という言葉がある

からと言って法規説がとられたとするのは妥当ではないと述べた。そして、この

判旨は、普通契約約款の法的性質に関する理論を就業規則論に適用したものであ

るという見解を示した29）。また、菅野博士はこの説を支持し、判旨の法的規範性

とは「『普通契約約款としての法的規範性』（その内容に合理性があり、内容が開示

されているかぎり、黙っている者を拘束してしまう法的規範性）と解することが可能」

として、定型契約説と呼んだ30）。

以上のように、不利益変更問題に対して学説から、既得権の理論や使用者は信

義誠実の原則に従い労働者の意見を尊重する必要があるという考え方、さらに経

営指揮権や契約自由の原則の濫用といった概念で労働者の保護が模索され、それ

が秋北バス最高裁判決にも影響を与えたと推測できる。次節では、秋北バス事件

の判例法理の淵源を裁判例の側から検討する。

2　合理性判断の萌芽

裁判例においては、就業規則の本格的な判例法理の登場が遅く31）、昭和27年に

法規範説の一種である経営権説を採ったと思われる三井造船事件判決32）が現れ
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初めて指針が示されるようになったと言えるだろう33）。その一方で、秋北バス事

件に通じる合理性判断基準を用いたとする裁判例に着目すると、トヨタ自動車事

件34）が挙げられる。本事案は、「就業規則はその本来の性質上使用者の側で一方

的に制定するものであるにしても……（中略）……企業の構成員はすべてその拘

束を受けるのであり、制定者たる使用者といえど（原文ママ）その例外をなすも

のではない。」と就業規則の効力を認めつつ、変更については、同意条項が存在

している以上は、使用者は労働組合の同意を得ずに就業規則を変更する事ができ

ない、としている。本件で留意しておくべき点として、就業規則の変更を有効に

するために労働組合の同意を得る必要があるが、もしもその変更が「何人におい

ても首肯すべき合理的根拠をそなえる場合」には、労働組合はその同意を拒絶す

ることができないから、不法にその同意を拒絶するならば、同意権の濫用となり、

使用者は労働組合の同意を得なくてもその変更をなしうる、との解釈ができる。

この合理的根拠（後の秋北バス事件でいう合理性判断基準）に触れられたことが本

件の特徴といえる。

さらに、合理的根拠に着目すると、日本放送協会事件35）でも「就業規則の解

釈につき一定の基準が設定された場合に、合理的な根拠なくして労働者の不利益

にこれを変更することは許されない」と説き、就業規則の変更に合理的根拠を必

要と捉えた。また、朝日新聞社事件36）では、経営権説37）の立場を採りながらも、

変更の効力については、「労働者の同意がない限り、労使対等決定の原則に照ら

しても、また労基法第93条の反面解釈からいっても、許されず、かような就業規

則条項は当該労働者との関係では、無効と解する。」と保護法授権説に近い論理

を用いて、合理的な理由を欠く制度（本事案は定年制）を設置することは許され

ないと判示した38）。

これら裁判例はいずれも法規範説の立場を採ったものと考えられているが、契

約説の立場から合理的根拠を用いて判断したと思われる事例として、昭和電工事

件39）が挙げられる。控訴審では「予め使用者が一般的に定めて提示する就業規

則を一括して受諾し、その就業規則に定めるとおりの、しかして使用者が企業運

営の必要に基づき就業規則……（中略）……を合理的に変更する場合にはこれに

よって変更されるとおりの労働条件に従って就労すべき旨……（中略）……を明

示若しくは黙示的に合意するのが一般的の事例であって、その結果就業規則に定

める労働条件は労働契約の内容をなし、就業規則にして変更されるときは労働契

約の内容も亦従って当然に変更を受けることになる。」という契約説の考え方が
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用いられた。本判決は労働契約を締結する際に労働者が就業規則を一括して受諾

し、使用者が企業運営の必要に基づき就業規則を合理的に変更する場合にはこれ

により変更されるとおりの労働条件に従って就労すべき旨と明示若しくは黙示的

に合意するのが一般の事例である、としている。このような「使用者が就業規則

を合理的に変更」できるとする考え方は後の秋北バス事件の大法廷判決の萌芽の

一つである、といえよう40）。

さらに、上記のような合理性判断で労働者保護を諮ろうとしたほかに、既得権

益論を用いた裁判例も存在する。これは、秋北バス事件最高裁大法廷判決の就業

規則の作成変更によって既得の権利を奪うことは原則として許されないという部

分につながる。東洋精機事件決定41）では、「既存就業規則よりも労働者に不利な

条件を課さんとする就業規則の変更の場合は、労働者は既得権を主張して、労働

者の同意なくしては之を其の不利益に変更することは出来ぬ」と述べており、既

得権益論を用いている。

以上のように、秋北バス事件大法廷判決以前の裁判例でも、既に「合理的根拠」、

「既得権益論」などを用いたものが見られた。これらのことから、秋北バス事件

最高裁判決の判例法理の要素は出揃っていたと推測することができる。つまり合

理性判断の思考は、昭和30年代以降既に生まれていたといってもよいであろう42）。

Ⅲ　不利益変更法理の定着

1　合理的判断の基準

秋北バス事件最高裁大法廷判決43）は、最高裁が自らの見解を示し、就業規則

の合理的変更についての新たな展開の起点となった。不利益変更について、就業

規則が一方的であっても合理的な変更であるかぎり、同意なしに当該労働者に適

用されるという「合理的変更法理」を構築した44）。この判決は労働条件の不利益

変更の合理性という調整基準の導入により、これまでよりも柔軟の法的処理が可

能になったという意味で意義があり、その後の下級審判決にも大きな影響を与え

た45）。一方で、労働条件の統一的・画一的な処理が就業規則の不利益変更を正当

化しうるかは疑問であり、合理性を判断基準とすることの法的根拠も明らかでな

く、合理性の判断基準の不明確さから、判断が極めて困難である、等の学説から

の批判もあった46）。

大法廷判決以降、不利益変更に関して下級審判決は大法廷判決を引用し始めた。
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しかしながら、合理的変更理論のみを引用する裁判例47）や、大法廷判決を先例

としていない裁判例48）も存在した49）。最高裁が大法廷判決以降の判決について、

本判決の判断枠組みを繰り返し表明し、合理性の判断基準の明確化に努めてきた

結果、下級審も最高裁の判断枠組みを前提とし判断をするようになり、基本的な

判断基準の枠組みが構築された。

退職金の算定方法における不利益変更に関する御国ハイヤー事件最高裁判決50）

は、原審51）の判断を是認し、当該退職金規定変更の合理性を否定した。原審か

ら通じて、合理性判断の基準として、不利益変更に対する代償的な労働条件の有

無を判断基準の中心においたものであった。この判決の 4ヶ月後、生理休暇手当

規定の不利益変更に関するタケダシステム事件判決52）は、合理性は「変更の内

容及び必要性の両面からの考察」が必要とされ、合理性判断の 2つの柱を明示し

た53）。ついで、昭和63年に、大曲市農協組合事件判決54）が登場した。本判決は、

タケダシステム事件と同様、合理性の有無を「その必要性及び内容の両面から」

考慮すべきとし、加えて、退職金の重要性から変更の必要性の程度について、そ

れが高度であることを必要とした55）。合理性判断について、当該労働者の不利益

の程度、変更の必要の高さ・その内容、関連するその他の労働条件の改善状況、

に照らして判断し、合理性の判断基準を明確化しようとしており、タケダシステ

ム事件等で詳細化された大法廷判決の判断枠組みを、改めて定式化したもので

あった56）。さらに、平成 4年に至り、歩合制の計算方法規定の不利益変更に関す

る第一小型ハイヤー事件判決57）が登場した。本判決は、秋北バス事件・大曲市

農協事件判決の判旨を引用し、合理的変更理論の判断枠組みを踏襲したもので

あった58）。また、合理性判断において従業員集団における利益調整結果を重視し

ようとしており59）、その後の判決にも承継された。

そして、従来の裁判例の数々を集大成して整理したものが、第四銀行事件判

決60）である61）62）。本判決においては、合理性を判断するに当って考慮すべき 7

つの要素を明らかにした。「労働者が被る不利益の程度、使用者側の変更の必要

性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性、代償措置その他関連す

る他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の

従業員の対応、同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮し

て」判断する枠組みを完成させた。また、初め 2つの要素の比較衡量が基本的枠

組みであることを示した。今日では判例法理として完全に確立し、その後の下級

審においても引用されるようになった。
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2　合理的判断基準への疑義

一方、就業規則の不利益変更をめぐる合理性の判断基準は、一連の判例法理に

よって明確化された。このような多様な考慮ファクターを、どのように「総合考

慮して判断」するのかは明らかではなく、合理性判断の予測可能性の欠如が問題

となった63）。そして平成12年 9月に就業規則による労働条件の不利益変更に関す

る 3つの最高裁判決が相次いで出た。55歳に到達した従業員に対する専任職制度

の導入に伴い、賃金の切り下げを争ったみちのく銀行事件64）、完全二日制実施に

伴う平日の所定労働時間の延長を争った北都銀行（旧羽後銀行）事件65）と函館信

用金庫事件66）である。これらは地裁と最高裁判決の見解は一致している一方で、

高裁判決は異なる判断をした。みちのく銀行事件では、秋北バス事件判決、大曲

市農協事件判決、朝日火災海上保険事件判決67）、第四銀行事件判決を引用して、

きわめて多岐にわたる事項が「総合考慮」された。本事件の高裁68）と最高裁では、

既得権性の有無、不利益変更性の程度と内容の相当性に対して異なる判断を行っ

たゆえに、異なる結果が導かれた。この理由として、「総合考慮」を整序する判

断枠組みについては、共通の理解がないということがあげられる69）。それゆえに、

合理性テストに依拠したとしても、合理性判断は各要素の総合考慮であるから、

裁量の幅が大きく、ひとえに裁判所（裁判官）の判断に委ねられ、結論が左右さ

れる余地があることは否定し得ない70）。結論が二転三転するという危険性は、裁

判所の信頼を損なうことになり、好ましいことでない71）。

このような問題を抱えながらも、これに代わる法理もなく、定着された不利益

変更法理は承継し続けられた。そして、様々な判例法理を立法化する形で労働契

約法が制定され、不利益変更法理は明文化された。労契法 9条は、労契法が基本

主旨とする合意原則72）を労働条件の変更に適用した規定である。また、同法10

条は、同法 8条及び同法 9条の合意原則の例外として、使用者が就業規則の変更

により労働条件を変更する場合、第一に、変更後の就業規則を労働者に周知させ

ること、第二に、当該就業規則の変更が合理的なものであること、という要件を

満たせば、労働条件は当該変更後の就業規則の定めるところにより変更されると

した規定である。10条本文は、就業規則の合理的変更の判例法理を、同法 7条と

同様に周知の要件を加えつつ、合理性の判断要素も含めて明文化したものである。

10条の意義は、第一に、就業規則の合理的変更により、個々の労働者の意がなく

とも労働条件の統一的集団的変更が可能とする確立した判例法理と、労働条件変
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更には労働者の同意が必要であるという古典的契約法理の原則とが並存する労働

条件変更規定の透明性の問題に対して、明文化によって透明化を図った点であ

る73）。第二に、但書において、労働条件変更法理を統一的集団的労働条件変更法

理である就業規則の合理的変更法理に全面的に服させることなく、就業規則に

よっては変更し得ない個別特約の効力を認め、契約法理の発展領域を確保した点

である74）。この点で、判例法理を10条に明文化したことは、大きな重要性があっ

たといえよう。しかしながら、10条は 5つの合理性判断要素の相互関係について

も不明確で、裁量の幅が大きいままであり、“その他の就業規則の変更に係る事

情”の位置付けについても不明確であるため、不安要素の残るものとなった。

Ⅳ　労働契約法と不利益変更の法理

1　就業規則の変更の可否

就業規則に関する判例法理を確認する形で立法化されたが、就業規則をめぐる

法的問題が全てカバーされたわけではなく、判例法理が確認され条文化された部

分についてもその解釈を巡って新たな論点や問題が生じている75）。特に近年、労

契法 9条の反対解釈による、合理性を要しない就業規則の変更の可否が注目を集

めている。この議論は、第一審と控訴審で異なる判断を示した協愛事件76）によ

り盛り上がりをみせた。同事件は、退職金額の算定方法を 2度変更することで減

額し、最終的には退職金規定そのものを廃止した就業規則の効力が争われた事案

である。第一審は 1・ 2回目の個別同意の存在を認定しつつも、就業規則の変更

は効力がないとした。それに対し、控訴審では、変更就業規則に労働者が個別に

同意をしている場合、その同意から拘束力が導かれ、就業規則変更の合理性は問

題とならないとする立場を採った。協愛事件は労契法施行前の事案であるが、「労

働契約法は判例法の集積を立法化したもの」であり判断指針になるとして、同法

9条の反対解釈として個別にでも労働者が不利益な就業規則変更に同意すれば、

合理性や周知性を問題とせず変更できることを示した点、就業規則の不利益変更

に同意した労働者は 9条によって、反対する者は周知と合理性審査を経て10条に

よって拘束力が及ぶとの解釈を公刊裁判例として初めて明確に示した点で注目を

された77）。
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2　合意基準説と合理性基準説

労契法 9条の下で、労働者が使用者による就業規則の変更に同意した場合に、

その効力についていかなる司法審査を行うかについては、主に合意基準説と合理

性基準説が対立している。合意基準説は、労契法 9条が、労働者との合意を経な

いまま就業規則によって労働条件を不利益に変更することを禁止していることか

ら、同条を反対解釈して、労働者の同意によって就業規則により労働条件の変更

が実現すると解する見解78）である。この見解によれば、就業規則の不利益変更

に同意した労働者には同法 9条が適用され、同意しない従業員には同法10条が適

用されるのであって、同意した労働者には変更の合理性の有無に関わらず、就業

規則により労働契約の内容が規律されることとなる79）。さらに、同法 9条の解釈

で導かれる合意基準説は、立法過程において同法 8条の内容（合意によって労働

契約の内容である労働条件を変更できるという契約論の当然の帰結）として了解され

ていた、との主張80）もなされている。

裁判例では、個別労働者の同意があったことを理由に就業規則変更の効力を認

める例が労契法制定前から登場している。例えば、従業員から個別合意を得て基

本給と退職金を減額した就業規則変更の効力が争われた東京油槽事件81）では、

原告労働者が変更後も異議を述べていないことを考慮して、「原告は、本件減給

条項、本件退職金条項について内容を認識した上、これに明確に同意したものと

いうべき」として、差額賃金の請求を棄却した。また、新たな給与体系への移行

を定めた就業規則規定の効力が争われたイセキ開発工機（賃金減額）事件82）は、

「新規則の適用があるというためには、当該従業員が同意をするか、反対の意思

を表明した者を拘束する就業規則としての法的規範性を有することを要するとい

うべき」ところ、原告らは書面同意をしており、「新規則の法的規範性の有無に

ついて検討するまでもなく、新規則の適用を受ける」と示した。前述の協愛事件

控訴審および熊本信用金庫事件83）も同じ枠組みをとっているものと思われ、学

説の有力説と一致する84）。

他方の合理性基準説とは、就業規則の不利益変更に対して労働者が明示に合意

をした場合でも、労契法10条にいう合理性審査が必要とされるとする見解である

が、この見解については 2つの理論構成がある。第一は、同法10条が就業規則に

よる労働条件集合的処理を理由として合理性を要件に労働条件の一方的不利益変

更を認める判例法理を立法化したとすれば、就業規則による統一的労働条件の不



421

利益変更は同法10条によって処理すべきであり、労働者の個別同意による変更に

ついても合理性審査が必要とされる見解である85）。第二は、同法 9条の反対解釈

としての不利益変更に対する個別同意は、同法12条の就業規則の最低基準効に反

するという見解だ。これには、同法10条の合理性の要件を欠く就業規則の不利益

変更に対する合意は、同法12条の最低基準的効力に反して無効であるとするも

の86）や、個々の労働者の意思を通じて同法12条の最低基準効を変更すること自

体が許されないから、同法10条の合理性を充足することが求められるとするも

の87）がある。協愛事件第一審では、「使用者が労働者に不利益な労働条件を定め

就業規則に変更するにあたり、個々の労働者が同変更に同意した場合においても、

当然に労働条件の内容が就業規則の不利益変更後のものになるとは認められない

との理解のうえ、旧就業規則の最低基準効に反することから、不利益な就業規則

の変更を否定している。この主張に対しては、労基法上は、届出や過半数代表の

意見聴取および周知といった手続きさえ踏めば、たとえその不利益変更に合理性

がなくても、労働者が個別に同意をしようがしまいが、使用者は就業規則を適法

に変更することができるから、それを行った後に就業規則の変更について労働者

の個別同意を得る場合には、かかる同意が就業規則の最低基準効に抵触すること

はないとの反論88）がなされている。しかし、既に批判89）があるように、就業規

則を不利益変更しないまま個別合意によってそれを下回る形で労働条件を変更す

る合意を行っても、就業規則の最低基準効によりそのような合意は無効になるの

に対し、とにかく不合理であれ就業規則の不利益変更をひとたび介在させること

によって、労働者の個別同意を得れば労働条件を不利益変更された就業規則の線

まで引き下げられるのは問題ではないだろうか。

3　合意の認定

近年の裁判例や有力説は合意基準説に立っているように思われる。しかし、使

用者が決定する集合的な労働条件決定の場面において、合意による変更を認める

と、労使の不対等な関係のなかで形成される合意を法的に承認してしまうことに

なりかねない。労働者は個人のレベルでは変更を拒否しがたいという一般的危険

性を踏まえた法理形成が必要であろう90）。そこで、合意には当然に慎重な認定が

要請され91）、合意基準説の立場からは、明示的に意義を述べなかったということ

から黙示の合意は認定すべきでないとされる。では、協愛事件のように労働者個

人が署名するなど明示的に合意をしている場合には、いかにして合意を認定する
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のだろうか。近時の学説からは、「真に自由な意思」に基づく合意を求め、合意

の効果発生を認めるための付加的要件を課すことが主張されている92）。加えて、

賃金減額合意に関して労働契約の特質から変更の客観的合理的理由が併せて必要

だとする見解93）や、説明・情報提供や労働者の意見聴取といった手続的規制に

よって真に自由な意思に基づく同意か判断されるという見解94）がある。それで

は、合意基準説に立つとしたら、どのように同意を認めていくべきなのだろうか。

次章では、手続義務の観点から同意の認定について検討を加えたい。

Ⅴ　周知手続と意見聴取義務

労契法 7条本文は、「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、

使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を周知させていた場合には、

労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする」と規定し

ている。つまり、就業規則に定める労働契約内容は合理的かつ周知されていなけ

ればならない。しかし、使用者が労働者に周知を行い、合意を求めるも、労働者

には合意せざるを得ない状況であり、労使間で対等に合意しているとは言い難い。

故に、自由な意思による両者がお互い合意できる付加的要件が課されるべきでは

なかろうか。また、就業規則の周知手続が労働者に対して実践されていることが

契約内容の効果要件であろう。

1　労基法・労契法における周知手続

労契法 7条と労基法106条は共に就業規則の周知手続を使用者に義務づけてい

る。しかし、労契法 7条は労基法106条を引用する体裁を取っておらず、新たに

規定していることから、両者で定める周知手続は異なるものであると解するべき

であろう。故に、労契法と労基法における周知手続の異同を検討する必要がある。

労基法106条は労働者保護の観点から就業規則の周知を義務づけている。これは

労働者にとって、労働条件のアクセス権保証と意義づけることができるであろう。

労基法106条の周知手続は、同法89条が列挙する集団的労働条件の内容を、就業

規則の作成時だけでなく、その変更時においても、事業場の労働者に対して、知

ろうと思えば知ることができる状態で開示することを要求している、と解され

る95）96）。一方で、労契法 7条は、就業規則が合理的に定められていたことと、当

該就業規則が労働者に周知されていたことという要件が満たされた場合、労働契
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約の内容は、その就業規則を定める条件によるという効果を定めたものである97）。

よって、この周知手続には欠くことができないうえ、合意原則に則して、労働条

件内容の確実な伝達としての実質を有する手続が必要になるであろう。具体的に

は、労働条件内容の詳細についての情報を開示し（対象事項の明確化）、契約締結

時に、労働者が知ろうと思わなくても（何らかの行動を起こさなくても）、全労働

者の誰にも（契約締結当事者本人だけでなく）、その内容が明らかになる状態で開

示されていたことを内容とする手続と解すべきである98）。それ故、労基法106条

と労契法 7条における周知手続は異なるものと解するべきであろう99）。

労契法 7条は、労働者100）への周知を就業規則の拘束力の発生要件としたフジ

興産事件101）を踏まえて立法化されたものである102）。しかし、本事案では、最高

裁は周知の手続の具体的内容について全く言及していない。それ故に、労契法 7

条における周知手続とはいかなるものかが論点となりうる。その点に関しては、

実質的周知で足り得るという考え方が多数派である103）。実質的周知とは、例えば、

作業場104）とは別棟の食堂や更衣所に就業規則をファイルに綴じて備え付け、労

働者が見ようと思えばいつでも見ることができるような状態等である105）106）。な

お、労働者が就業規則の内容を実際に認識しているかどうかは問題とならな

い107）が、他方でいかなる程度の周知があった場合に実質的周知があったと認め

られるかについては、裁判例の見解は一致していない108）。関西定温運輸事件109）

では「その内容が反復継続して実施されるなどの特段の事情」がある場合には、

例外として当該就業規則に拘束力があると説いた。特段の事情として三つ挙げら

れ、第一に、就業規則について、法所定の意見聴取手続の際に従業員代表に提示、

手交がなされ、さらに当該代表の意見が付されて法所定の届出手続が履践された

ことで足りるとされた110）。第二に、担当者による説明、担当部署への備え置き、

冊子の配布があったことから実質的周知を認めた111）。第三に、採用の際に説明

とそれを踏まえた労働契約の作成112）、転籍先と転籍元の規則内容の同一性と前

回懲戒処分時における転籍元の根拠規定の明示113）をした事情を考慮したうえで

周知を認めた。これらの三つの事情から勘案しても規範としての周知を問題にす

る以上、少なくとも集団的な周知であるのが原則であるようだ114）。

また、労契法 7条と10条における周知の手続の関係については、労働契約締結

時に周知されていた就業規則と異なる労働条件を周知させる手続であるので、労

働条件変更による影響を受ける労働者に対して明らかになるような方法、内容の

手続であることを要する。すなわち、労契法10条の周知手続は、労基法上の就業
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規則変更時の周知手続を実践していることを前提として、この変更により労使の

利益状況がどのように変化するのかが明確に労働者に伝達されるに足るだけの手

続でなければならない115）。これは、使用者に過度な負担を課すようにも思える。

しかし、NTT西日本事件控訴審判決116）では、賃金制度の変更についての説明会

や勉強会の開催等による周知の試みは認められるが、新制度に移行した場合につ

いての具体的な賃金算定方法、根拠の説明がなく、周知義務を尽くしていないと

判断されている。また中部カラー事件東京高裁117）では、退職金の規定の変更に

ついて、朝の全体朝礼で説明されただけで、制度の変更や新制度の概説を書面等

で説明していないものが実質的周知として認められないと判断された118）。両判

決は、労基法上の周知義務の実践の有無を問題としたものであるが、労働条件の

変更についての周知手続として採られている方法の適切さ、あるいは周知対象事

項の明確さの必要性を説いている119）。

2　意見聴取義務

周知手続と共に、就業規則の効果要件として労基法90条の意見聴取義務が挙げ

られる。この意見聴取義務はその手続内容が軽んじられる傾向があり、意見を聴

かなければならないとは、文字どおり意見を聴けばよい諮問の意味であり同意を

得る協議をするという意味ではない120）、との理解が一般的である121）。しかし、

就業規則の私法的効力の有無が問題に場面では、本条の立法趣旨に照らし、より

積極的な意義を与える必要があろう。就業規則の不利益変更については、労契法

11条で労基法89条、90条について引用する体裁をとっており、労契法10条が労働

者の同意なしに労働条件が変更されるという合意原則の例外を認めるものである

から、不利益変更の効力発生の要件と解すべきであり、労契法11条が就業規則の

変更の手続に限って、労基法の89条、90条による旨規定しているのは、その趣旨

を解さなければならない122）123）。一方で、労契法11条が変更の手続についてのみ

言及したことから、意見聴取手続が同法10条の合理性審査の労働組合との交渉の

状況として、届出はその他の就業規則の変更に係る事情として、それぞれ考慮さ

せるべき見解を示したものもある124）。しかし、労契法が基本趣旨とする合意原

則の観点からは届出・意見聴取を拘束力の要件と解する見解も可能である。特に

意見聴取義務は、就業規則の作成・変更に関して労働者の意見を反映させる趣旨

の規定であり、当事者間の合意に代わる拘束力の手続要件と解することが合意原

則に整合的である125）。すなわち、労契法11条で定める手続規制は、就業規則の
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効果要件となりうるであろう。意見聴取義務は、労働者過半数代表を通じた、変

更に関する労働者の意見表明の機会の保障という意義を担うものであり、変更の

必要性、変更によって生じる不利益の内容・程度についての説明等を前提として、

過半数代表が労働者の意見集約を行う時間的余裕をみたうえで、その意見を表明

する機会を設定することが必要であって、このような手続が実践されたか否か、

が問われるのであろう126）。

Ⅵ　結　語

以上検討したように、戦前より議論されてきた就業規則論は、裁判例の蓄積を

通じて労契法として立法化された。しかし、未だに大きな論点を抱えていること

は、本論で確認したとおりである。本稿で取り上げた論点は、主として労契法 9

条の反対解釈による、個別同意ある就業規則の不利益変更の可否についてである。

この点に関して近年の裁判例や多数説は、第Ⅳ章で検証したように労働者の個

別的合意が存すれば不利益な内容の就業規則の変更であっても有効であるとする、

合意基準説の立場に立っているものと思われる。確かに労契法 9条の解釈からす

れば、合意基準説が妥当であるともいえよう。しかしそう解釈するのであれば、

更に進んで、労働者がなした同意がいかにして真の同意であると認められるかを

検証することが特に重要となる。現実社会における労働者は、理念的には使用者

と対等の立場を有する。しかしその現実は、明らかに使用者と対等の交渉力を持

つとは言い難い。対等交渉の可能性が低いことを考えるならば、労働基準法上、

使用者が一方的に改廃できると規定される就業規則の不利益変更の内容が提示さ

れた際に、使用者から求められた同意の署名を拒める労働者は、一体どれほど存

在するだろうか。その意味で、合意基準説の持つ一種の危うさは、果たして労働

法本来のあり方と整合性を持つのであろうか。その点については、学説において

も未だ議論が尽くされたとは言い難い。

同時に労働者と使用者の間には、情報の非対称性も存在している。その点を考

慮すれば、労働者が真に労働条件の変更内容を理解したうえで同意をすることが、

極めて重要となる。しかし現実の事案において、就業規則の変更に同意を与えた

労働者が、どれほど自身の労働条件の変更内容について熟知しているかを判断す

るのは容易ではない。そのような中で、労働者の個別的合意の存否によって、一

元的に就業規則の一方的変更の効力を決する合意基準説のあり方は、果たして社
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会的妥当性を持つといえるのであろうか。本稿では、合意基準説に立つ場合で

あっても、使用者の手続義務の観点から、労働者の同意形成とその認定につき

様々な要素を検討することの必要性を論じた。周知手続と意見聴取義務を徹底さ

せているか否かは、労働者の真意に基づく同意であるかを判定する一つの基準に

なるのではないだろうか。本稿が取り上げた議論は、まだ始まったばかりである。

今後の熟議が期待される。
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