
【18】 別段の定めを置くことによって、無期転換後の

労働条件を自由に設定できるか

Ｑ
無期転換労働者については、あらかじめ「別段の定

め」を置くことによって、契約期間の定め以外の転換

前の労働条件を変更することができると聞きました。

その場合、変更は自由にできるのでしょうか。制約があれば、そ

の点についても教えてください。

Ａ
「別段の定め」としては、個別合意、就業規則及び

労働協約がありますが、いずれの方法を利用するのか

によって、また、就業規則に関してはいつ定めるのか

によって、結論が異なります。

解 説

１ 「別段の定め」

労働契約法18条1項後段の「別段の定め」としては、個別合意、就業

規則及び労働協約が考えられ、いずれの方法を利用するかによって、

また、就業規則に関しては定める時期によって、無期転換申込権行使

後の労働契約（以下「無期労働契約」といいます。）に関して、従前の

労働条件と異なる労働条件を定めることができるかに差異が生じま

す。

２ 「別段の定め」が個別合意の場合

使用者が、労働者に対して、無期労働契約の労働条件についてよく

説明した上で、労働者が当該労働条件を同意しているのであれば、労
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働協約や就業規則に違反しない限り、当該合意によって従前の労働条

件と異なる労働条件を定めることができます（労契12、労組16）。

なお、個別合意によって、無期労働契約の労働条件を定める場合の

留意点に関しては、【Ｑ19】を参照してください。

３ 「別段の定め」が就業規則の場合

就業規則を「別段の定め」として利用して、無期労働契約の労働条

件に関して、従前の有期労働契約の労働条件よりも不利益に定める場

合、労働契約法7条が適用されるのか、同法10条が適用又は類推適用さ

れるのかについて争いがありますが、当該就業規則を定める時期によ

って、適用法令が変わってくるものと考えます。

(1) 労働者が無期転換申込権を取得する前に、使用者が就業規則

で無期労働契約の労働条件を従前の労働条件よりも不利益に定

めた場合

まず、労働者が無期転換申込権を取得する前に、使用者が就業規則

で無期労働契約の労働条件を従前の労働条件よりも不利益に定めた場

合、就業規則が定められた後に新たな無期労働契約が締結されたので

すから、労働契約法7条が適用されることになります（菅野和夫『労働法』

320頁（弘文堂、第11版補正版、2017））。

そして、労働契約法7条が適用されることから、就業規則の労働条件

自体が、合理的なものであれば、無期労働契約の労働条件となります。

なお、無期転換申込権を取得する前であっても、既に有期労働契約

を締結している以上、後記(3)と同様に考えて、労働契約法7条ではな

く、労働契約法10条が類推適用されるとの見解もあります。

しかし、無期転換申込権を取得していない段階において、無期労働

契約が締結されるか不確定である以上、労働契約の変更というより、

新たに労働契約を締結する前に就業規則を定めた場合に近いといえま
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すので、新たに締結される労働契約に関する就業規則の労働契約規律

効（労契7）として処理するのが妥当と考えます。

(2) 労働者が無期転換申込権を行使した後に、使用者が就業規則

で無期労働契約の労働契約を従前より不利益に定めた場合

次に、労働者が無期転換申込権を行使した後に、使用者が就業規則

で無期労働契約の労働契約を従前より不利益に定めた場合、既に労働

者と使用者との間に無期労働契約が成立している以上、労働契約法10

条が類推適用（就業規則の規定の新設であり、就業規則の変更ではな

いので、直接適用ではありません。）されることになります（菅野和夫

『労働法』320頁（弘文堂、第11版補正版、2017））。

そして、労働契約法10条が類推適用されることから、就業規則に定

められた労働条件が従前よりも不利益となることについて、その不利

益の程度、変更の必要性、内容の相当性、無期転換申込権を取得する

可能性がある労働者の意見を徴したか否かその他の事情に照らして合

理的であれば、当該労働条件が、無期労働契約の労働条件となります。

(3) 労働者が無期転換申込権を取得したが、いまだ行使していな

い段階で、使用者が就業規則で無期労働契約の労働契約を従前

より不利益に定めた場合

第三に、労働者が無期転換申込権を取得したが、いまだ行使してい

ない段階で、使用者が就業規則で無期労働契約の労働契約を従前より

不利益に定めた場合、無期労働契約は成立していないものの、いつで

も無期転換申込権を行使することにより、従前の労働条件を承継しつ

つ無期労働契約に転換できる状態ですから、無期転換申込権を行使し

た場合と同様に、労働契約10条を類推適用して、その有効性を判断す

ることになると考えます（菅野和夫『労働法』320頁（弘文堂、第11版補正版、

2017））。
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４ 「別段の定め」が労働協約の場合

使用者が、無期転換申込権を行使した労働者が所属する労働組合と

の間で、無期労働契約の労働条件を従前より不利益とする労働協約を

締結した場合、そのような規定にも規範的効力が生じるのかというこ

とが問題となります。

この点、労働協約は、労働者に不利な事項についても原則として規

範的効力を有し、特段の不合理性がある場合には、規範的効力が否定

されると考えられています。そして、特段の不合理性に関しては、組

合内の意見集約・調整プロセスの公正さを検討し、一部組合員に特に

不利益な協約については内容に著しい不合理性がないかの判断を付け

加えて検討することになるといわれています（菅野和夫『労働法』880頁

（弘文堂、第11版補正版、2017））。

したがって、使用者が、無期転換申込権を行使した労働者が所属す

る労働組合との間で、無期労働契約の労働条件を従前より不利益とす

る労働協約を締結した場合、無期労働契約の労働条件は、原則として

当該労働協約によって定められた労働条件によるものといえますが、

有期契約労働者の意見を全く聴いていない等といった組合内の意見集

約・調整プロセスの公正さを欠き、その労働条件に著しい不合理があ

る場合には、従前の労働条件によるものと考えられます。

なお、労働者が無期転換申込権の行使後に所属しない労働組合との

間で、使用者が無期権転換申込権を行使した後の労働条件について労

働協約を締結している場合、当該労働者と当該労働組合の組合員とが

「同種の労働者」といえない限り、たとえ、当該組合員が、事業場の

4分の3以上を占めるとしても、労働組合法17条は適用されず、当該労

働協約は「別段の定め」とはなりません。
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対応するには

「別段の定め」としては、個別合意、就業規則及び労働協約が考え

られますが、個別合意に関しては労働者の同意が得られない可能性が

十分に存在し、また、労働協約に関しては、無期転換申込権を行使し

た者が所属する労働組合というものが存在しない可能性が十分に想定

されます。

そこで、実務的には就業規則を「別段の定め」として利用すること

が考えられますが、当該就業規則を定める時期によって、従前の労働

条件と異なる労働条件を定めることが認められる範囲が異なってきま

す。

そのため、無期転換申込権が発生するまでに、就業規則を定めるこ

とが重要です。
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【44】 整理解雇の場合、無期転換労働者より先に有期

契約労働者をその対象にすることは可能か。ま

た、正社員より先に無期転換労働者をその対象に

することは可能か

Ｑ
無期転換労働者が出現することによって、今まで認

められていた雇用調整が困難にならないか心配です。

無期転換労働者は、転換前の有期契約労働者と比べ、

契約期間以外の労働条件は同じであり、無期転換労働者を限定正

社員等に登用する制度は設けられていないという前提で、整理解

雇を行う場合、以下の2点につき教えてください。

① 無期転換労働者より先に有期契約労働者をその対象にするこ

とは可能でしょうか。

② また、正社員より先に無期転換労働者をその対象にすること

は可能でしょうか。

Ａ
ご質問の場合、無期転換労働者と有期契約労働者と

は、「職務の内容」が同一で、「人材活用の仕組み・運

用」も労働契約関係が終了するまでの全期間において、

同一であると見込まれます。有期契約労働者がパートタイマーで

ある場合、均等待遇の原則を定めるパートタイム労働法9条の適

用を受けますので、無期転換労働者より先に有期契約労働者をそ

の対象にすることは許されません。つまり、整理解雇の対象とし

ては、無期転換労働者も有期契約労働者も平等に扱わなければな

らないということです。

これに対し、有期契約労働者がパートタイマーでなければ、無

期転換労働者より先に有期契約労働者を整理解雇の対象にするこ
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とは可能と考えます。

また、正社員より先に無期転換労働者をその対象とすることも

可能です。

解 説

１ 整理解雇

労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通

念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとし

て、無効とする。」と定めています。

整理解雇の場合、①人員削減の必要性、②解雇回避努力を尽くした

か否か（人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性）、③

被解雇者選定の妥当性、④手続の妥当性の4要素の総合的な判断によっ

て、労働契約法16条に定める権利の濫用に該当しないか否かが決せら

れると解されています。

２ 被解雇者を選定するに当たって、有期契約労働者、無期転換

労働者、正社員を峻別することの可否

(1) 有期契約労働者と無期契約労働者の峻別の可否

この点について、最高裁判所は、日立メディコ事件（最判昭61・12・4

判時1221・134）において、「独立採算制がとられている被上告人の柏工

場において、事業上やむを得ない理由により人員削減をする必要があ

り、その余剰人員を他の事業部門へ配置転換する余地もなく、臨時員

全員の雇止めが必要であると判断される場合には、これに先立ち、期

間の定めなく雇用されている従業員につき希望退職者募集の方法によ

る人員削減を図らなかったとしても、それをもって不当・不合理であ

るということはできず、右希望退職者の募集に先立ち臨時員の雇止め
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が行われてもやむを得ないというべきである。」と判断しています。

そして、平成24年の労働契約法の改正の経緯に照らしても、かかる

最高裁判所の判断が修正されたことはうかがえません。

(2) 無期転換労働者と正社員の峻別の可否

この点について、通達は、「無期労働契約に転換した後における解雇

については、個々の事情により判断されるものであるが、一般的には、

勤務地や職務が限定されている等、労働条件や雇用管理がいわゆる正

社員と大きく異なるような労働者については、こうした限定等の事情

がない、いわゆる正社員と当然には同列に扱われることにならないと

解される」としています（平24・8・10基発0810第2 第5 4(2)ク）。

(3) まとめ

以上より、無期転換労働者より先に有期契約労働者を整理解雇の対

象とすること、及び正社員より先に無期転換労働者をその対象とする

ことは、可能という結論になります。

３ 均等待遇の原則が適用される領域

しかし、前述の結論の例外となるのが、現行法で均等待遇の原則を

定める規定が適用される領域です。そして、現行法で、均等待遇の原

則を定めるのは、パートタイム労働法9条のみですので、Ａに記載した

ような例外が発生します。

対応するには

無期転換労働者を迎える場合、契約期間を除き、有期契約労働者当

時と同一に取り扱う類型（従前同様の類型）を選択する使用者が多い

ようですが、労働意欲の低下以外にも、種々の労務管理上の問題点の

発生が懸念されています。
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その1つが雇用調整です。

現在、均等待遇の確保は、パートタイム労働法9条で定められている

だけですが、【Ｑ4】でご紹介したように、有期契約労働者及び派遣労働

者についても、均等待遇の規定を導入しようとする法改正が予定され

ています。法改正が行われますと、有期契約労働者と職務の内容も人

材活用の仕組み・運用も同じ無期転換労働者に先行して有期契約労働

者を整理解雇することは困難になります。

一旦は、「従前同様の類型」を選択した場合も、将来に向けては、「職

務の内容」や「人材活用の仕組み・運用」を工夫して、新たな人事管

理の仕組みの構築を検討してみるべきでしょう。

アドバイス

【Ｑ4】、【Ｑ42】で解説したように、法改正の動向として、有期契約労働

者及び派遣労働者に適用される均等待遇に関する規定を新設しようとす

る動きがあります。使用者は、この点も視野に入れた対応が望まれます。
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【９】 無期転換契約社員就業規則例（新しく作成する

場合）（【Ｑ13】、【Ｑ28】、【Ｑ29】、【Ｑ33】、【Ｑ34】関連）

第1章 総 則

（目 的）

第1条 この就業規則�（以下「規則」という。）は、労働基準法第89条

に基づき、Ａ株式会社の無期転換契約社員の就業等に関する事項を定

めるものである。

２ この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項については、労働

基準法、労働契約法その他の法令の定めによる。

（適用範囲）

第2条 この規則は、Ａ株式会社の無期転換契約社員に適用する。

２ 前項の無期転換契約社員とは、有期契約社員就業規則第〇条に基づ

き有期契約から無期契約に転換し、期間の定めのない労働契約を会社

と締結した者をいう。�

（規則の遵守）

第3条 会社及び無期転換契約社員は、この規則の定めを遵守し、義務を

誠実に履行することによって、企業の信用及び秩序の保持に努めなけ

ればならない。

（就業規則の変更）

第4条 この規則に定める労働条件及び服務規律等については、法令の

改正、経営環境、社会情勢の変動その他業務上の必要性等の理由によ

り、変更することがある。ただし、労働条件を不利益に変更する場合

は、合理的なものでなければならない。

２ 前項の場合、会社は、この規則の変更による労働条件の変更につい

て、直ちに無期転換契約社員に周知するものとする。また、無期転換

契約社員は、周知された内容をよく理解するよう努めなければならな

い。
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含む。）を正当な理由なく漏らし、又は漏らそうとしたとき

(7) 会社の金品を盗み、又は横領するなど不正行為に及んだとき

(8) 会社内で、暴行、脅迫、暴言又はこれに類する言動を行ったとき

(9) 故意に会社の業務を妨害し、又は妨害しようとしたとき

(10) 違法な争議により、会社の業務の運営に重大な影響を与えたと

き

(11) 故意又は重大な過失により会社に損害を与え、又は過失により

会社に重大な損害を与えたとき

(12) 第16条（セクシュアル・ハラスメントの禁止）第1項に定めるセ

クシュアル・ハラスメントの禁止事項に違反したとき

(13) 第17条（パワー・ハラスメントの禁止）第1項に定めるパワー・

ハラスメントの禁止事項に違反したとき

(14) 第18条（マタニティ・ハラスメント、パタニティ・ハラスメン

トの禁止）第1項各号に定めるマタニティ・ハラスメント、パタニテ

ィ・ハラスメントの禁止事項に違反したとき

(15) 第25条（貸与パソコン等の私用禁止・モニタリング）第1項各号

に定める貸与パソコンの私用禁止等の事項に違反し、又は同条第2

項に定めるモニタリングの協力義務に違反したとき

(16) 故意又は過失によって会社の建物・施設・物品・商品等を汚損

し、又は破壊したとき

(17) 会社を誹謗・中傷し、又は虚偽の風説を流布宣伝し、会社業務

に重大な影響を与えたとき

(18) 刑罰法規に違反し、犯罪事実が明白なとき

(19) 前各号に準ずる行為があったとき

（教唆及び幇助）

第74条 無期転換契約社員が、他人を教唆し又は幇助して前条（懲戒の

事由）に掲げる行為をさせたときは、当該行為に準じて懲戒を行う。

附 則

（施行期日）

第1条 この就業規則は、平成〇年〇月〇日より施行する。
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� この就業規則が適用対象とする無期転換契約社員は、次の者を前提と

します。

① 契約社員という名称の労働者は、臨時に一定期間を定めて雇用され

る高度技術保持者をいう場合もありますが、この就業規則では、職務

等について正社員と異なる役割を担う者として事業所限定で雇用され

た者をいいます。

② 無期転換契約社員の受入れとしては、契約期間を除き、有期契約社

員当時と同一に取り扱う（従前同様の類型）ことを想定しています。

したがって、有期契約社員と無期転換契約社員は、契約期間の点以外

の「職務の内容」も、「人材活用の仕組み・運用」も同一ですので、例え

ば賃金のみ無期転換契約社員を優遇するなら、労働契約法20条を根拠と

して、有期契約社員から使用者に対し損害賠償請求等の是正要求が出て

くる可能性があります（【Ｑ4】、【Ｑ29】、【Ｑ40】参照）。

� この就業規則が適用対象とする無期転換契約社員は、労働契約法18条

に基づいて有期契約社員から無期転換した契約社員であることを明らか

にしています。

� 就業規則の章立てとしては、「採用、異動等」という文言が使われるこ

とが多くあります。しかし､無期転換契約社員に､採用手続は必要ありま

せんので、この就業規則では章立てを「無期転換、異動及び休職」とし

ました。

� 有期契約社員として採用される際にも、一定の書類を会社に提出して

います。しかし、無期転換契約社員となった場合には、新たに提出を求

めておくべき書類が出てくる可能性があるため、この条文は必要でしょ

う。

一方、試用期間に関する定めは必要ありません。

� 労働契約法18条に基づく無期転換も、労働者の申込みと使用者の承諾

（承諾はみなされます。）によって、新たな労働契約が締結されるため、

労働条件の明示に関する労働基準法15条は適用されるでしょう。

� 有期契約社員には、休職制度が設けられていないのが一般的です。し

かし、正社員に休職制度が設けられているのであれば、無期転換契約社

員にも、休職制度を導入した方がよいでしょう。その場合の休職期間は、
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