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法制定の趣旨等   

(１) 背景及び趣旨  

労働関係を取り巻く状況をみると、就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決

定され、又は変更される場合が増加するとともに、個別労働関係紛争が増加しています。

しかしながら、我が国においては、最低労働基準については労働基準法（昭和２２年法律

第４９号）に規定されているが、個別労働関係紛争を解決するための労働契約に関する民

事的なルールについては、民法（明治２９年法律第８９号）及び個別の法律において部分

的に規定されているのみであり、体系的な成文法は存在していませんでした。  

このため、個別労働関係紛争が生じた場合には、それぞれの事案の判例が蓄積されて形

成された判例法理を当てはめて判断することが一般的となっていましたが、このような判

例法理による解決は、必ずしも予測可能性が高いとは言えず、また、判例法理は労働者及

び使用者の多くにとって十分には知られていないものでした。  

一方、個別労働関係紛争の解決のための手段としては、裁判制度に加え、平成１３年１

０月から個別労働関係紛争解決制度が、平成１８年４月から労働審判制度が施行されるな

ど、手続面における整備が進んできたところです。  

このような中、個別の労働関係の安定に資するため、労働契約に関する民事的なルール

の必要性が一層高まり、今般、労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する原則や、

判例法理に沿った労働契約の内容の決定及び変更に関する民事的なルール等を一つの体系

としてまとめるべく、労働契約法が制定されました。  

労働契約法（以下「法」といいます。）の制定により、労働契約における権利義務関係

を確定させる法的根拠が示され、労働契約に関する民事的なルールが明らかになり、労働

者及び使用者にとって予測可能性が高まるとともに、労働者及び使用者が法によって示さ

れた民事的なルールに沿った合理的な行動をとることが促されることを通じて、個別労働

関係紛争が防止され、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することが期

待されるものです。  

  

(２) 労働基準法及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律との関係  

労働基準法は、罰則をもって担保する労働条件の基準（最低労働基準）を設定している

ものですが、法は、これを前提として、労働条件が定められる労働契約について、合意の

原則その他基本的事項を定め、労働契約に関する民事的なルールを明らかにしているもの

であり、その締結当事者である労働者及び使用者の合理的な行動による円滑な労働条件の

決定又は変更を促すものです。  

また、労働基準法については労働基準監督官による監督指導及び罰則により最低労働基

準の履行が確保されるものですが、法については労働基準監督官による監督指導及び罰則

による履行確保は行われず、法の趣旨及び内容の周知により、また、法に規定する事項に

関する個別労働関係紛争について、個別労働関係紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを

目的とする個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成１３年法律第１１２号）に

よる総合労働相談コーナーにおける相談、都道府県労働局長による助言及び指導、紛争調

整委員会によるあっせん等が行われ、その防止及び早期解決が図られることにより、法の

趣旨及び内容に沿った合理的な労働条件の決定又は変更が確保されることを期するもので

す。   
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【第１章 総則】目的  

第１条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立

し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることに

より、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働

者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。  

  

【解説】  

(１) 趣旨  

法第１条は、法の目的を明らかにしたものです。  

  

(２) 内容  

① 法第１条は、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その

他労働契約に関する基本的事項として民事的効力を明らかにする規定等を定めること

により、労働者及び使用者による合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われる

ようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働者及び使用者の間に

おいて個別労働関係紛争が生じることのない円滑な関係の維持を図っていくこと、す

なわち「労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資すること」が法の目的

であることを規定したものです。  

  

② 法第１条の「労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立

し、又は変更されるという合意の原則」には、法第３条第１項の労使対等の原則、法

第６条の労働契約の成立についての合意の原則及び法第８条の労働契約の変更につい

ての合意の原則が含まれるものです。  

  

③ 法第１条の「その他労働契約に関する基本的事項」には、法第３条第１項以外の法

第１章の労働契約の原則等を定める規定、法第６条及び第８条以外の法第２章の就業

規則と労働契約との法的関係等を定める規定、法第３章の出向、懲戒及び解雇に関す

る権利濫用禁止規定及び法第４章の期間の定めのある労働契約に関する規定が含まれ

るものです。  

  

④ ②及び③のような規定を法に定めることにより、法第１条の「合理的な労働条件の

決定又は変更が円滑に行われる」ことが促されることによって、個別労働関係紛争が

防止されることとなり、これにより「労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安

定に資する」こととなるものです。  
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定義  

第２条 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。  

２  この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をい 

う。  

  

【解説】  

(１) 趣旨  

法第２条は、法の対象である「労働契約」の締結当事者としての「労働者」及び「使

用者」について、その定義を明らかにしたものです。  

  

(２) 労働者(第１項関係)  

①  法第２条第１項の「労働者」とは、「使用者」と相対する労働契約の締結当事者

であり、「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」のすべてが含まれる

ものです。  

  

②  法第２条第１項の「労働者」に該当するか否かは、同項に「使用者に使用され

て」と規定されているとおり、労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関

連する諸要素を勘案して総合的に判断し、使用従属関係が認められるか否かにより

判断されるものであり、これが認められる場合には、「労働者」に該当するもので

す。これは、労働基準法第９条の「労働者」の判断と同様の考え方です。  

  

③  民法第６２３条の「雇用」の労働に従事する者は、法第２条第１項の「労働者」

に該当するものです。  

また、民法第６３２条の「請負」、同法第６４３条の「委任」又は非典型契約で労

務を提供する者であっても、契約形式にとらわれず実態として使用従属関係が認め

られる場合には、法第２条第１項の「労働者」に該当するものです。  

  

④   法第２条第１項の「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問

わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうものです。こ

れは、労働基準法第１１条の「賃金」と同義です。  

  

(３) 使用者(第２項関係)  

法第２条第２項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であ

り、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうものです。したがって、個人

企業の場合はその企業主個人を、会社その他の法人組織の場合はその法人そのものをい

うものです。これは、労働基準法第１０条の「事業主」に相当するものであり、同条の

「使用者」より狭い概念です。  
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労働契約の原則  

第３条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は

変更すべきものとする。   

２ 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又

は変更すべきものとする。   

３ 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更す

べきものとする。   

４ 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使

し、及び義務を履行しなければならない。   

５ 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用すること

があってはならない。  

  

【解説】  

(１) 趣旨  

法第３条は、労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する原則を明らかにしたも

のです。  

  

(２) 労使対等の原則 (第１項関係)  

当事者の合意により契約が成立し、又は変更されることは、契約の一般原則ですが、

個別の労働者及び使用者の間には、現実の力関係の不平等が存在しています。  

このため、法第３条第１項において、労働契約を締結し、又は変更するに当たって

は、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者の対等の立場における合意によるべ

きという「労使対等の原則」を規定し、労働契約の基本原則を確認したものです。これ

は、労働条件の決定について労働者と使用者が対等の立場に立つべきことを規定した労

働基準法第２条第１項と同様の趣旨です。  

  

(３) 均衡考慮の原則(第２項関係)  

法第３条第２項は、労働契約の締結又は変更に当たり、均衡を考慮することが重要で

あることから、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者が、労働契約を締結し、

又は変更する場合には、就業の実態に応じて、均衡を考慮すべきものとするという「均

衡考慮の原則」を規定したものです。  

  

(４) 仕事と生活の調和ヘの配慮の原則(第３項関係)  

法第３条第３項は、近年、仕事と生活の調和が重要となっていることから、この重要

性が改めて認識されるよう、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者が、労働契

約を締結し、又は変更する場合には、仕事と生活の調和に配慮すべきものとするという

「仕事と生活の調和への配慮の原則」を規定したものです。  

  

(５) 信義誠実の原則(第４項関係)  

当事者が契約を遵守すべきことは、契約の一般原則であり、「権利の行使及び義務の

履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」旨を規定した民法第１条第２項は労
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働契約についても適用されるものであって、労働契約が遵守されることは、個別労働関

係紛争を防止するために重要です。このため、法第３条第４項において、労働者及び使

用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を

履行しなければならないことを規定し、「信義誠実の原則」を労働契約に関して確認した

ものです。これは、労働条件を定める労働協約、就業規則及び労働契約の遵守義務を規

定した労働基準法第２条第２項と同様の趣旨です。  

  

(６) 権利濫用の禁止の原則(第５項関係)  

当事者が契約に基づく権利を濫用してはならないことは、契約の一般原則であり、

「権利の濫用は、これを許さない」旨を規定した民法第１条第３項は労働契約について

も適用されるものですが、個別労働関係紛争の中には、権利濫用に該当すると考えられ

るものもみられるところです。  

このため、法第３条第５項において、労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の

行使に当たっては、それを濫用することがあってはならないことを規定し、「権利濫用の

禁止の原則」を労働契約に関して確認したものです。  

なお、法第３章において、出向、懲戒及び解雇に関する権利濫用を禁止する旨を規定

しているが、同章で規定していない場面においても、法第３条第５項の「権利濫用の禁

止の原則」が適用されるものです。  
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労働契約の内容の理解の促進  

第４条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解

を深めるようにするものとする。   

２ 労働者及び使用者は、労働契約の内容（期間の定めのある労働契約に関する事項を含

む。）について、できる限り書面により確認するものとする。  

  

【解説】  

(１) 趣旨  

労働契約は、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者の合意のみにより成立す

る契約（諾成契約）ですが、契約内容について労働者が十分理解しないまま労働契約を

締結又は変更し、後にその契約内容について労働者と使用者との間において認識の齟齬

が生じ、これが原因となって個別労働関係紛争が生じているところです。労働契約の内

容である労働条件については、労働基準法第１５条第１項により締結時における明示が

義務付けられていますが、個別労働関係紛争を防止するためには、同項により義務付け

られている場面以外においても、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者が契約

内容について自覚することにより、契約内容があいまいなまま労働契約関係が継続する

ことのないようにすることが重要です。  

このため、法第４条において、労働契約の内容の理解の促進について規定したもので

す。  

  

(２) 労働者の理解の促進(第１項関係)  

①   法第４条第１項は、労働条件を提示するのは一般的に使用者であることから、使

用者は労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について労働者の理解を深め

るようにすることを規定したものです。  

  

②  法第４条第１項は、労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件につい

て説明等をする場面や、労働契約が締結又は変更されて継続している間の各場面が

広く含まれるものです。これは、労働基準法第１５条第１項により労働条件の明示

が義務付けられている労働契約の締結時より広いものです。  

  

③  法第４条第１項の「労働者に提示する労働条件」とは、労働契約の締結前又は変

更前において、使用者が労働契約を締結又は変更しようとする者に提示する労働条

件をいうものです。  

  

④  法第４条第１項の「労働契約の内容」は、有効に締結又は変更された労働契約の

内容をいうものです。  

  

⑤  法第４条第１項の「労働者の理解を深めるようにする」については、一律に定ま

るものではありませんが、例えば、労働契約締結時又は労働契約締結後において就

業環境や労働条件が大きく変わる場面において、使用者がそれを説明し又は労働者

の求めに応じて誠実に回答すること、労働条件等の変更が行われずとも、労働者が
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就業規則に記載されている労働条件について説明を求めた場合に使用者がその内容

を説明すること等が考えられるものです。  

  

(３) 書面確認（第２項関係）  

①  法第４条第２項は、労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り

書面で確認することについて規定したものです。  

  

②  法第４条第２項は、労働契約が締結又は変更されて継続している間の各場面が広

く含まれるものです。これは、労働基準法第１５条第１項により労働条件の明示が

義務付けられている労働契約の締結時より広いものです。  

  

③  法第４条第２項の「労働契約の内容」については、(２)の④と同様です。  

  

④  法第４条第２項の「（期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。）」は、期間

の定めのある労働契約が締結される際に、期間満了時において、更新の有無や更新

の判断基準等があいまいであるために個別労働関係紛争が生じていることが尐なく

ないことから、期間の定めのある労働契約について、その内容をできる限り書面に

より確認することが重要であることを明らかにしたものです。  

「期間の定めのある労働契約に関する事項」には、有期労働契約の締結、更新及

び雇止めに関する基準（平成１５年厚生労働省告示第３５７号）において使用者が

明示しなければならないこととされている更新の有無や更新の判断基準が含まれる

ものです。  

なお、法第４条第１項等法の他の規定における「労働契約の内容」についても、

期間の定めのある労働契約に関する事項は含まれるものです。  

  

⑤  法第４条第２項の「できる限り書面により確認する」については、一律に定まるも

のではありませんが、例えば、労働契約締結時又は労働契約締結後において就業環境

や労働条件が大きく変わる場面において、労働者及び使用者が話し合った上で、使用

者が労働契約の内容を記載した書面を交付すること等が考えられるものです。  
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労働者の安全への配慮  

第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。  

  

【解説】  

(１) 趣旨  

通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、

器具等を用いて労働に従事するものであることから、判例において、労働契約の内容と

して具体的に定めずとも、労働契約に伴い信義則上当然に、使用者は、労働者を危険か

ら保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っているものとされていますが、これは、

民法等の規定からは明らかになっていないところです。  

このため、法第５条において、使用者は当然に安全配慮義務を負うことを規定したも

のです。  

  

【第５条については、次の裁判例が参考になります】  

○ 陸上自衛隊事件  

（最高裁昭和５０年２月２５日第三小法廷判決。最高裁判所民事判例集２９巻２号１４３

頁） （→Ｐ４７参照）  

○ 川義事件  

（最高裁昭和５９年４月１０日第三小法廷判決。最高裁判所民事判例集３８巻６号５５７

頁） （→Ｐ４８参照）  

   

(２) 内容  

①  法第５条は、使用者は、労働契約に基づいてその本来の債務として賃金支払義務

を負うほか、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務とし

て当然に安全配慮義務を負うことを規定したものです。  

  

②  法第５条の「労働契約に伴い」は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働

契約上の付随的義務として当然に、使用者は安全配慮義務を負うことを明らかにし

たものです。  

  

③ 法第５条の「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものです。  

  

④  法第５条の「必要な配慮」とは、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措

置を求めるものではありませんが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具

体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められるものです。  

なお、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）をはじめとする労働安全衛生

関係法令においては、事業主の講ずべき具体的な措置が規定されているところであ

り、これらは当然に遵守されなければならないものです。 


