
【判決分析①（最判平成30年6月1日）】  2021.3.11  企業法務セミナー（第31回）

1 事案の概要

Ｘ Ｘら

Ｙ Ｙ

⑵
賃金に関する正社員との相

違
あり あり

⑶ 業務内容に関する相違 なし なし

⑷
業務に伴う責任の程度の

相違
なし なし

⑸ 異動に関する相違 あり なし

⑹ その他の事情 あり ***

嘱託乗務員には，正社員の基本給（在籍給・年齢給）・能率

給・職務給とは異なり，基本賃金・歩合給のほか，調整給が支

給されている。

無事故手当・通勤手当は正社員と同様だが，精勤手当・住宅手

当・家族手当・役付手当は支給されない。

また，賞与・退職金も支給されない。

事案の概要・争点

Ｙを定年退職した後に，Ｙと有期労働契約を締結して就労して

いる者

セメント，液化ガス，食品等の輸送事業を営む株式会社

※ H27.9.1現在の従業員数は66人

⑴ 当事者

一般貨物自動車運送事業等を目的とする株式会社

※ H25.3.31現在の従業員数は4597人

H20.10.6ころ，Ｙとの間で，有期労働契約を締結し，トラック

運転手として配送業務に従事している者

※　当初の契約期間は約6か月，その後順次更新されている。

※　当初の時給1150円 → 後に1160円に増額

正社員については，出向を含む全国規模の広域異動の可能性が

あるが，契約社員については，就業場所の変更や出向は予定さ

れていない。

嘱託乗務員についても，正社員と同様に，Ｙの業務の都合によ

り勤務場所及び担当業務を変更することがある旨が定められて

いる。

正社員については，公正に評価された職務遂行能力に見合う等

級役職への格付けを通じて，従業員の適正な処遇と配置を行う

とともに，教育訓練の実施による能力の開発と人材の育成，活

用に資することを目的として，等級役職制度が設けられている

が，契約社員についてはこのような制度は設けられていない。

㊟　判決文に特に記載はない。

ハマキョウレックス事件 長澤運輸事件

契約社員には，正社員の基本給（年齢給・勤続給・職能給）と

は異なり，時間給としての基本給が支給されている。

無事故手当・作業手当・給食手当・住宅手当・皆勤手当・家族

手当の支給がなく，H25.12以前は通勤手当にも相違があった。

また，賞与・退職金の支給，定期昇給も原則としてない。
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【判決分析①（最判平成30年6月1日）】  2021.3.11  企業法務セミナー（第31回）

事案の概要・争点 ハマキョウレックス事件 長澤運輸事件

2 労働契約法20条違反の効果

⑴
労働契約法20条に違反する

労働条件は無効か
無効 無効

⑵

上記2⑴により無効となる

場合に，労働契約法20条の

効力により，有期契約労働

者の労働条件が，比較の対

象である無期契約労働者の

労働条件と同一のものにな

るか。

なら

ない

なら

ない

⑶

賃金等に関して正社員と同

一の権利を有する地位にあ

ることの確認請求，労働契

約に基づく差額賃金請求

いずれ

も棄却

いずれ

も棄却

労働契約法20条は，有期契約労働者について無期契約労働者と

の職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた処遇を求める規定

であり，文言上も，両者の労働条件の相違が同条に違反する場

合に，当該有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期

契約労働者の労働条件と同一のものとなる旨を定めていない。

そうすると，有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の

相違が同条に違反する場合であっても，同条の効力により当該

有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期契約労働者

の労働条件と同一のものとなるものではないと解するのが相当

である。

また，Ｙにおいては，正社員に適用される就業規則・給与規程

と，契約社員に適用される就業規則とが，別個独立のものとし

て作成されていること等にも鑑みれば，両者の労働条件の相違

が同条に違反する場合に，正社員に適用される就業規則等の定

めが契約社員であるＸに適用されることとなると解すること

は，就業規則の合理的な解釈としても困難である。

有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が労働契

約法20条に違反する場合であっても，同条の効力により，当該

有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期契約労働者

の労働条件と同一のものとなるものではないと解するのが相当

である。

また，Ｙは，嘱託乗務員について，従業員規則とは別に嘱託社

員規則を定め，嘱託乗務員の賃金に関する労働条件を，従業員

規則に基づく賃金規定等ではなく，嘱託社員規則に基づく嘱託

社員労働契約によって定めることとしている。

そして，嘱託社員労働契約の内容となる本件再雇用者採用条件

は，精勤手当について何ら定めておらず，嘱託乗務員に対する

精勤手当の支給を予定していない。

このような就業規則等の定めにも鑑みれば，嘱託乗務員である

Ｘらが精勤手当の支給を受けることのできる労働契約上の地位

にあるものと解することは，就業規則の合理的な解釈としても

困難である。

㊟　左記の地位確認・差額賃金請求は否定されたものの，労働

契約法20条に違反して無効となる労働条件部分については，不

法行為に基づく損害賠償請求が可能とされた。

㊟　ハマキョウレックス事件に同じ

労働契約法20条が有期契約労働者と無期契約労働者との労働条

件の相違は「不合理と認められるものであってはならない」と

規定していることや，その趣旨が有期契約労働者の公正な処遇

を図ることにあること等に照らせば，同条の規定は私法上の効

力を有するものと解するのが相当であり，有期労働契約のうち

同条に違反する労働条件の相違を設ける部分は無効となる。

㊟　無効になることを前提として判断しているが，この点につ

いては判決文に明記されていない。
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【判決分析①（最判平成30年6月1日）】  2021.3.11  企業法務セミナー（第31回）

事案の概要・争点 ハマキョウレックス事件 長澤運輸事件

3 労働契約法20条の判断枠組み

⑴

労働契約法20条にいう「期

間の定めがあることによ

り」の意味

関連性

あれば

足りる

関連性

あれば

足りる

⑵

労働条件が「期間の定めが

あることにより」相違して

いると言えるか

言える 言える

Ｙの嘱託乗務員と正社員との本件各賃金項目に係る労働条件の

相違は，嘱託乗務員の賃金に関する労働条件が，正社員に適用

される賃金規定等ではなく，嘱託社員規則に基づく嘱託社員労

働契約によって定められることにより生じているものであるか

ら，当該相違は期間の定めの有無に関連して生じたものである

ということができる。

したがって，嘱託乗務員と正社員の本件各賃金項目に係る労働

条件は，同条にいう期間の定めがあることにより相違している

場合に当たる。

労働契約法20条は，有期契約労働者と無期契約労働者の労働条

件が期間の定めがあることにより相違していることを前提とし

ているから，両者の労働条件が相違しているというだけで同条

を適用することはできない。

一方，期間の定めがあることと労働条件が相違していることと

の関連性の程度は，労働条件の相違が不合理と認められるもの

に当たるか否かの判断に当たって考慮すれば足りるものという

ことができる。

そうすると，同条にいう「期間の定めがあることにより」と

は，有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が期

間の定めの有無に関連して生じたものであることをいうものと

解するのが相当である。

労働契約法20条にいう「期間の定めがあることにより」とは，

有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が期間の

定めの有無に関連して生じたものであることをいうものと解す

るのが相当である。

本件諸手当に係る労働条件の相違は，契約社員と正社員とでそ

れぞれ異なる就業規則が適用されることにより生じているもの

であることに鑑みれば，当該相違は期間の定めの有無に関連し

て生じたものであるということができる。

したがって，契約社員と正社員の本件諸手当に係る労働条件

は，同条にいう期間の定めがあることにより相違している場合

に当たる。
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【判決分析①（最判平成30年6月1日）】  2021.3.11  企業法務セミナー（第31回）

事案の概要・争点 ハマキョウレックス事件 長澤運輸事件

3 労働契約法20条の判断枠組み

⑶

労働条件の相違の不合理性

についての主張・立証責任

の負担

双方が

負う

双方が

負う

⑷

労働条件の相違の不合理性

の判断に当たり考慮される

事情

***

職務内

容及び

配置変

更の範

囲に限

定され

ない

労働者の賃金に関する労働条件は，労働者の職務内容及び変更

範囲により一義的に定まるものではなく，使用者は，雇用及び

人事に関する経営判断の観点から，労働者の職務内容及び変更

範囲にとどまらない様々な事情を考慮して，労働者の賃金に関

する労働条件を検討するものということができる。

また，労働者の賃金に関する労働条件の在り方については，基

本的には，団体交渉等による労使自治に委ねられるべき部分が

大きいということもできる。そして，労働契約法20条は，有期

契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理と認

められるものであるか否かを判断する際に考慮する事情とし

て，「その他の事情」を挙げているところ，その内容を職務内

容及び変更範囲に関連する事情に限定すべき理由は見当たらな

い。

したがって，有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の

相違が不合理と認められるものであるか否かを判断する際に考

慮されることとなる事情は，労働者の職務内容及び変更範囲並

びにこれらに関連する事情に限定されるものではない。

㊟　各手当の不合理性の判断において考慮事情が摘示されてお

り，一般論としては摘示されていない。

労働契約法20条にいう「不合理と認められるもの」とは，有期

契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理であ

ると評価することができるものであることをいうと解するのが

相当である。

そして，両者の労働条件の相違が不合理であるか否かの判断は

規範的評価を伴うものであるから，当該相違が不合理であると

の評価を基礎付ける事実については当該相違が同条に違反する

ことを主張する者が，当該相違が不合理であるとの評価を妨げ

る事実については当該相違が同条に違反することを争う者が，

それぞれ主張立証責任を負うものと解される。

労働契約法20条にいう「不合理と認められるもの」とは，有期

契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理であ

ると評価することができるものであることをいうと解するのが

相当である。
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【判決分析①（最判平成30年6月1日）】  2021.3.11  企業法務セミナー（第31回）

事案の概要・争点 ハマキョウレックス事件 長澤運輸事件

3 労働契約法20条の判断枠組み

⑸

有期契約労働者が定年退職

後の再雇用者であること

は，労働条件の相違の不合

理性の判断において，考慮

事情となるか

***

考慮事

情とな

る

Ｙにおける嘱託乗務員は，Ｙを定年退職した後に，有期労働契

約により再雇用された者である。

定年制は，使用者が，その雇用する労働者の長期雇用や年功的

処遇を前提としながら，人事の刷新等により組織運営の適正化

を図るとともに，賃金コストを一定限度に抑制するための制度

ということができるところ，定年制の下における無期契約労働

者の賃金体系は，当該労働者を定年退職するまで長期間雇用す

ることを前提に定められたものであることが少なくないと解さ

れる。

これに対し，使用者が定年退職者を有期労働契約により再雇用

する場合，当該者を長期間雇用することは通常予定されていな

い。また，定年退職後に再雇用される有期契約労働者は，定年

退職するまでの間，無期契約労働者として賃金の支給を受けて

きた者であり，一定の要件を満たせば老齢厚生年金の支給を受

けることも予定されている。そして，このような事情は，定年

退職後に再雇用される有期契約労働者の賃金体系の在り方を検

討するに当たって，その基礎になるものであるということがで

きる。

そうすると，有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者で

あることは，当該有期契約労働者と無期契約労働者との労働条

件の相違が不合理と認められるものであるか否かの判断におい

て，労働契約法20条にいう「その他の事情」として考慮される

こととなる事情に当たると解するのが相当である。

㊟　Ｘは定年退職後の再雇用者ではない。
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【判決分析①（最判平成30年6月1日）】  2021.3.11  企業法務セミナー（第31回）

事案の概要・争点 ハマキョウレックス事件 長澤運輸事件

3 労働契約法20条の判断枠組み

⑹
労働条件の相違の不合理性

の判断方法
***

賃金項

目の趣

旨を個

別考慮

Ｙにおける嘱託乗務員と正社員との本件各賃金項目に係る労働

条件の相違が問題となるところ，労働者の賃金が複数の賃金項

目から構成されている場合，個々の賃金項目に係る賃金は，通

常，賃金項目ごとに，その趣旨を異にするものであるというこ

とができる。そして，有期契約労働者と無期契約労働者との賃

金項目に係る労働条件の相違が不合理と認められるものである

か否かを判断するに当たっては，当該賃金項目の趣旨により，

その考慮すべき事情や考慮の仕方も異なり得るというべきであ

る。

そうすると，有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金

項目に係る労働条件の相違が不合理と認められるものであるか

否かを判断するに当たっては，両者の賃金の総額を比較するこ

とのみによるのではなく，当該賃金項目の趣旨を個別に考慮す

べきものと解するのが相当である。

なお，ある賃金項目の有無及び内容が，他の賃金項目の有無及

び内容を踏まえて決定される場合もあり得るところ，そのよう

な事情も，有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項

目に係る労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否

かを判断するに当たり考慮されることになるものと解される。

㊟　この点については判決文に記載されていない。
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【判決分析①（最判平成30年6月1日）】  2021.3.11  企業法務セミナー（第31回）

事案の概要・争点 ハマキョウレックス事件 長澤運輸事件

4 各種手当等の不合理性の判断

⑴ 無事故手当 ○ ***

⑵ 作業手当 ○ ***

○：不合理である　×：不合理ではない ○：不合理である　×：不合理ではない

【手当支給の趣旨・目的】

優良ドライバーの育成や安全な輸送による顧客の信頼の獲得を

目的としたもの

【判断要素】

①　職務内容による比較

　　両者（契約社員・正社員）間で職務内容の差異はなく，安

全運転及び事故防止の必要性に差異はない。

②　転勤・出向・中核人材登用の可能性による比較

　　両者間に差異はあるが，その必要性は異ならない。

③　不合理との評価を妨げる事情の有無

　　うかがわれない。

⇒　契約社員への不支給は，不合理である。

【手当支給の趣旨・目的】

特定の作業を行った対価として支給されるもので，作業そのも

のを金銭的に評価して支給される性質の賃金

【判断要素】

①　職務内容による比較

　　両者間で職務内容の差異はない。

②　職務内容・配置の変更範囲による比較

　　両者間に差異はあるが，その差異によって，行った作業に

対する金銭的評価が異なるものではない。

③　不合理との評価を妨げる事情の有無

　　うかがわれない。

⇒　契約社員への不支給は，不合理である。

㊟　正社員・嘱託乗務員間に差異はなく，訴訟の対象となって

いない。

㊟　長澤運輸では，作業手当はそもそも支給されていないよう

である。
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【判決分析①（最判平成30年6月1日）】  2021.3.11  企業法務セミナー（第31回）

事案の概要・争点 ハマキョウレックス事件 長澤運輸事件

4 各種手当等の不合理性の判断

⑶ 給食手当 ○ ***

⑷ 住宅手当／家族手当 × ×

【手当支給の趣旨・目的】

従業員の食事に係る補助として支給する趣旨のもので，勤務時

間中に食事を取ることを要する労働者に対して支給すべきもの

【判断要素】

①　職務内容・勤務形態による比較

　　両者間で差異はない。

②　職務内容・配置の変更範囲による比較

　　両者間に差異はあるが，その差異は，勤務時間中に食事を

取ることの必要性やその程度とは関係がない。

③　不合理との評価を妨げる事情の有無

　　うかがわれない。

⇒　契約社員への不支給は，不合理である。

○：不合理である　×：不合理ではない ○：不合理である　×：不合理ではない

【手当支給の趣旨・目的】

住宅手当：従業員の住宅費の負担に対する補助

家族手当：従業員の家族を扶養するための生活費に対する補助

【判断要素】

①　労働者の生活に関する諸事情による比較

　　正社員には，幅広い世代の労働者が存在し得るから，これ

らの補助をすることには相応の理由がある。

　　他方，嘱託乗務員は，正社員として勤続した後に定年退職

した者で，老齢厚生年金の受給が予定され，その支給が開始さ

れるまではＹから調整給を支給されることとなっている。

⇒　両者の職務内容及び変更範囲が同一であるといった事情を

踏まえても，嘱託乗務員への不支給は，不合理であると評価す

ることができるものとはいえない。

【手当支給の趣旨・目的】

従業員の住宅に要する費用を補助する趣旨

【判断要素】

①　職務内容・配置の変更範囲による比較

　　両者間に差異はあり，正社員については，契約社員と比較

して住宅に要する費用が多額となり得る。

⇒　契約社員への不支給は，不合理であると評価できない。

㊟　長澤運輸では，給食手当はそもそも支給されていないよう

である。
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【判決分析①（最判平成30年6月1日）】  2021.3.11  企業法務セミナー（第31回）

事案の概要・争点 ハマキョウレックス事件 長澤運輸事件

4 各種手当等の不合理性の判断

⑸ 皆勤手当／精勤手当
○ ○

⑹ 通勤手当 ○ ***
㊟　正社員・嘱託乗務員間に差異はなく，訴訟の対象となって

いない。

【手当支給の趣旨・目的】

通勤に要する交通費を補塡する趣旨

【判断要素】

①　期間の定めの有無による比較

　　両者間で差異はあるが，それによって，通勤に要する費用

が異なるものではない。

②　職務内容・配置の変更範囲による比較

　　両者間に差異はあるが，それが通勤に要する費用の多寡と

直接関連するものではない。

③　不合理との評価を妨げる事情の有無

　　うかがわれない。

⇒　契約社員への不支給は，不合理である。

【手当支給の趣旨・目的】

従業員に対して休日以外は１日も欠かさずに出勤することを奨

励する趣旨

【判断要素】

①　職務内容による比較

　　両者間に差異はなく，皆勤奨励の必要性に差異はない。

②　賃金体系による比較

　　嘱託乗務員の歩合給の係数が正社員の能率給の係数よりも

有利に設定されている。これは，嘱託乗務員に対して労務の成

果である稼働額を増やすことを奨励する趣旨が含まれている。

　　しかし，精勤手当は，皆勤という事実に基づいて支給され

るものであり，前記の係数が異なることをもって，嘱託乗務員

に精勤手当を支給しないことが不合理でないといえない。

⇒　嘱託乗務員への不支給は，不合理である。

【手当支給の趣旨・目的】

Ｙが運送業務を円滑に進めるには実際に出勤するトラック運転

手を一定数確保する必要があり，皆勤を奨励する趣旨

【判断要素】

①　職務内容による比較

　　両者間で差異はなく，出勤者確保の必要性に差異はない。

②　転勤・出向・中核人材登用の可能性による比較

　　両者間に差異はあるが，上記の必要性は異ならない。

③　不合理との評価を妨げる事情の有無

　　契約社員についてはＹの業績・勤務成績を考慮して昇給す

ることがあるとされているが，昇給しないのが原則である上，

皆勤の事実を考慮して昇給が行われた事情もうかがわれない。

⇒　契約社員への不支給は，不合理である。

○：不合理である　×：不合理ではない ○：不合理である　×：不合理ではない
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【判決分析①（最判平成30年6月1日）】  2021.3.11  企業法務セミナー（第31回）

事案の概要・争点 ハマキョウレックス事件 長澤運輸事件

4 各種手当等の不合理性の判断

⑺ 役付手当 *** ×

⑻ 能率給・職務給 *** ×

【手当支給の趣旨・目的】

正社員の中から指定された役付者であることに対して支給され

るもの

【判断要素】

Ｘらが主張する「年功給，勤続給的性格」のものではない。

⇒　嘱託乗務員への不支給は，不合理ではない。

○：不合理である　×：不合理ではない ○：不合理である　×：不合理ではない

【賃金体系（手当は除く）】

①　正社員：基本給（固定）・能率給（成果給）・職務給

②　嘱託乗務員：基本賃金（固定）・歩合給（成果給）

　※　基本賃金額は定年退職時の基本給の額を上回っている。

　※　歩合給の係数は能率給の係数の約2倍～約3倍に設定。

　※　Ｙは，組合との団体交渉を経て，基本賃金を増額し，歩

合給の係数の一部を嘱託乗務員に有利に変更している。

【判断方法】

嘱託乗務員の基本賃金・歩合給（Ａ）が，正社員の基本給・能

率給・職務給（Ｂ）に対応するものであることを考慮すべき。

【判断要素】

①　ＸらにつきＡの金額とＢの試算額を比較すると，Ａの方が

Ｂより少ないものの，その差は約2%～12%にとどまる。

➁　嘱託乗務員は，定年退職後に再雇用された者で，一定の要

件を満たせば老齢厚生年金を受給できる上，Ｙとの団体交渉を

経て，年金支給開始までの間，2万円の調整給を受給。

⇒　これらの事情を総合考慮すると，両者の職務内容及び変更

範囲が同一であることを踏まえても，嘱託乗務員への能率給・

職務給の不支給，歩合給の支給は，不合理であるとは言えな

い。

㊟　正社員の基本給（年齢給・勤続給・職能給）と契約社員の

基本給（時間給）の差額について，Ｘは特に請求していない。

㊟　ハマキョウレックスでは，役付手当はそもそも支給されて

いないようである。			
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【判決分析①（最判平成30年6月1日）】  2021.3.11  企業法務セミナー（第31回）

事案の概要・争点 ハマキョウレックス事件 長澤運輸事件

4 各種手当等の不合理性の判断

⑼ 賞与 *** ×

⑽ 時間外手当 ***
○

【手当支給の趣旨・目的】

時間外手当は，正社員の超勤手当と同様に，嘱託乗務員の時間

外労働等に対して労基法所定の割増賃金を支払う趣旨

【判断要素】

①　賃金体系による比較

　　Ｙにおいて，両者の賃金体系を区別して定めているが，割

増賃金の算定に当たり，割増率その他の計算方法を両者で区別

していることはうかがわれない。

➁　精勤手当不支給の不合理性（上記４⑸参照）

⇒　正社員の超勤手当の計算の基礎に精勤手当が含まれるの

に，嘱託乗務員の時間外手当の計算の基礎には精勤手当が含ま

れないのは，不合理である。

㊟　時間外手当について，Ｘは請求していない。

㊟　賞与のほか，定期昇給・退職金に関して，Ｘは，正社員と

同一の権利を有する地位にあること確認請求のみを行ってお

り，損害賠償請求は行っていない。

【賞与支給の趣旨・目的】

賞与は，月例賃金とは別に支給される一時金で，労務対価の後

払い，功労報償，生活費の補助，労働者の意欲向上等といった

多様な趣旨を含み得るもの

【判断要素】

①　上記４⑻【判断要素】②の事情

②　Ｙでは，嘱託乗務員の賃金（年収）は定年退職前の79%程

度と想定され，その賃金体系は，上記４⑻【賃金体系（手当は

除く）】記載のとおり，収入の安定に配慮しながら，労務の成

果が賃金に反映されやすくなるように工夫されている。

⇒　これらの事情を総合考慮すると，両者の職務内容及び変更

範囲が同一であり，正社員への賞与が基本給の5か月分とされ

ているとの事情を踏まえても，嘱託乗務員への不支給は，不合

理であるとは言えない。

○：不合理である　×：不合理ではない ○：不合理である　×：不合理ではない
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【判決分析②（最判令和2年10月13日）】   2021.3.11  企業法務セミナー（第31回）

1 事案の概要

Ｘ Ｘら

Ｙ Ｙ

⑵
賃金に関する正社員との相

違
あり あり

⑶ 業務内容に関する相違 あり なし

⑷
業務に伴う責任の程度の

相違
あり あり

⑸ 異動に関する相違 あり あり

アルバイト職員には，時給制の賃金が支給され，年次有給休暇

の付与がされていたが，正職員とは異なり，賞与，年末年始・

創立記念日の休日における賃金，その余の年次有給休暇，夏期

特別有給休暇，私傷病による欠勤中の賃金並びに附属病院の医

療費補助措置は支給・付与されず，昇給の定めもなかった。

※ 正職員・アルバイト職員に適用される就業規則は，別々に

定められていた。

契約社員Bは，月給制の正社員と異なり，時給制であった。

契約社員Bには，本給（時間給）のほか諸手当が支給されてい

たが，正社員に支給されていた資格手当または成果手当，住宅

手当及び家族手当は支給されていなかった。

なお，契約社員Bには年2回の賞与が支給されていたが，退職

金は支給しないと定められていた。

※ 契約社員B，同A及び正社員に適用される就業規則は異なっ

ていた。

アルバイト職員は，正職員と異なり，原則として業務命令に

よって他の部署に配置転換されることはなかった。

契約社員Bは，業務場所の変更を命じられることはあっても，

正社員と異なり，業務内容の変更や配置転換等を命ぜられるこ

とはなかった。

契約社員Bは，売店業務に専従しており，正社員が担当してい

た休暇・欠勤で不在の販売員の代替業務やエリアマネージャー

業務には従事していなかった。

契約社員Bと正社員の業務内容は，ほぼ共通。

正職員は，大学・附属病院等のあらゆる業務に携わり，業務内

容も総務，学務，病院事務等多岐に及んでおり，定型的で簡便

な作業等ではない業務が大半を占めていた。

他方，アルバイト職員は，定型的で簡便な作業が中心。

正職員配置の部署では，法人全体に影響を及ぼすような重要な

施策も含まれ，業務に伴う責任は大きい。

事案の概要・争点 大阪医科薬科大学事件 メトロコマース事件

⑴ 当事者

H25.1.29，Ｙとの間で契約期間を約2か月とする有期労働契約

を締結し，アルバイト職員として勤務。

その後，契約期間を1年として3回更新し，H28.3.31をもって退

職したが，適応障害との診断を受け，H27.3.9以降出勤してい

ない。

H16.4ないしH16.8に，契約社員BとしてYに採用された有期労

働契約者

1年以内の契約期間を更新して10年程度勤務したが，65歳に達

したことにより，H26.3ないしH27.3で契約終了している。

大阪医科大学（H28.4.1に大阪薬科大学と合併），同大学附属

病院等を運営する学校法人

※ H27.3時点の全職員数は約2600名

東京メトロの完全子会社で，東京メトロの駅構内における新

聞，飲食料品等の販売等の事業を行う株式会社。

※ H25.7.1当時の従業員数は848名
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【判決分析②（最判令和2年10月13日）】   2021.3.11  企業法務セミナー（第31回）

事案の概要・争点 大阪医科薬科大学事件 メトロコマース事件

1 事案の概要

⑹ その他の事情 あり あり

2 労働契約法20条の判断枠組み

⑴
労働条件の相違の不合理性

の判断方法

諸事情

を考慮

諸事情

を考慮

労働契約法20条は，有期契約労働者と無期労働契約者の労働条

件の格差が問題なっていたこと等を踏まえ，有期労働契約者の

公正な処遇を図るため，その労働条件につき，期間の定めがあ

ることにより不合理なものとすることを禁止したもの。

両者間の労働条件に関する相違が賞与の支給に係るものであっ

ても，同条にいう不合理と認められるものに当たることはあり

得る。

もっとも，その判断に当たっては，他の労働条件の相違と同様

に，Yにおける賞与の性質や目的を踏まえて，同条所定の諸事

情を考慮することにより，当該労働条件の相違が不合理と評価

できるかを検討すべき。

労働契約法20条は，有期契約労働者と無期労働契約者の労働条

件の格差が問題なっていたこと等を踏まえ，有期労働契約者の

公正な処遇を図るため，その労働条件につき，期間の定めがあ

ることにより不合理なものとすることを禁止したもの。

両者間の労働条件に関する相違が退職金の支給に係るもので

あっても，同条にいう不合理と認められるものに当たることは

あり得る。

もっとも，その判断に当たっては，他の労働条件の相違と同様

に，Yにおける退職金の性質や目的を踏まえて，同条所定の諸

事情を考慮することにより，当該労働条件の相違が不合理と評

価できるかを検討すべき。

①　Yにおける教室事務員である正職員は，極めて少数にとど

まり，他の大多数の正職員と職務内容・変更の範囲を異にする

に至っており，これは教室事務員である正職員の業務内容や人

員配置の見直し等に起因する事情があった。

➁　Yには，アルバイト職員→契約職員，契約職員→正職員へ

の試験による登用制度が設けられており，実際にも，相当数の

職員が登用されていた。

①　Yにおける売店業務に従事する正社員は，他の多数の正社

員とは職務内容及び変更の範囲につき相違があり，売店業務に

従事する従業員の2割に満たないものとなっていたが，これはY

の組織再編等に起因する事情があった。

➁　Yには，契約社員B→契約社員A，契約社員A→正社員への

開かれた試験による登用制度を設けられており，実際にも，相

当数の社員が登用されていた。
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【判決分析②（最判令和2年10月13日）】   2021.3.11  企業法務セミナー（第31回）

事案の概要・争点 大阪医科薬科大学事件 メトロコマース事件

3 各種手当等の不合理性の判断

賞与／退職金⑴
× ×

○：不合理である　×：不合理ではない ○：不合理である　×：不合理ではない

【賞与支給の趣旨・目的】

Yの業績に連動するものではなく，算定期間における労務の対

価の後払いや一律の功労報償，将来の労働意欲の向上等の趣旨

を含むもの

Y正職員の基本給は，職能給としての性格を有するものといえ

る上，概ね業務内容の難度や責任の程度が重く，人材育成・活

用を目的とした人事異動が行われていたことから，正職員とし

ての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図る目的で支給

することとしたもの

【判断要素】

①　職務内容による比較

　　Xの業務は相当な軽易であるなど，一定の相違があったこ

とは否定できない。

②　職務内容・配置の変更範囲による比較

　　Xは，正職員と異なり，業務命令によって配置転換される

ことはなく，一定の相違があったことも否定できない。

③　その他の事情

　　Yの人員配置の見直し等に起因して，教室事務員である正

職員が極めて少数にとどまり，他の大多数の正職員と職務内

容・変更の範囲を異にするに至った事情のほか，アルバイト職

員については，契約職員・正職員に段階的に職種を変更するた

めの試験による登用制度が設けられていた。

⇒　アルバイト職員への不支給は，不合理であるとまで評価で

きない。

【退職金支給の趣旨・目的】

退職金の算定基礎となる本給は，年齢により定められる部分と

職能給の性質を有する部分からなり，退職金は，職務遂行能力

や責任の程度等を踏まえた労務の対価の後払いや継続的な勤務

等に対する功労報償等の複合的な性質を有するもの

Yは，正社員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着

を図るなどの目的から，様々な部署等で継続的に就労すること

が期待される正社員に対し支給することとしたもの

【判断要素】

①　職務内容による比較

　　契約社員Bは，正社員とは異なり，売店業務に専従してお

り，一定の相違があったことは否定できない。

②　職務内容・配置の変更範囲による比較

　　Xは，正社員と異なり，配置転換等を命ぜられることはな

く，一定の相違があったことも否定できない。

③　その他の事情

　　Yの組織再編等に起因して，売店業務に従事する正社員

は，売店業務に従事する従業員の2割に満たず，他の多数の正

社員とは職務内容・変更の範囲が異なっていた事情のほか，契

約社員Bについては，契約社員A・正社員へ段階的に職種を変

更するための開かれた試験による登用制度を設けていた。

⇒　契約社員Bの有期雇用契約が原則更新するものとされ，定

年が65歳と定められるなど，必ずしも短期雇用を前提としてい

たとはいえず，Xらが10年前後の勤続期間を有していることを

斟酌しても，契約社員Bへの不支給は，不合理であるとまで評

価できない。
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【判決分析②（最判令和2年10月13日）】   2021.3.11  企業法務セミナー（第31回）

事案の概要・争点 大阪医科薬科大学事件 メトロコマース事件

3 各種手当等の不合理性の判断

⑵ 私傷病による欠勤中の賃金
×

***

【賃金支給の趣旨・目的】

長期・将来にわたって継続就労することが期待される正職員の

生活保障を図るとともに，その雇用を維持・確保する目的

【判断要素】

①　職務内容による比較

　　正職員には遺族等対応や部門間連携等の業務があった。

②　職務内容・配置の変更範囲による比較

　　正職員は，人事異動を命ぜられる可能性があった。

③　その他の事情

　　教室事務員である正職員が極めて少数にとどまり，他の大

多数の正職員と職務内容・変更の範囲を異にするに至った事情

のほか，アルバイト職員には，職種変更のための試験による登

用制度が設けられていた。

　　また，アルバイト職員は，長期雇用を前提とした勤務を予

定しているものとは言い難い。

　　Xは，勤務開始後2年余りで欠勤扱いとなり，在籍期間も3

年余りに止まり，その勤務が相当の長期間に及んでいたとは言

い難く，有期労働契約が当然に更新・継続する状況にあったこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。

⇒　アルバイト職員への不支給は，不合理であるとまで評価で

きない。

○：不合理である　×：不合理ではない ○：不合理である　×：不合理ではない
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【判決分析③（最判令和2年10月15日）】   2021.3.11  企業法務セミナー（第31回）

1 事案の概要

Ｘ Ｘら Ｘら

Ｙ

⑵ 賃金体系等

事案の概要・争点 ①日本郵便（佐賀）事件

⑴ 当事者

H22.6.7，合併前のＹとの間で有期労働契

約を締結し，郵便外務事務に従事していた

時給制契約社員（契約期間：6か月以

内）。

契約更新を繰り返したが，H25.12.14に退

職。

合併によりH24.4.1に成立した株式会社で，郵便局を設置して，郵便業務・銀行窓口業務・保険窓口業務等を営んでいる。

③日本郵便（大阪）事件②日本郵便（東京）事件

H19.10.1ないしH20.10.14に，合併前のＹ

との間で有期労働契約を締結し，郵便外務

事務または郵便内務事務に従事している時

給制契約社員（契約期間：6か月以内）。

契約更新を繰り返している。

H19.10.1ないしH22.4に，合併前のＹとの

間で有期労働契約を締結し，郵便外務事務

に従事している時給制契約社員。

契約更新を繰り返しているが，月給制契約

社員（契約期間：1年以内）となった者や

退職した者もいる。

①　郵便業務を担当する正社員の給与等

　ア　給与：基本給と諸手当（扶養手当，住居手当，祝日給，特殊勤務手当，夏期手当，年末手当等）で構成

　　　扶養手当：所定の扶養家族のある者に支給

　　　祝日給：祝日において割り振られた正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられて勤務したとき，年始期間に勤務したときに支給

　　　年末年始勤務手当：特殊勤務手当の1つであり，12/29～1/3に実際に勤務した場合に支給

　イ　休暇

　　　夏期冬期休暇：夏期（6/1～9/30）・冬期（10/1～3/31）までの各期間において，それぞれ3日まで与えられる有給休暇

　　　病気休暇：私傷病等により，勤務日等に勤務しない者に与えられる有給休暇

　　　　　　　　私傷病の場合，少なくとも引き続き90日間まで与えられるの有給休暇

②　時給制契約社員（月給制契約社員）の給与等

　ア　給与：基本賃金と諸手当（祝日割増賃金，特殊勤務手当，臨時手当等）で構成

　　　祝日割増賃金：祝日勤務を命ぜられて勤務したときに支給（※年始期間に勤務したときは支給されない。）

　　　但し，扶養手当，年末年始勤務手当は支給なし。

　イ　休暇

　　　年始期間の特別休暇，夏期冬期休暇は与えられていない。

　　　私傷病による病気休暇については，1年に10日の範囲（無給）にとどまる。

※　正社員・期間雇用社員に適用される就業規則等は異なる。
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【判決分析③（最判令和2年10月15日）】   2021.3.11  企業法務セミナー（第31回）

事案の概要・争点 ①日本郵便（佐賀）事件 ③日本郵便（大阪）事件②日本郵便（東京）事件

1 事案の概要

⑶

審理の対象と

なった労働条

件の相違

⑷

賃金等に関す

る正社員との

相違

あり あり あり

⑸
業務内容に関

する相違

⑹

業務に伴う責

任の程度の相

違

⑺
異動に関する

相違
あり

⑻ その他の事情 *** あり

時給制契約社員には，年末年始勤務手当は

支給されず，夏期冬期休暇も与えられな

い。

私傷病による病気休暇については，1年に

10日の範囲（無給）にとどまる。

正社員は，業務上の必要性により配置転換

や職種転換を命じられることがあり，多様

な業務に従事している。

正社員の人事評価においては，評価項目が

多岐にわたり，組織全体への貢献を考慮し

た項目についても評価される。

他方，時給制契約社員は，担当業務に継続

して従事し，郵便局を異にする人事異動は

行われず，昇任・昇格も予定されていな

い。

また，時給制契約社員の人事評価は，担当

業務についての評価のみである。

時給制契約社員には，正社員とは異なり，

夏期冬期休暇（各期間において3日までの

有給休暇）は与えられない。

時給制・月給制契約社員には，扶養手当・

年末年始勤務手当は支給されない。

また，祝日割増賃金については，正社員と

の間で上記1⑵のような相違があり，夏期

冬期休暇は与えられていない。

時給制（月給制）契約社員に対しては，正社員に登用される制度が設けられており，応募要

件を満たす応募者については，適性試験や面接等により選考される。

正社員のうち，旧一般職・地域基幹職は，郵便外務事務・郵便内務事務等に幅広く従事する

こと，昇任・昇格により役割や職責が大きく変動することが想定されている。

また，正社員の人事評価においては，業務実績に加え，部下育成指導状況や組織全体への貢

献等の項目によって評価されるほか，自己研鑽やチャレンジ志向等の正社員に求められる役

割を発揮した行動が評価される。

他方，時給制（月給制）契約社員は，郵便外務事務・郵便内務事務のうち，特定の業務のみ

に従事し，昇任や昇格は予定されていない。

時給制契約社員の人事評価においては，ルール遵守等の基本的事項に関する評価のほか，担

当職務の広さ・習熟度についての評価が行われ，月給制契約社員の人事評価においては，適

切に業務遂行していたか等の観点から評価されるほか，上司の指示の理解等の基本的事項

や，他の期間雇用社員への助言等の観点により評価されるが，正社員と異なり，組織全体へ

の貢献によって評価されることはない。

あり

あり

正社員には，配転が予定されている。

他方，時給制（月給制）契約社員は，職場・職務内容を限定して採用されており，正社員の

ような人事異動は行われない。

夏期冬期休暇

年末年始勤務手当

病気休暇

夏期冬期休暇に係る損害賠償請求

年末年始勤務手当

祝日給（年始期間の勤務に対するもの）

扶養手当

夏期冬期休暇
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【判決分析③（最判令和2年10月15日）】   2021.3.11  企業法務セミナー（第31回）

事案の概要・争点 ①日本郵便（佐賀）事件 ③日本郵便（大阪）事件②日本郵便（東京）事件

2 労働契約法20条の判断枠組み

⑴

賃金以外の労

働条件の相違

の不合理性の

判断方法

諸事情

を考慮

諸事情

を考慮
***

3 各種手当等の不合理性の判断　○：不合理である　×：不合理ではない

⑴

（事件①）

（事件②）

（事件③）

夏期冬期

休暇

○

⑵

（事件②）

（事件③）

年末年始

勤務手当

○

賃金以外の労働条件の相違についても，賃

金の場合と同様に，個々の労働条件の趣旨

を個別に考慮すべきものと解するのが相

当。

賃金以外の労働条件の相違についても，賃

金の場合と同様に，個々の労働条件の趣旨

を個別に考慮すべきものと解するのが相

当。

【夏期冬期休暇の趣旨・目的】

年次有給休暇や病気休暇等とは別に，労働から離れる機会を与えて，心身の回復を図る目的

【判断要素】

①　職務内容による比較　②　職務内容・配置の変更範囲による比較

　　上記1⑵，1⑷～⑺のような相応の相違があることを指摘。

③　その他の事情

　ア　夏期冬期休暇の取得の可否・日数は，正社員の勤続年数の長さに応じて定まるものではない。

　イ　時給制契約社員は，繁忙期に限定された短期間の勤務でなく，夏期冬期休暇を与える趣旨は時給制契約社員にも妥当する。

⇒　正社員と時給制契約社員との間に，上記①・②のような相応の相違があること等を考慮しても，両者の間に夏期冬期休暇に係る労働条件に

相違があることは，不合理であると評価することができる（※夏期冬期休暇を与えられなかったことによる損害賠償請求も肯定）。

【年末年始勤務手当支給の趣旨・目的】

郵便業務の最繁忙期であり，多くの労働者が休んでいる期間に同業務に従事したことに対し，勤務の特殊性から基本給に加えて支給される対価

としての性質を有するもの

【判断要素】

①　職務内容による比較　②　職務内容・配置の変更範囲による比較

　　上記1⑵，1⑷～⑺のような相応の相違があることを指摘。

③　その他の事情

　ア　年末年始勤務手当は，業務内容や難度等に関わらず，所定期間に実働したこと自体を支給要件とするもの。

　イ　支給金額は，実働時期・時間に応じて一律。

⇒　年末年始勤務手当支給の趣旨は，郵便の業務を担当する時給制・月給制契約社員にも妥当し，上記①・②のような相応の相違があること等

を考慮しても，両者の間に同手当に係る労働条件に相違があることは，不合理であると評価することができる。
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【判決分析③（最判令和2年10月15日）】   2021.3.11  企業法務セミナー（第31回）

事案の概要・争点 ①日本郵便（佐賀）事件 ③日本郵便（大阪）事件②日本郵便（東京）事件

3 各種手当等の不合理性の判断　○：不合理である　×：不合理ではない

⑶
（事件②）

病気休暇
○

⑷

（事件③）

年始期間の

勤務に対する

祝日給

○

【病気休暇の趣旨・目的】

正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されることから，その生活保障を図り，私傷病の療養に専念させることを通じて，その継続

的な雇用を確保する目的

時給制契約社員についても，相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば，私傷病による有給の病気休暇を与える趣旨は妥当する。

【判断要素】

①　職務内容による比較　②　職務内容・配置の変更範囲による比較

　　上記1⑵，1⑷～⑺のような相応の相違があることを指摘。

③　その他の事情

　　時給制契約社員は，契約期間が6か月以内とされており，Xらのように更新を繰り返して勤務する者が存するなど，相応に継続的な勤務が見

込まれている。

⇒　上記①・②のような相応の相違があること等を考慮しても，私傷病による病気休暇の日数につき相違を設けることはともかく，有給か無給

かにつき労働条件の相違があることは，不合理であると評価することができる。

【年始期間の勤務に対する祝日給支給の趣旨・目的】

正社員に対しては特別休暇が与えられることとされているにもかかわらず，郵便業務の最繁忙期であるために年始期間に勤務したことについ

て，その代償として，通常勤務に対する賃金に所定の割増しをしたものを支給するもの

【判断要素】

①　職務内容による比較　②　職務内容・配置の変更範囲による比較

　　上記1⑵，1⑷～⑺のような相応の相違があることを指摘。

③　その他の事情

　　時給制・月給制契約社員は，契約期間が6か月以内または1年以内とされており，Xらのように更新を繰り返して勤務する者が存するなど，

繁忙期に限定された短期間の勤務でなく，業務の繁閑に関わらない勤務が見込まれている。

⇒　最繁忙期における労働力確保の観点から，時給制・月給制契約社員に対して，年始期間の特別休暇を付与しないこと自体は理由がある。

　　他方，年始期間における勤務の代償として祝日給を支給する趣旨は，時給制・月給制契約社員にも妥当し，上記①・②のような相応の相違

があること等を考慮しても，正社員に対して上記の祝日給を支給する一方で，時給制・月給制契約社員に対してこれに対応する祝日割増賃金を

支給しないという労働条件の相違があることは，不合理であると評価することができる。
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【判決分析③（最判令和2年10月15日）】   2021.3.11  企業法務セミナー（第31回）

事案の概要・争点 ①日本郵便（佐賀）事件 ③日本郵便（大阪）事件②日本郵便（東京）事件

3 各種手当等の不合理性の判断　○：不合理である　×：不合理ではない

⑸
（事件③）

扶養手当
○

【扶養手当支給の趣旨・目的】

正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されることから，その生活保障や福利厚生を図り，扶養親族のある者の生活設計等を容易に

させることを通じて，その継続的な雇用を確保するという目的

時給制・月給制契約社員についても，扶養親族があり，かつ，相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば，扶養手当支給の趣旨は妥当する。

【判断要素】

①　職務内容による比較　②　職務内容・配置の変更範囲による比較

　　上記1⑵，1⑷～⑺のような相応の相違があることを指摘。

③　その他の事情

　　時給制・月給制契約社員は，契約期間が6か月以内または1年以内とされており，Xらのように更新を繰り返して勤務する者が存するなど，

相応に継続的な勤務が見込まれている。

⇒　上記①・②のような相応の相違があること等を考慮しても，両者の間に扶養手当に係る労働条件の相違があることは，不合理であると評価

することができる。
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