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関東地区労使関係セミナー 基調講演                     2022/02/09 

“新しい働き方”の法的留意点 －労働法から捉え考える－ 

成蹊
せいけい

大学法学部教授 原 昌登 

はじめに 

 

①本講演の内容：新しい働き方として注目を集めているテレワーク、そして、雇用に 

よらない働き方としてのフリーランス、この2つについて、法的な留意点を整理 

 

②レジュメに沿って進行。短時間で幅広い内容に触れるため、レジュメは資料も兼ねて 

詳しく、説明はポイントを絞って 

・レジュメ：重要箇所を太字／文字の大小で重要度を区別／発展的・補足的な内容は点線で囲み区別 

・法律の条文は重要なものに絞って脚注に掲載（そのほかの条文についてはインターネットで参照 

可能〔「e-Gov（イーガブ）法令検索1」等〕） 

 

【目次】 

はじめに ..................................................................................................................................... 1 
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第2章 フリーランス ............................................................................................................ 12 

おわりに ................................................................................................................................... 19 

 

  

 
1 https://elaws.e-gov.go.jp/ なお、脚注では、条文に出てくる数字は原文のまま漢数字で記載した。 
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第1章 テレワーク 

 

1 テレワークをめぐる状況 

（1）実はコロナ危機以前から、テレワーク推進の動きはあった 

→テレワークに関するガイドライン（旧ガイドライン）の策定（2018年2月） 

「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」 

  

（2）旧ガイドラインから新ガイドラインへ 

 ・コロナ危機によって、｢見切り発車｣的に多くの企業がテレワークを開始 

 ・安心かつ良質なテレワークを進めるため、厚生労働省が有識者会議を設置して検討 

（2020年8～12月 厚生労働省「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」2 ） 

  ・2021年3月、旧ガイドラインを改定した新ガイドラインの策定が実現 

「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」3 

 

（3）新ガイドラインの特徴 

 ・名称にも表れているように、テレワークの積極的な導入を推進するもの 

 ・旧ガイドラインが法律関係の記述を中心としていたところ、新ガイドラインでは、 

人材育成、人事評価といった、人事労務管理に関する記述が大幅に増加 

 ・旧ガイドラインと同内容の部分についても、具体例等を示し、わかりやすさを実現 

 

（4）テレワークに関する法的なポイント：大きく以下の4つ 

①導入時の問題、②労働時間の管理、③費用の負担、④成果の評価等 

→以下、上記の新ガイドラインも紹介しつつ検討 

（ガイドラインの該当箇所は脚注に記載） 

 

【資料案内】 

厚生労働省による、テレワークに関する情報を集めたポータルサイトとして「テレワーク総合 

ポータルサイト」4がある（ガイドライン等は本サイトからもダウンロード可能） 

  

 
2 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kintou_488802_00001.html 
3 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html 
4 https://telework.mhlw.go.jp/ 
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2 導入時の問題 

（1）対象業務5 

 ・先入観にとらわれず、テレワークが実施できないか検討することが望ましい 

（「この業務はテレワークに向かない」などと安易に結論付けず、仕事内容を 

見直しながら、柔軟に検討することが望ましい） 

 

（2）対象者6 

 ①正規、非正規といった雇用形態の違いのみを理由に対象者から除外→パート・有期法 

における労働条件の「不合理な相違」に当たるなどとして、違法とされる可能性が 

ある（いわゆる「同一労働同一賃金」の問題） 

 

【詳細説明】テレワークも「勤務場所」という労働条件の1つに当たる以上、パート労働者や有期労働

者に対して、パートや有期であることのみを理由にテレワークを認めないことは、不合理な労働条件

の相違に当たるとして、パート・有期法8条7の規定等に抵触する可能性がある 

  

②新入社員、中途採用、異動直後の社員については特に配慮すべき 

 

（3）具体的な手続 

ごく一時的なテレワークであれば、企業が「業務命令」を行使することで実施可能 

 （例えば「出張」に類似するものとイメージすればよい） 

 →今後定着させるのであれば（もちろん定着が望ましい）、やはり規定化を行うべき 

 

【参考】テレワークの規定化の留意点 

 ・対象者については、「希望する」というだけでなく、「自宅等の勤務環境を整えられる」といった点 

も加味して設定する方が望ましいと思われる 

 ・手続については、希望者からの申請を前提に、企業による「許可制」としておく方が、テレワーク 

に（自身が、あるいは周囲が）合わなかった場合に許可を取り消すなどの対応が可能となり、運用 

上のリスクを減らすことができると思われる 

 
5 新ガイドライン3（2） 
6 新ガイドライン3（3） 
7 パート・有期法8条：事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇

のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用

労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度（以下「職務の内容」という。）、

当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に

照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。 
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（4）導入時の望ましい取り組み8 

 ・大前提として、デジタル化への対応を進めることが望ましい 

  →押印や署名の見直し、ペーパーレス化、オンライン会議の導入等 

  →企業トップや経営層が方針を示すなど、企業（グループ）全体の取り組みが有用 

 

・テレワークは労働者の家庭生活と仕事の両立に役立つが、それにとどまらないもので

あることにも注意すべき（テレワークは育児・介護へ対応するためだけのものではない） 

 

 

3 労働時間の管理 

（1）基本的な考え方 

①「テレワークだから」といって、まったく別のルールが適用されるわけではない 

→労働基準法（労基法）等に沿った時間管理が求められる点は同じ 

 

 ②テレワークの特徴：（言うまでもなく）就業場所が自宅など事業場以外であること 

  →この特徴を考慮しつつ、既存のルールをあてはめていく作業が必要になる 

 

（2）労働時間の把握9 

 ①基本的な考え方 

・「労働時間適正把握ガイドライン」10に沿った対応が必要 

→基本は、機器の使用記録等、客観的な方法による把握 

 

②労働者の自己申告による把握も可能（例：終業時に始業終業時刻をメールで報告させる） 

・労働時間適正把握ガイドライン：一般に、自己申告の時間が実際の労働時間と合致 

しているか、「必要に応じ実態調査を実施し…労働時間の補正をすること」を求める 

⇔テレワークの場合、新ガイドラインによって、実態調査までは求められないと 

解される（自己申告の時間が合っているか実際に調査に行くことまでは不要） 

 

  ・ただし、適正な自己申告がなされているか、使用者は十分に留意すべき 

（労働者が適正に申告を行えるようにするため、使用者は十分に説明する必要がある） 

 
8 新ガイドライン3（4） 
9 新ガイドライン7（2） 
10 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン（平成29･1･20）。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.h

tml 
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【参考】新ガイドライン7（2）イ 

労働者からの自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、パソ

コンの使用状況など客観的な事実と、自己申告された始業・終業時刻との間に著しい乖離があることを

把握した場合（※）には、所要の労働時間の補正をすること 

※例えば、申告された時間以外の時間にメールが送信されている、申告された始業・終業時刻の外で長

時間パソコンが起動していた記録がある等の事実がある場合。なお、申告された労働時間が実際の労働

時間と異なることをこのような事実により使用者が認識していない場合には、当該申告された労働時間

に基づき時間外労働の上限規制を遵守し、かつ、同労働時間を基に賃金の支払等を行っていれば足りる。 

 

（3）テレワークで問題となり得る典型的なケース11 

【設例】Aは、自宅でテレワーク中、勤務時間内であるにもかかわらず、仕事から離れ、家事や趣味を

行うことがある。同僚や上司から、「テレワーク中、仕事でメッセージを送ってもAはいつも反応が遅

い。さぼっているのではないか」といった声が寄せられた（①）。また、Aが午前中に自宅でテレワー

クを行い、午後、対面で行う会議のために出社する時の移動時間について、「テレワークでその日の仕

事を開始している以上、会社への移動時間も引き続き労働時間とカウントすべきではないか」と主張

してきた（②）。会社としてはどのように対応するのがよいだろうか。 

 

 ①いわゆる中抜け時間（労働者が業務から離れる時間） 

  労基法との関係では、以下のいずれの対応も可能 

   ⓐ中抜け時間を把握し、休憩時間として扱う 

   ⓑ中抜け時間を把握せず、所定の休憩時間以外は労働時間と扱う 

（どのような制度とするか、就業規則等で定めておくことが重要） 

 

 ②移動時間（勤務時間の一部のみテレワークを行う場合） 

  ポイントは、移動時間について、労働者による自由利用が保障されているか否か 

→移動中に業務に従事（例：物品等を監視しつつ運搬）しておらず、自由に利用 

できるのであれば、その時間は労働時間には当たらない（休憩時間に当たる） 

 

 

  

 
11 新ガイドライン7（4） 
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（設例の検討） 

・設例の①については、「中抜け時間」の扱いをルール化するとともに、労働者に対して丁寧に説明する

ことを通して、テレワーク＝好きに中抜けしてよいわけではないという基本事項の理解を徹底するこ

とがまず考えられる。その上で、ルールに反する中抜けを繰り返す場合は、注意・指導を徹底し、そ

れでも改まらなければ懲戒処分等を検討することになる 

・設例の②については、移動時間は原則として労働時間に当たらないという解釈を説明し、基本事項の

理解を徹底することが考えられる。テレワークについては、こうした知識不足に基づく主張もありう

るので、その都度、丁寧な対応をするとともに、あらかじめ研修や説明会を実施するのも有益である 

 

（4）事業場外みなし労働時間制（労基法38条の212）の活用13 

①テレワークは事業場外労働→「労働時間の算定が困難」であれば、実際の労働時間 

ではなく、みなし労働時間による労働時間管理が可能 

（⇔算定が困難でなければ、実際の労働時間で労働時間を管理せよ、という話） 

 

②テレワークにおいて労働時間の算定が「困難」といえる場合とは？14 

 …次のⓐ、ⓑの両方を満たす場合 

 

ⓐ情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態に置くこととされて 

いないこと（「常時通信可能」とは、ネット回線が常時接続である、という意味ではない） 

   ＝要は、自分の判断でPC等から離れることができる（←実労働時間の算定が困難） 

 

  ⓑ随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと 

   ⇔例えば一から十まで上司の指示通りの作業なら、実労働時間を算定できるはず 

 

  

 
12 労基法38条の2第1項：労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合

において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂

行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関し

ては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみ

なす。 第2項：前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組

織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の

過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業

務の遂行に通常必要とされる時間とする。 第3項：使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、

前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 
13 新ガイドライン6（2） 
14 新ガイドライン6（2）ウ 
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【参考1】新ガイドラインが挙げるⓐの具体例（旧ガイドラインに例が追加され、わかりやすくなった） 

 ・勤務時間中に、労働者が自分の意思で通信回線自体を切断することができる場合 

・勤務時間中は通信回線自体の切断はできず、使用者の指示は情報通信機器を用いて行われるが、 

労働者が情報通信機器から自分の意思で離れることができ、応答のタイミングを労働者が判断 

することができる場合 

・会社支給の携帯電話等を所持していても、その応答を行うか否か、又は折り返しのタイミングに 

ついて労働者において判断できる場合 

【参考2】新ガイドラインが挙げるⓑの具体例 

・使用者の指示が、業務の目的、目標、期限等の基本的事項にとどまり、一日のスケジュール（作 

業内容とそれを行う時間等）をあらかじめ決めるなど作業量や作業の時期、方法等を具体的に特 

定するものではない場合 

 

③みなし労働時間とは（何時間労働したものと「みなす」のか） 

・原則：所定労働時間だけ労働したものとみなされる 

 

・例外：当該業務の遂行には、通常、所定労働時間では足りないという場合は、 

 当該業務の遂行に通常必要な時間だけ労働したものとみなされる15 

→例外において、労使協定があるときは、その協定で定める時間だけ労働した 

ものとみなされる（実務的には労使協定を締結しておくべきといえる） 

 

→みなし労働時間を適切に設定することが重要（必要に応じ、随時見直すことが望ましい） 

 

【参考】労使協定 

 ・労基法の条文のいくつかは、職場（事業場）の過半数が加入する労働組合（そのような労働組合が 

ない場合は、その件について投票等で職場の過半数の支持を得た代表者1名）、すなわち「過半数 

代表」と使用者が労使協定を締結することで、労基法の例外を設定することを認めている 

・代表例は時間外、休日労働に関する36協定。休憩も、労使協定によって一斉付与の例外が設定され、 

個々人が異なる時間帯に休憩を取ることが適法となる 

 

 

  

 
15 通常必要な時間とは客観的に判断され、日によって多少異なる場合はその平均をとることになる。 
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（5）長時間労働の防止16 

 ①基本的な考え方 

・使用者：労働者の安全、健康に配慮する義務がある（労契法5条17の安全配慮義務） 

   →働き過ぎ（働かせ過ぎ）によって健康の悪化、過労死や過労自殺が発生すれば、 

    使用者は安全配慮義務違反を根拠に労働者や遺族に対し損害賠償義務を負う 

   

 ②具体的な方策 

・上司は、勤務時間外については部下に対する連絡（メール、電話等）を控える 

ようにする（組織として方針を設ける） 

  （いわゆる「つながらない時間」を設けることも一考に値する） 

 

・そもそもシステムにアクセスできないようにする など 

   

 ③時間外・休日・深夜労働等について（→旧ガイドラインから変更あり） 

・旧ガイドライン：「時間外・休日・深夜労働を原則禁止とすることも有効である」 

・新ガイドライン：「労使の合意により、時間外等の労働が可能な時間帯を 

あらかじめ使用者が設定することも有効である」 

 

   →時間外労働等の禁止が、長時間労働の防止に有効であることは当然であるが、 

    新ガイドラインはテレワークを特別視せず、ルールを定めて運用していく方針 

に変わったと解釈できる 

 

  

 
16 新ガイドライン7（4）オ 
17 労契法（労働契約法）5条：使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保し

つつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 
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4 費用の負担 

 ①テレワークが｢見切り発車｣的に始まっていた場合、特に考慮すべき問題 

 

 ②テレワークにかかる費用（PC等の機器、通信費用等）は、業務遂行のための費用で 

  ある以上、業務遂行を命じる使用者が原則として負担すべきと解される 

→法的な注意点：労働者に業務にかかる費用を負担させる場合、そのことを就業規則 

に規定する義務がある（労基法89条18で、就業規則の必要記載事項となる） 

 

 ③PC等を貸与の上、通信費用等の補償としてテレワーク手当（在宅勤務手当）等を 

設ける企業などが見られる 

 

 

5 成果の評価等 

（1）基本的な考え方 

  プロセス（仕事をしている姿など）を上長や周りの同僚が見ているわけではない 

  →今まで以上に、仕事の成果を「公正」に評価して処遇に反映させる仕組みが重要に 

 

（2）成果の評価 

 ①上司は部下に求める内容や水準等を具体的に示す 

  →並行して、上司（評価者）に対する訓練等の機会も設ける 

  

②テレワークならではの注意点 

  ・勤務時間外にメール等に対応しなかったことをマイナス評価しない 

  ・テレワークではなくオフィスに来ているという理由で高く評価しない 

  ・オフィスとテレワークで異なる評価方法を採るのであれば、テレワークを行うこと 

   を妨げないようにする 

 

  

 
18 労基法89条：常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、

行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。  

一  始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場

合においては就業時転換に関する事項 

中略  

五  労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項  

以下略 
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（3）人材の育成 

  ・オンライン研修…オンラインならではの利点を活用（動画でいつでも見られる等） 

  ・テレワーク導入時や新規に機器を導入した場合の研修 

  ・管理職に対するマネジメント研修（→部下に対し、仕事の大枠を示しつつ、部下が 

   自律的に仕事を進められるような指示ができることを目標とする） 

 

 

6 その他の留意点 

（1）安全衛生 

 ・新ガイドラインにおいては、使用者（事業者）用、労働者用の「チェックリスト」が 

  設けられた19→特に労働者用について、具体的で活用しやすいといえる 

  

 ・ストレスチェック等、労働安全衛生法に基づく諸制度の活用はテレワークにおいても 

重要 

 

 ・テレワークの場合、メンタルヘルス対策が重要になるので、コミュニケーションの 

活性化（定期的、日常的なオンラインミーティング等）の措置を取ることが望ましい 

  

（2）労働災害（労災） 

①基本的な考え方 

  テレワーク中のケガ等も、それが「業務上」のものといえれば、労働災害（労災） 

  と扱われる→様々な「労災保険給付」の対象となる 

 

②勤務時間中のケガ 

  ㋐机などで作業中にケガをした（例：資料を取ろうとしたら転んだ） 

   →業務上のケガ（労災）といえる 

  

  ㋑トイレへ行って戻るときに転んでケガをした 

   トイレのような生理的行為：業務に付随する行為と位置付けられる 

   →この場合も業務上のケガといえる 

 

 

 
19 新ガイドライン末尾を参照。 
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  ㋒いわゆる「中抜け」を行って（仕事を中断して）、家事をしているときにケガをした 

   →積極的な私的行為といえるので、業務上のケガとは認められない 

 

③身体的な不調（例：腰痛） 

テレワークだからといって、腰を痛めるような同一の作業姿勢が長時間強制される 

わけではない（適宜、立ち上がって腰を伸ばすといったことは可能なはず） 

  →腰痛が労災と認められる可能性は低い 

 

④精神的な不調、疾患（例：うつ病） 

 テレワークを行う（行うようになった）という事実は、労災保険の制度上、「勤務形態 

に変化があった」「仕事のペース、活動に変化があった」など、心理的負荷に該当しう

るものの、これらによる心理的負荷は「弱」とされている 

→勤務時間が大幅に増加した、ハラスメントがあったなどの事情があればともかく、 

テレワーク「のみ」で精神的な不調が労災と認められる可能性は低い 

 

 

第1章のまとめ 

・テレワークを、コロナ危機への対応という一過性のものととらえず、働き方（働かせ方）

の1つの形と位置付けて、積極的に活用することが望ましいと思われる 

・その際、既存の労働法のルールが適用されることに留意する必要がある。ただ、だから 

 といって、「テレワークには向いていない」「テレワークはできない」などと決めつけず、 

 日々の業務を見直しながら、テレワークの活用を検討することが望ましい 
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第2章 フリーランス 

 

1 フリーランスをめぐる状況 

（1）ガイドラインの策定 

・2020年7月：「成長戦略実行計画」の閣議決定 

フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、政府として一体的に、 

保護ルールの整備を行うこととされた 

（コロナ危機で、フリーランスで働く人に大きな影響が生じていることも背景にあった） 

 

・2021年3月：フリーランスガイドライン（「フリーランスとして安心して働ける環境 

を整備するためのガイドライン」20）の策定 

※内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名 

（フリーランスの問題が多岐にわたることを示している） 

 

（2）フリーランスの定義 

「フリーランス」…実は多義的 

→ガイドラインにおける定義：「実店舗がなく、雇人（やといにん）もいない自営業者 

や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」21 

 

例ア：アシスタントを雇って小規模の事務所を経営している →×あてはまらない  

例イ：専用の店舗を有し、1人で経営・運営している →×あてはまらない 

例ウ：自宅の一部を事務所として事業を行っている →○あてはまる 

例エ：コワーキングスペースを利用しつつネットショップを運営している →○あてはまる 

→注意：例ア、イのような人々が、まったく保護の必要性がないということではなく、 

今回のガイドラインの対象ではないということ 

 

 

 

  

 
20 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html 
21 ガイドライン第2の1 
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2 フリーランスをめぐる法律 

（1）関係しうる法律の概観（労働法だけではない点に注意） 

・独占禁止法22（独禁法。フリーランスは個人の事業者であるため、事業者間の取引に 

関する独禁法が適用される） 

→独禁法とは…ひと言でいえば、公正かつ自由な競争を促進する法律（公正な競争を 

阻害するような行為・取引等を規制すると考えればよい） 

 

・下請法23（発注者が資本金1000万円を超える法人事業者であれば、相手方が個人で 

あっても適用されるため、フリーランスと一定規模以上の会社等の取引に適用） 

→下請法は、独禁法を補完する法律と位置付けられる（下請事業者に対する不当な 

取扱い、例えば、代金の支払いの遅延、いわゆる「買いたたき」などを規制） 

 

・なお、労働法（労働基準法、労働契約法、労働組合法等）も適用の可能性がある 

  →フリーランスが、各法律の「労働者」の定義にあてはまれば、各法律によって 

   労働者として保護される（取引をする会社側には、使用者としての責任が生じる） 

 

（2）ガイドラインの基本的な考え方 

 ①基本的には、独禁法（＋下請法）で保護する 

  ・情報量や交渉力の格差から、フリーランスは取引条件が一方的に不利になりやすい 

   

・発注事業者が不当な不利益を与えれば、フリーランスが競争者との関係でも不利に 

（競合する他の会社や他のフリーランス等との競争に負けてしまう） 

 

  →公正な競争の確保という観点から、独禁法（下請法）を活用 

  （弱者保護が前面に出ている労働法とコンセプトが若干異なることに留意） 

 

※なお、独禁法と労働法が両方とも適用されそうな場合、労働法を適用 

（例：労働協約は、形式上、競争を抑える「カルテル」に該当するようにも見えるが、労働協約の 

締結は労組法で認められているため、独禁法違反とされることはない） 

 

 

 
22 正式名称：私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 
23 正式名称：下請代金支払遅延等防止法 
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3 問題となる行為（ガイドラインにおける具体的な対応） 

独禁法は、様々な「優越的地位の濫用」24を「不公正な取引方法」25に当たるとして禁止 

→行った場合、公正取引委員会（公取委）による、排除措置命令等の対象になる 

 

（1）発注時の「書面の交付」を事業者に義務付け（→いわゆる口約束はトラブルの元だから） 

 ①発注内容、②納期等、③報酬の額、④報酬の支払期日、⑤支払方法、 

⑥その他特記事項がある場合は特記事項、以上を書面に盛り込む必要がある 

 

（2）問題行動（優越的地位の濫用に当たりうる行為）として次の12点を列挙 

①報酬の支払遅延 

②報酬の減額 

③著しく低い報酬の一方的な決定 

④やり直しの要請 

⑤一方的な発注取消し 

⑥役務の成果物にかかる権利の一方的な取扱い（フリーランスが著作権を有するのに、 

成果物を二次利用したときの対価を配分しないなど） 

⑦役務の成果物の受領拒否 

⑧役務の成果物の返品 

⑨不要な商品又は役務の購入・利用強制 

⑩不当な経済上の利益の提供要請（協力金等の負担や、契約内容に含まれない行為の 

要求など） 

⑪合理的に必要な範囲を超えた秘密保持義務等の一方的な設定 

⑫その他取引条件の一方的な設定・変更・実施 

 

 

 
24 独禁法2条9項5号：自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に

照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。 

イ 継続して取引する相手方（新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。）に対

して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。 

ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させるこ

と。 

ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後

当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しく

はその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又

は取引を実施すること。 
25 独禁法19条：事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。 
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4 フリーランスが労働者として保護される可能性（「労働者性」の問題） 

（1）基本的な考え方 

①契約の形態が「労働契約（＝雇用契約）」ではない場合でも、その人が労基法など 

法律の定義する「労働者」にあてはまれば、その法律で労働者として保護される 

→その法律が定義する「労働者」に当たるかどうか（＝労働者性の有無）が問題に 

  

②労働者かどうかは、客観的な事実に基づいて判断される（各法律共通） 

  →契約書の記載などでは決まらない（契約書を「雇用契約」ではなく「業務委託契約」などと 

すれば、労働法上の規制から免れることができるというわけではない） 

 

③なお、「労働者」「使用者」等の定義は、法律ごとに異なる場合がある 

  理由：各法律は作られた目的が少しずつ異なるので、たとえ同じ語句（労・働・者） 

を用いていたとしても、その概念（定義）が異なる場合がある（「概念の相対性」と呼ぶ） 

→労組法上は労働者に当たるが、労基法上は労働者に当たらない、ということも生じうる 

 

 

【設例】A社は、コロナ危機において、従業員の自由な働き方を応援しつつ同社の負担を減らす方策と

して、従業員のうち希望者をフリーランスとして個人事業主に転換させることとした。労働契約を合

意解約した上で「業務請負契約」を締結し、これまでの業務と同じまたは類似の内容を発注する。A

社以外から仕事を受けることや、自宅等で作業をすることが可能だが、発注量が多いため事実上はA

社の専属であり、A社指定の時間帯にA社が設置したワークスペースを利用して作業をすることが推

奨されている。フリーランスとなった場合、毎月A社から支払われる額は増加するものの、社会保険

料や会社への移動費用などが自己負担となるほか、自身で確定申告を行い納税することになる。 
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（2）労基法上の「労働者」として保護されるか否か 

（a）定義：「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所（以下 

「事業」という。）に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」（労基法9条） 

 

【ポイント】 ①「使用」性＝使用者の「指揮命令」を受けて働いていること 

②「賃金」性＝労働の「対償」として報酬を得ていること 

 

（b）労基法上の労働者性に関する判断：以下の具体的な判断要素を総合考慮26 

（ア）「使用」性が高まる要素 

① 業務遂行に関する具体的な指揮監督がある 

 ② 仕事の依頼等への諾否の自由がない 

 ③ 勤務時間・勤務場所の拘束がある 

 ④ 他人による代替可能性が低い（要は、その労働を自分自身で行う） 

 

（イ）「賃金」性が高まる要素 

 ⑤ 報酬額が（仕事の結果ではなく）労務提供の時間の長さに応じて決まる 

 

（ウ）その他、労働者性が高まるサブ的な要素 

 ⑥ 事業者性が低い（機械や器具を自分では持っていない、報酬が高額ではない） 

⑦ 専属性の程度が高い（他社の仕事を受けることが事実上制約されている） 

 ⑧ 公租公課が天引きされている（所得税〔公租〕の源泉徴収や社会保険料〔公課〕の控除が 

なされている） 

 

 →以上を総合考慮して「労基法上の労働者」に当たるといえれば、契約の相手方で 

  ある会社は、労基法に基づく様々な義務や責任を負うことになる 

 （たとえ契約書が「業務委託契約」で、従業員とは扱っていなかったとしても、責任が生じることに） 

 

  

 
26 基本判例として、横浜南労基署長（旭紙業）事件・最一小判平成8･11･28労判714号14頁等がある。 
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（3）労契法上の（労働契約上の）労働者 

 ・労契法上の労働者といえれば、例えば委託契約等を解約するときに、「解雇」に関する 

法規制が適用される（解約が厳しく規制されることになる〔労契法16条27〕） 

 

・定義：「この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を 

支払われる者をいう」（労契法2条1項） 

 →実は、労基法上の労働者の判断基準と同じ 

  （基本的に、労基法上の労働者＝労契法上の労働者と考えてよい） 

 

（4）労組法上の「労働者」28 

（a）定義：「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに 

準ずる収入によつて生活する者をいう」（労組法3条） 

  →労基法、労契法とは大きく異なる点が注目される 

   

  ①労組法上の労働者であるフリーランスが集まって「労働組合」を作った場合、 

契約の相手方である会社は、労組法上の使用者として、労働組合との団体交渉を 

誠実に行う義務（誠実団交義務）を負う（→基本的に交渉を拒否できない） 

 

②近年、団体交渉の枠組みを活用して、企業側と交渉したいというケースが見られる  

・会社と業務委託契約を締結し、修理点検業務を行っていたエンジニアの労働者性を肯定した例 

国・中労委（INAXメンテナンス）事件・最三小判平成23･4･12労判1026号27頁 

・コンビニの店主について、フランチャイズの本部に対する労組法上の労働者性を否定した例 

セブン-イレブン・ジャパン事件・中労委命令平成31･2･6労判1209号15頁 

 

③なお、一言でいえば、労組法の方が労働者の範囲が「広い」 

→労基法上の労働者、労契法上の労働者は当然に含まれる 

イメージ：労組法の場合、使用者側に生じる責任が労基法などと比べて重くない（労働組合と 

きちんと交渉するということに尽きる）ので、労働者の範囲を広く考えて構わないということ 

 

  

 
27 労契法16条：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。 
28 厚生労働省「労使関係法研究会報告書」も参考になる。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001juuf.html 
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（b）労組法上の労働者性に関する判断：以下の具体的な判断要素を総合考慮 

（ア）基本的判断要素があるかどうか：各要素がある＝労働者性を肯定する材料に 

① 事業組織への組み入れ（不可欠ないし枢要な労働力として組織内に確保されている）  

② 契約内容の一方的・定型的決定（内容が交渉の結果ではなく会社側の提示の通りに決まる） 

③ 報酬の労務対価性（働いた代わりに報酬を得ているといえる） 

 

（イ）補充的判断要素があるかどうか：労働者性を肯定するサブ的な材料となる 

④ 業務の依頼に応じるべき関係（不可能というわけではないが、仕事を断りにくい）  

⑤ 指揮監督関係（それほど厳格というわけではないが、時間的場所的拘束を受けている） 

 

（ウ）消極的判断要素がないかどうか：事業者である＝労働者性を否定する材料に 

⑥ 顕著な事業者性（利益を増やすべく会社から独立して経営判断を行うことができる） 

 

 

（設例の検討） 

・A 社の行為は働き方の実態をほぼ変えずに形式的に労働契約ではない形をとっており、個人事業主と

なった後も、労基法（労契法）上の労働者性、及び、労組法上の労働者性が認められる可能性が高い

と思われる 

・労働者性がない、本当の意味での個人事業主となる場合、収入額が増えるなどのメリットはありうる

が、労働法上の様々な保護が及ばなくなることや納税等の各種負担が増えることの意味を十分に考慮

すべきといえる 

 

 

第2章のまとめ 

・働く機会を増やす、より柔軟な働き方を可能にするなどの点で、フリーランスという 

働き方には積極的な意味を見出すことができる 

・ただし、特に企業側は、ガイドラインをふまえた慎重な対応が必要 

 →契約書を用いるとともに、様々な問題行為を行わないように注意 

・フリーランスが「労働者」として保護される場合があること（＝会社側に「使用者」と

しての責任が生じうること）にも留意が必要 
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おわりに 

 

・“新しい働き方”→その特徴をおさえた上で様々な活用を考えていくことが、 

働く側にとっても、企業側にとっても（→社会全体にとっても）望ましい 

  

 ・関係する法的な留意点を確認することも必要不可欠 

 

 

〔今回をきっかけに、さらに労働法を学んでみたいと思った方へおすすめの書籍等〕 

（1）基礎から実務まで幅広く使える教科書『労働法（第8版）』水町勇一郎（有斐閣、2020） 

（2）辞書的にも利用される詳細な教科書『労働法（第12版）』菅野和夫（弘文堂、2019） 

（3）上記（2）と同じく詳細な教科書『労働法（第4版）』荒木尚志（有斐閣、2020） 

（4）事例を用いた解説書『実践・新しい雇用社会と法』野川 忍・水町勇一郎編（有斐閣、2019） 

（5）最新の動向を伝える無料メルマガ「メールマガジン労働情報」（労働政策研究・研修機構） 

（6）コロナ危機における労働問題に関する解説書 

①『コロナ危機でみえた 雇用の法律問題Q&A』水谷英夫（日本加除出版、2021） 

②『新型コロナウイルス影響下の人事労務対応Q&A』小鍛治広道編集代表（中央経済社、2020） 

（7）労働組合について幅広く学べる『労働組合の基礎』仁田道夫ほか編（日本評論社、2021） 

（8）日本の雇用社会の全体像を学べる『ジョブ型雇用社会とは何か』濱口桂一郎（岩波新書、2021） 

（9）さっと読めて基礎を一気に学べる入門書『コンパクト労働法（第2版）』原 昌登（新世社、2020） 

 

〔独禁法（経済法、競争法）を学んでみたい方へおすすめの書籍〕 

『独禁法講義（第9版）』白石忠志（有斐閣、2020） 

 

〔実務系、人事労務系の雑誌に掲載された論文や解説〕 

「特集 新たな働き方と法の役割」ジュリスト2021年1月号13頁以下 

「新テレワークガイドラインの注目・改訂ポイントと実務」白石紘一 

ビジネスガイド2021年6月号22頁 

「改正テレワークガイドラインの実務ポイント」小鍛治広道 労務事情2021年5月15日号6頁 

「キーワードからみた労働法 フリーランス」大内伸哉 ビジネスガイド2021年9月号74頁 

「人事担当者が知っておきたいフリーランスガイドライン」荒井太一ほか 

労務事情2021年6月15日号28頁 


