
【労働法】第2回 配転・出向、変更解約告知等【労働法】第2回 配転・出向、変更解約告知等

⽇ 時：2020年6⽉20⽇午後4時40分〜午後6時10分 

担当者：弁護⼠菱⽥昌義（STORIA法律事務所）

１ 設問について

１ 平成26年司法試験・労働法（設問1）の論点と評価

・配転命令の法的根拠

・職種限定合意

・職種限定合意はないとした場合において、職種変更命令が権利濫⽤となるか。

・変更解約告知と留保付承諾の有効性

 

問題⽂

http://www.moj.go.jp/content/000123135.pdf  

出題の趣旨

http://www.moj.go.jp/content/001127521.pdf  

採点実感

http://www.moj.go.jp/content/001130132.pdf  

＜略語表＞

⽔町 ⽔町勇⼀郎「労働法＜第8版＞」（有斐閣・2020年）

詳解 ⽔町勇⼀郎「詳解労働法」（東京⼤学出版会・2019年）

百選 村中孝史ほか編「労働法判例百選＜第9版＞」（有斐閣・2016年）

２ 問題⽂

【設問】

次の事例について、弁護⼠であるあなたが、Ｘ１、Ｘ２及びＸ３から、Ｙ社に対し、訴えの提起

を⾏いたいとの相談を受けた場合に検討すべき法律上の問題点を指摘し、それについてのあなた

の⾒解を述べなさい。なお、Ｙ社の就業規則（抜粋）は、後記のとおりである。

【事例】

Ｙ社は、⾃動⾞製造等を業とする株式会社である。Ｘ１ら５０名は、いずれも機械⼯としてＹ社

に採⽤され、その後⼀貫して甲⼯場にあるスポーツカー部⾨においてエンジンの組⽴て作業に従

事しており、短い者でも⼗数年間、⻑い者は⼆⼗数年間の経験を持つ、熟練機械⼯であった。

Ｘ２及びＸ３の両名は、いずれも、平成元年３⽉に⼯学修⼠の学位を取得し、同年４⽉、Ｙ社に

スポーツカー⽤エンジンの開発設計の研究者として採⽤され、その後⼀貫して同スポーツカー部

⾨において新型エンジンの開発設計を担当してきた。

Ｙ社は、⾃動⾞製造業界全体が不況にあえいでいた時期に、あえて⼤規模な設備投資と事業拡⼤

を推し進めたことが災いし、平成２４年期には累積⾚字が５０億円を超える事態に陥ったため、

http://www.moj.go.jp/content/000123135.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001127521.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001130132.pdf


川⼝美貴「労働法演習＜第3版＞」（信⼭社・2019年）124⾴より

採算のとれていない同スポーツカー部⾨の閉鎖を決定した。

そこで、Ｙ社は、平成２５年６⽉６⽇、Ｘ１ら５０名の熟練機械⼯に対し、甲⼯場で⽣産中の⼩

型乗⽤⾞の塗装等他職種への異動を命じたが、Ｘ１は、機械⼯としての勤務を希望し、当該命令

に応じていない。なお、Ｙ社は、当該命令を⾏うに当たり、Ｘ１ら５０名の意向を⼀切聴取しな

かった。

また、Ｙ社は、同年６⽉２０⽇、Ｘ２及びＸ３に対し、早期退職募集と再雇⽤の提案を⾏い、通

常の退職⾦に加えてその１割を増額した割増退職⾦の⽀給を提⽰した。Ｙ社が提案した再雇⽤の

内容は、甲⼯場内の営業事務所の営業職として採⽤することと、エンジン開発設計の研究者のみ

を⽀給対象とする研究特別⼿当（⽉額２万円）がなくなることを除き、従来と同様の労働条件で

あった。

早期退職募集の応募期限は同年８⽉３０⽇であったところ、Ｘ２は、同⽇、Ｙ社に対し、前記再

雇⽤の提案の内容につき、後に裁判で争うことを伝えた上で、早期退職募集及び再雇⽤に応ずる

旨を申し出たが、Ｙ社はこれを拒否した。また、Ｘ３は、前記応募期限までに早期退職募集に応

募せず、Ｙ社に対し従前の労働条件で雇⽤を継続するよう求めた。

そこで、Ｙ社は、同年１０⽉３１⽇付けでＸ２及びＸ３を解雇する旨の意思表⽰を⾏った。

 

【就業規則（抜粋）】 

（⼈事異動） 第８条

１ 会社は、業務上必要がある場合には、従業員に対し、あらかじめその意向を聴取したで、 

就業する場所及び従事する業務の変更を命ずることがある。 

２ 前項の場合、従業員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。



２ 前提知識１（配転・出向・転籍）

１ 配転 ⽔町127⾴

⑴ 定義

労働者の職種・職務内容⼜は勤務場所を同⼀企業内で相当⻑期にわたって変更すること。

ｃｆ 短期であれば出張・応援。

⑵ ⽬的

雇⽤の柔軟性確保、ジョブローテーション、能⼒開発昇進昇格の⼿段、多⾓化経営

→ しかし、特に勤務場所については、労働者の私⽣活への⼤きな影響がある。

⑶ 根拠 詳解492⾴

▽事実⾏為説

⼈事権の⾏使に過ぎず、労働者が配転命令に違反し懲戒処分や解雇がなされて場合にはじめて、その

懲戒処分等を争う際に配転命令の違法性を主張できるとする⾒解。

▽包括的合意説

労働契約に労働⼒の処分を包括的に使⽤者に委ねる合意が含まれているとする⾒解。

→ 配転命令は労務指揮権の⾏使であり、契約上の根拠は不要。

▽契約説（判例）

配転命令は契約や就業規則等の合意に基づくとする⾒解。

→ 配転には就業規則等の約定の根拠が必要であり、合意の範囲内でのみ労務指揮権を⾏使できる。

参 考 ⽂ 献

⽔町勇⼀郎「詳解労働法」（東京⼤学出版会・2019年）・492⾴

「（包括的合意説と契約説という）両説の違いは、包括的な配転命令権の存在を原則として

認めるか（包括的合意説）、原則として包括的な配転命令権の存在を否定し配転命令権の存

在の⽴証を認めるか（契約説）という、⽴証責任の違いにあるといえる。

このような学説の状況の中〜略〜（東亜ペイント事件は）労働協約・就業規則の規定など契

約上の存在を求める契約説に⽴っている。」

参 考 判 例

■ 最判昭和61年7⽉14⽇「東亜ペイント事件」百選61事件

判旨：

「上告会社の労働協約及び就業規則には、上告会社は業務上の都合により従業員に転勤を命ず

ることができる旨の定めがあり、現に上告会社では、全国に⼗数か所の営業所等を置き、その

間において従業員、特に営業担当者の転勤を頻繁に⾏つており、被上告⼈は⼤学卒業資格の営

業担当者として上告会社に⼊社したもので、両者の間で労働契約が成⽴した際にも勤務地を⼤



⑷ 限界

限界１：労働契約上の合意

職務限定合意（労契7条）、勤務地限定合意（労契7条）

限界２ 法令による限界

権利濫⽤（⺠法1条3項、労契法3条5項）。その他労基3条、雇均6・9条、労組7条等に反すること

ができない。

■限界１：労働契約上の合意について

１ 合意の認定

 採⽤時のみならず、契約後の労働契約有効期間中にも限定されうる（労契8条）。

２ 専⾨的な職種の場合の特殊性

 職種を限定する黙⽰の同意があるとされる場合もある。

 但し、企業の多⾓経営・技術⾰新が激しい今⽇において、⻑期雇⽤を前提としている場合には安

易に認められにくい。

 ・場所の限定

 ・事務員、明確な申し出がある場合

 では限定されているといえる場合もある。

 そして、限定されていれば、①個別同意や②変更解約告知で対応する。

阪に限定する旨の合意はなされなかつたという前記事情の下においては、上告会社は個別的同

意なしに被上告⼈の勤務場所を決定し、これに転勤を命じて労務の提供を求める権限を有する

ものというべきである。

 

 そして、使⽤者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することが

できるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、⼀般に、労働者の⽣活関係に

少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使⽤者の転勤命令権は無制約に⾏使することがで

きるものではなく、これを濫⽤することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤

命令につき①業務上の必要性が存しない場合⼜は②業務上の必要性が存する場合であつても、

当該転勤命令が他の不当な動機・⽬的をもつてなされたものであるとき若しくは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き等、特段の事情の存す

る場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫⽤になるものではないというべきである。右の

業務上の必要性についても、当該転勤先への異動が余⼈をもつては容易に替え難いといつた⾼

度の必要性に限定することは相当でなく、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

りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。

 本件についてこれをみるに、名古屋営業所の⾦永主任の後任者として適当な者を名古屋営業

所へ転勤させる必要があつたのであるから、主任待遇で営業に従事していた被上告⼈を選び名

古屋営業所勤務を命じた本件転勤命令には業務上の必要性が優に存したものということができ

る。そして、前記の被上告⼈の家族状況に照らすと、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。したがつ

て、原審の認定した前記事実関係の下においては、本件転勤命令は権利の濫⽤に当たらないと

解するのが相当である。」



３ 参考判例（最判平成元年12⽉7⽇「⽇産⾃動⾞村⼭⼯場事件」・⼤内36事件）

■２ 限界２：権利濫⽤法理（労契3条5項）  

参 考 判 例

■１ 最判平成元年12⽉7⽇「⽇産⾃動⾞村⼭⼯場事件」

「上告⼈（＊労働者）らと富⼠精密⼯業株式会社若しくはプリンス⾃動⾞⼯業株式会社⼜は

被上告⼈（＊使⽤者）との間において、上告⼈らを機械⼯以外の職種には⼀切就かせないと

いう趣旨の職種限定の合意が明⽰⼜は黙⽰に成⽴したものとまでは認めることができず、上

告⼈らについても、業務運営上必要がある場合には、その必要に応じ、個別的同意なしに職

種の変更等を命令する権限が被上告⼈に留保されていたとみるべきであるとした原審の認定

判断は、原判決挙⽰の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論

の違法はない。論旨は、ひっきょう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を⾮

難するか、⼜は独⾃の⾒解に⽴ち若しくは原審の認定しない事実に基づいて原判決を論難す

るものであって、採⽤することができない。」

■２ 第⼀審（横浜地判昭和61年3⽉20⽇） 労働判例554号6⾴より引⽤

概要：就業規則の規定（「会社は業務上の必要があるときは従業員に対し職種変更⼜は勤務

地変更を命じることができる」、「従業員は正当な事由がなければ右命令を拒むことはでき

ない」）から、会社は個別的同意を得ることなく職種変更を命ずることができるとしたもの

の、本件配置命令にあたり、前記経歴や技能、配転先への適応等をいっさい考慮しなかった

こと、その配転先は右技能、経験を⽣かし得ず、単純で、⾝体に厳しく、労働条件が劣悪な職

場であること等からして、本件配転命令は⼈選の合理性を⽋くもので、権利濫⽤にあたると

して、本件配転命令の効⼒を否定し、配転先の職場で就労すべき義務がないことを確認する

旨の判決をなした。

■３ 第⼆審（東京⾼判昭和62年12⽉24⽇） 労働判例554号6⾴より引⽤

概要：「機械⼯」として採⽤され、以来⼀七年間から⼆⼋年間にわたって「機械⼯」として

の職務に従事してきたからといって、「右事実のみから直ちに〜略〜機械⼯以外の職種には

⼀切就かせないという趣旨の職種限定の合意が明⽰⼜は黙⽰に成⽴したものとまでは認める

ことができない。」としたうえで、むしろ、前記就業規則の規定や、これまでにも機械⼯を

含めて職種間の異動が⾏われた例があること、「我が国の経済の伸展及び産業構造の変化等

に伴い、多くの分野で職種変更を含めた配転を必要とする機会が増加し、配転の対象及び範

囲等も拡張するのが時代の⼀般的趨勢であること」等からして、「被控訴⼈らについても、

業務運営上必要がある場合には、その必要に応じ、個別的同意なしに職種の変更等を命令す

る権限が控訴⼈（本件被上告⼈－編注）に留保されていた」とみるべきであり、かつ、本件

配転が何らかの不当な動機⼜は⽬的をもって⾏われたものとはいえず、また、本件「異動の結

果被控訴⼈らにおいて控訴⼈の従業員として通常受忍すべき程度を著しく超える不利益を負

わされていると認めるに⾜りる証拠はない。」から、本件配転命令が権利濫⽤にあたるとは

いえないとして、⼀審判決を破棄して、本件配転命令の効⼒を肯定した。



①業務上の必要性が存在しない場合（余⼈をもって替えがたいという⾼度のものである必要はなく、

企業の合理的経営に寄与する程度で⾜りる）

または業務上の必要性がある場合でも、

②不当な動機・⽬的をもってなされたものであるとき

もしくは

③若しくは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き（仕事

と⽣活の調和を考慮＝労契3Ⅲ・労基1Ⅰ）
は権利の濫⽤となる。

（最判昭和61年7⽉14⽇「東亜ペイント事件」百選61事件参照）

２ 出向 ⽔町132⾴、詳解503⾴

⑴ 定義と条⽂（労契法14条）

労働者が使⽤者との雇⽤関係を維持しつつ、⻑期にわたって他の企業の指揮命令に服して労働するこ

とをいう。

ｃｆ 出向と配転の区別

  同⼀企業内での異動かどうかである。

ｃｆ 復帰を予定しない出向と転籍の区別

  出向元との労働契約関係の存続⾃体が形骸化しているといえない限りは出向としてく扱うべき

である。

 （最判平成15/4/18「新⽇本製鐵第⼆」百選62事件）

⑵ ⽬的

⼦会社／関連会社への経営や技術指導（役員出向については個別的同意）、キャリア形成、雇⽤調整

⑶ 要件 ⽔町133⾴

出向は、労働者の契約上の地位の⼀部譲渡であるため、労働者の「承諾」が必要となる（⺠625条1

項）。

そして、ここでいう「承諾」については、

▽個別的同意説

批判：出向が例外的であった時代の理論であり、出向が⽇常化した今⽇の現状に合わない。

▽包括的同意説

労働協約や就業規則に根拠規定があれば⾜りる。

▽条件付包括的同意説（最判平成15/4/18「新⽇本製鐵第⼆」百選62事件か？）

①就業規則等に規定がある

②不利益への配慮も為されている場合（出向期間・出向中の地位・出向先での労働条件等）

⑷ 出向命令権の限界

出向が他企業への⼈事異動であり労働者の⽣活を不安定にする点に鑑みると、使⽤者が出向を命じる

権限も無制約ではない（労契法14条）。

①業務上の必要性（その必要性）

②不当な動機・⽬的の有無（対象労働者の選定に係る事情）

③労働者の被る不利益の⼤きさ（その他の事情）



・最判平成15/4/18＝出向中の社員の地位・賃⾦・退職⾦・各種の出向⼿当・昇格昇給等の査定その

他処遇等に関する規定を考慮

・⻑野地判松本⽀決1/2/3＝本件各出向命令の発令に⾄る⼿続きに不相応な点があるか、労働者の⽣

活への影響を考慮

・福岡⾼判平成12/11/18＝復帰の可能性がない場合には「より慎重」に判断する

を考慮して⼀定の場合には無効となる。

⑸ 出向からの復帰

本来出向元の企業で労働することが雇⽤契約において同意されていたのであり、復帰命令は特段の事

情（復帰を予定しない出向等）のない限り有効である。

（最判昭和60/4/5「古河電⼯事件」）

⑹ 出向中の労働関係

▽⼆重労働関係説

批判：出向の具体的内容・態様は⼀律に決まるものではない。

▽分属説

出向契約・協定の内容から個別具体的に判断すべき。

そのような明⽰の定めがない場合には、労働者が実際に就労するのは出向先であるが、出向先との

関係は出向元との労働契約関係を基礎として成り⽴っているものである点に鑑みると、

①出向先＝就労に関する権利義務（労務提供請求権・指揮命令権等）

②出向元＝労働契約関係の存否変更に関する権利義務（解雇権・復帰命令権）

のように部分的に出向先に移転すると解する。

（東京地判平成4/12/25「勧業不動産販売事件」）

ｃｆ 罰則規定等の責任は出向元・出向先いずれにあるか

当該事項について実質的権限をいずれが有しているかによる。

（たとえば出向先が労働時間管理をしていれば、三六協定は出向先が締結せねばならない。菅野445

⾴）

３ 転籍

⑴ 定義

従来の使⽤者との労働契約を終了させ、新たに別会社との労働契約関係に⼊ることをいう。

⑵ 類型

①解約型 従来の使⽤者との労働契約を合意解約し、新たな使⽤者と労働契約を締結する

②譲渡型 従来の使⽤者から新たな使⽤者へ労働者との労働契約上の地位を譲渡（⺠625条1項）

参 考 ⽂ 献

⽔町勇⼀郎「詳解労働法」（東京⼤学出版会・2019年）・508⾴

「いずれのタイプの転籍も、転籍先との間に新たな労働契約を成⽴させる点では共通してお

り、労働契約の成⽴における合意原則（労契法6条）からすれば、新たな使⽤者（転籍先）と



⑶ 限界

転籍元との労働契約の終了を伴うため、労働協約・就業規則による義務付けは許されず、その都度個

別的合意（真意に基づくといえるか。労契3ⅢⅣ・4Ⅰ）を要する。
（東京地決平成4/1/31「三和機材事件」）

３ 前提知識２（整理解雇・変更解約告知）

１ 整理解雇 ⽔町164⾴

⑴ 定義

使⽤者が経営不振の打開や経営の合理化を進めるため、余剰⼈員の削減を⽬的として⾏う解雇をい

う。

⑵ 規範（整理解雇の4要件or4要素）

整理解雇も解雇である以上、解雇の客観的合理性・社会的相当性（労契法16条）を満たす必要があ

る。

もっとも、整理解雇は使⽤者の都合による解雇であり、労働者に帰責性はないため、要件充⾜性の判

断は普通解雇に⽐して厳格なものとなる。

①⼈員削減の必要性

経営判断事項である点・裁判所の判断能⼒の点に鑑み、倒産必⾄までは不要で、⾼度の経営上の困難

で⾜りる。

（ただし、削減決定後に、賃上げ・⾼配当・多数の新規採⽤があれば消極に働く。）

②解雇回避努⼒義務

残業規制・⾮正規従業員の雇⽌め・役員報酬カット・採⽤停⽌・配転出向転籍での対応・希望退職を

実施したか

（→そして解雇回避が困難であれば、経済的保障・再就職⽀援をしたか）

③⼈員選定の相当性

勤務成績・勤続年数・労働者の⽣活上の打撃（扶養家族の有無等）等を勘案。

しかし、国籍・信条・性別等の基準や、責任感等の抽象的で客観性を⽋く基準は許されない。

④⼿続きの妥当性（説明・協議義務等）

4要素を中⼼に判断する。 

（東京⾼判昭和54/10/29「東洋酸素事件」百選73事件）

↓

この要素については①②③は使⽤者に、④（⼿続きの不当性）は労働者に主張⽴証責任がある。

（東京地決平成18/1/13「コマキ事件」） 

の間で労働契約を成⽴させる個別の同意（転籍時の同意）が必要であると解すべきであろ

う。」

参 考 ⽂ 献

⽔町勇⼀郎「詳解労働法」（東京⼤学出版会・2019年）・942⾴脚注78



２ 変更解約告知 ⽔町168⾴、詳解950⾴

⑴ 定義 

労働条件の変更を申⼊れ、これに応じない場合には労働契約を解約する旨の意思表⽰をいう。

⑵ 意義

就業規則の変更等では対応できない個別契約により定められた労働条件を変更する場⾯で⽤いる。

（労働契約の個別化に伴い、個別契約において労働者の職務内容や勤務地が特定されている場合な

ど）

⑶ 変更解約告知に応じない場合の解雇の有効要件

▽１ 通常解雇の枠内で論じる⽴場（⼤阪地判平成10/8/31「⼤阪労働衛⽣センター第⼀病院事

件」）

解雇⾃体について通常解雇と異なる⾏為はない。

そこで、整理解雇法理も含む通常の解雇権濫⽤法理の枠内で、変更解約告知の特殊性を考慮して、

解雇の合理性・相当性を判断する。

批判 ①使⽤者は労働者が労働契約の変更に応じれば雇⽤を存続してもよいと認めている

   ②変更解約告知の労働条件変更⼿段であるという特性

   から、この問題を解雇の問題として処理しなければならないものではなく、独⾃の枠組みで

判断すべきである。

▽２ 変更解約告知という独⾃の類型を認める⽴場

▽２ー１ 菅野説

 ①労働条件変更の必要性・相当性

 ②これを解雇という⼿段を持って⾏うことの相当性

▽２ー２ スカンジナビア航空事件

 ①労働条件変更が会社業務の運営上必要不可⽋か

 ②その必要性がそれによって労働者が被る不利益を上回るものか

 ③変更の必要性がそれに応じない労働者の解雇を正当化するに⾜りるやむを得ないものか

 ④解雇回避努⼒義務が尽くされているか

（東京地決平成7/4/13「スカンジナビア航空事件」百選74事件）

＊有期労働契約については、契約期間中の解除について⺠法第 628 条によりやむを得ない事由が必

要とされている趣旨にかんがみれば、契約期間中の労働契約の変更については、おのずからこれが認

められる場合は制約されることに留意が必要である。

⑷ 留保付承諾の可否

「（整理解雇の4要件と解雇権濫⽤法理の関係について・・・）これは理論的には、解雇権濫

⽤法理における客観的合理性と社会的相当性という⼀般的・抽象的な2つの要件を、整理解雇

の特徴を踏まえてより具体化する形で4つの要件（または後述するように4つの要素）に構成し

直したものと位置づけられる。」



留保付承諾とは、労働条件変更に異議を留めつつ承諾し、暫定的に新労働条件のもとで就労すること

の意思表⽰をいう。

▽否定説

⺠法528条の⽂⾔からは、契約申込みに対する条件付承諾は申込みの拒絶となる。

そのため、留保付承諾は認められていない。

▽肯定説

留保付承諾については、

①⺠法528条は契約の成⽴に関する規定であり、労働契約の変更申し込みには同条の適⽤がないと解

されること（許容性）

②留保付承諾を認めることで、労働者は、承諾か解雇か、という⼆者択⼀の選択を回避できること

（必要性）

から認めらると解する。

そして、労働者が留保付承諾をした場合、

労働条件変更が合理的である → 解除条件の不成就により承諾の効果が有効に発⽣する。

労働条件変更に合理性がない → 承諾が解除されて変更前の契約内容に基づく請求が認められる。

４ 検討
１ 採点実感

参 考 裁 判 例

東京⾼判平成14年11⽉26⽇「ヒルトンホテル（本訴）事件」

判旨「⼀審原告らは，本件異議留保付き承諾の意思表⽰は，単純な拒絶の意思表⽰ではなく，

本件労働条件変更について裁判所等でその法的効⼒について争う権利を留保し，最終的には裁

判所による法的判断の確定に従うが，裁判所によって労働条件の変更が認められることを条件

として就労義務を承諾するものであり，このような条件付き承諾の意思表⽰は，借地借家法３

２条によっても認められているように，有効と解すべきであると主張する。

 しかし、借地借家法３２条は、賃料増減額請求について当事者間に協議が調わないときは，

仮の賃料として相当額を⽀払い⼜はこれを受領することを認め，終局裁判が確定した場合に

は，正当とされた賃料との不⾜額⼜は超過額に年１割の損害⾦を付加して相⼿⽅に⽀払うこと

で双⽅の利害の調整を図ったものであり，⽴法により特に認められた制度である。これを本件

のような⽇々雇⽤契約における労働条件変更の申込と承諾の場合に類推して，本件異議留保付

き承諾の意思表⽰により雇⽤契約の更新を認めることは，そのような意思表⽰を受けた相⼿⽅

の地位を不安定にするものであり，終局裁判の確定時における当事者双⽅の利害の調整を図る

ための⽴法上の⼿当てもされていない現状においては許されないと解すべきである。」

 

採 点 実 感



本問は、①職種変更命令の有効性につき、その法的根拠を摘⽰して、Ｙ社とＸ１らとの間で

職種限定合意が成⽴していたかを明らかにした上で、成⽴していないとの⾒解を採った場合

にはＹ社による職種変更命令が権利濫⽤となるかを問い、②ＹとＸ２との間の契約関係につ

き、Ｘ２による「後に裁判で争うことを伝えた上で、早期退職募集及び再雇⽤に応ずる旨」

の申出が留保付承諾として有効であるかを問い、さらに、③Ｙ社のＸ３（及び前記留保付承

諾が認められないとの⾒解を採った場合のＸ２）に対する解雇の有効性につき、いわゆる変

更解約告知に対する解雇権濫⽤法理の適⽤を問う問題である。

 

＜Ｘ１＞

前記①の職種変更命令の有効性については、その法的根拠に関しては全体的におおむね良好

な論述がなされていた。もっとも、この論点に限ったことではないが、答案において、根拠

となる、あるいは問題となる条⽂を⼀切引⽤していない答案が少数ながら存在した。実務家

にとって、論証のよりどころとなるのは、第⼀に実定法上の規定であり、解釈論はあくまで

もそれを補うためのものであるから、関連条⽂については、これに⾔及することを励⾏され

たい。

 

次に、職種限定合意については、多くの答案がこれに⾔及していたものの、かかる合意の有

無につき、結論しか書いておらず、⼗分に論述できていない答案も散⾒された。本問の事例

は、⽇産⾃動⾞村⼭⼯場事件判決（最判平元年１２⽉７⽇）の事案を参考にしたものである

ところ、同判決を含めたこれまでの裁判例による判断枠組みを踏まえて規範を定⽴し、丁寧

な当てはめを⾏っていた答案には⾼い得点を与えた。

 

Ｙ社による職種変更命令が権利濫⽤となるかについては、多くの答案が、東亜ペイント事件

判決（最判昭６１年７⽉１４⽇）を踏まえて規範を定⽴した上で当てはめを⾏っており、お

おむね良好な論述がなされていた。もっとも、当てはめにおいて、Ｙ社にとって有利な事情

（異動先が同じ甲⼯場で⽣産中の⼩型乗⽤⾞の塗装等であり勤務地に変更がないことなど）

に全く⾔及せず、就業規則が要求する意向の聴取を⾏っていないことのみをもって、職種変

更命令が権利濫⽤である（あるいはそもそも職種変更命令権が発⽣しない）との結論を導い

ている答案が散⾒された。司法試験が実務家となるための試験であることを踏まえれば、事

例に現れている事情については、⾃⼰が導き出そうとする結論にとって有利・不利を問わず

に⾔及し、丁寧な当てはめを⼼掛けるべきであり、かかる当てはめができている答案には、

より⾼い点を与えた。

 

＜Ｘ２・３＞

前記②の留保付承諾の有効性については、多数の答案が⾔及し、その問題意識については、

おおむね良好な論述ができていたといえよう。もっとも、⺠法第５２８条から、直ちに、Ｘ

２の留保付承諾が新たな申込みとなり、Ｙ社による拒絶が有効であるとの結論を導き出して

いる答案も散⾒された。しかしながら、出題者としては、留保付承諾を認めるとの⾒解を採

るにせよ、認めないとの結論を採るにせよ、⺠法第５２８条の形式的適⽤から⽣ずる不都合

をいかに回避すべきか、あるいは、いかなる理由から原則論を貫くべきかを変更解約告知と

の関連で論述してほしかったところであり、実際にこれを丁寧に論述できていた答案には、

より⾼い得点を与えた。

 



２ 検討

■１ Ｘ１らに対してなされた配転命令の有効性

Ｙ社のＸ１らに対する異動命令は無効であるとして

・機械⼯以外の職種に従事する義務のないことの確認訴訟及びその仮処分（⺠事保全法23条2項）

・不法⾏為（慰謝料）に基づく損害賠償請求(⺠法709条、710条）

⑴ 職種変更命令の法的根拠

 労働契約法第7条本⽂およびY社就業規則第8条第1項の⼀般的配転条項の存在の指摘する。

⑵ 職種を機械⼯に限定する旨の合意(労契法第7条ただし書き参照)が成⽴していたか。

 最判平成元年12⽉7⽇「⽇産⾃動⾞村⼭⼯場事件」

⑶ 職種限定合意はないとした場合において、職種変更命令が権利濫⽤となるか。

 最判昭和61年7⽉14⽇「東亜ペイント事件」百選61事件

 ・聴取⼿続きの⽋如

 ・異動先が同じ甲⼯場で⽣産中の⼩型乗⽤⾞の塗装等であり勤務地に変更がないこと

■２ Ｘ２・Ｘ３に対するＹ社の解雇の有効性

解雇が無効であるとして、

・雇⽤契約上の権利を有する地位にあることの確認訴訟及びその仮処分

・解雇期間中の賃⾦⽀払請求（⺠法536条2項）

をする。

⑴ Ｘ２及びＸ３に対して⾏われたＹ社の提案が変更解約告知であることの指摘

⑵ Ｘ２の申し出が留保付承諾として有効か

⑶ 解雇の有効性

 変更解約告知が労働条件変更の⼿段だという特殊性を考慮しての規範を書く。

 東京地決平成7/4/13「スカンジナビア航空事件」百選74事件

以上

前記③の変更解約告知に対する解雇権濫⽤法理の適⽤については、⼤半の答案が⾔及できて

いた。もっとも、変更解約告知は、単なる整理解雇とは異なり、労働条件変更の⼿段として

⾏われるという特殊性を持つことから、解雇権濫⽤法理の適⽤においては、この特殊性を考

慮に⼊れて規範を定⽴すべきではないかという問題意識を的確に論述できている答案は、出

題者が想定していたよりも少なかった。実際、答案の中には、かかる問題意識に⾔及せず

に、本件の解雇は整理解雇である旨だけ述べて、いきなり整理解雇の四要件（ないしは四要

素）を定⽴して当てはめを⾏う答案が少なからず存在したが、最終的に整理解雇と同じ基準

で規範を定⽴するにせよ、前述のような問題意識を論述できていた答案に⽐して、

相応の点数しか与えられなかった。


