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本稿では、本年大きな注目を集め、
また上訴審の判断が引き続き注目
されている、
高年齢者等の雇用の安
定等に関する法律における高年齢
者雇用確保措置による定年後再雇
用にあたっての賃金引下げが無効と
された長澤運輸事件・東京地方裁判
所判決平成 28 年 5月13日（労働判
例1135号11頁）
を概説します。

I. はじめに
長澤運輸事件・東京地方裁判所判決平成28年5月13日
（労働判例1135号11頁。
以下、
「本判決」
という）
は、
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
（以下、
「高年
法」
という）
における高年齢者雇用確保措置による定年後再雇用にあたっての賃金
引下げが無効とされた事例として、
本年で最も注目を集めた労働裁判例の一つで
す。本稿では、
本判決の概要を説明します。

II. 事案の概要
本件の被告は、
セメント輸送等の運送事業を営む株式会社です。本件の原告は3名
の個人で、いずれも被告の正社員でしたが、定年退職し、その後被告に1年ごとの
期間で定年後再雇用されていた方々です
（被告の就業規則上の呼び方は、
嘱託社
員でした）
。

被告は、
定年後再雇用された嘱託社員の賃金を、
正社員の賃金
よりも一定程度低く設定していました
（以下、
「本件相違」
とい
う）
。そこで原告は、
本件相違が、
労働契約法
（以下、
「労契法」
と
いう）
20条（下記参照）
に違反する取扱いであると主張し、
差額
賃金の支払いを求めました。
労契法第20条

有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労
働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定
めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容であ
る労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、
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、
こ
の条において「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を考慮して、不合理と認められるもので
あってはならない。

本件の特殊性としては、嘱託社員である原告（バラセメントタ
ンク車（撤車）のドライバー）
と被告の正社員（撤車等のドライ
バー）
との間には、
職務の内容並びに当該職務の内容及び配置
の変更の範囲に差異がないと認定されたことが挙げられます
（この点につき原被告間に特に争いはなかったようです）
。
これ
により、正社員として定年まで勤め上げた後に、定年後再雇用
の結果として有期雇用に切り替わったという事情が、労働条件
の相違の不合理性の評価に当たり、
どう考慮されるべきか
（あ
るいは「期間の定めがあることによる」労働条件の相違という
べきか）
が中心的な争点となりました。

III. 判決の概要
1.「期間の定めがあることによる」相違か
本件で被告は、本件相違は定年後再雇用であることを理由と
するもので、
有期雇用であることを理由とするものではないた
しかし本判決
め、労契法20条は適用されないと主張しました。
は、
労契法20条の「期間の定めがあることにより」
との文言は、
「有期契約労働者と無期契約労働者との間の労働条件の相違
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要す
るという趣旨である」
とした上で、本件相違が期間の定めに関
連して生じたことは明らかであることから、
労契法20条は適用
されると判断し、
被告の主張を退けました。

2. 相違の不合理性の判断枠組み
そして本判決は、
不合理性の判断において、
労契法20条が「職
務の内容」並びに
「当該職務の内容及び配置の変更の範囲」を
考慮要素として明示していることなどから、
「職務の内容」並びに
「当該職務の内容及び配置の変更の範囲」が無期契約労働者
と同一であるにもかかわらず、
労働者にとって重要な労働条件
である賃金について、有期契約労働者と無期契約労働者との
間の相違を設けることは、その相違の程度にかかわらず、
これ
を正当と解すべき特段の事情がない限り、
不合理であるとの評
価を免れない、
と判示しました。
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本件では、上記のとおり、嘱託社員である原告（バラセメントタ
ンク車（撤車）のドライバー）
と被告の正社員（撤車等のドライ
バー）
との間には、
職務の内容並びに当該職務の内容及び配置
の変更の範囲に差異がないと認定されています。
したがって、
被告が特段の事情があることを示せなければ、本件相違は不
合理なものとして労契法20条違反となります。

3. 本件での不合理性判断
また本判決は、上記特段の事情の有無について検討しました。
原告が、
高年法に基づく高年齢者雇用確保措置として定年後再
雇用されたという事情がどのように評価されるかに関しては、
本判決は、
定年後再雇用者の賃金を定年前から引き下げること
それ自体には合理性が認められるとしつつも、
被告において賃
金コスト圧縮の財務上・経営上の必要性があったわけでもない
状況下で、
定年後再雇用者を定年前と全く同じ立場で同じ業務
に従事させつつ、その賃金水準を新規採用の正社員より低く
設定することは正当化できないものと判断し、
特段の事情があ
るとは認められないとしました。
被告はその他労働条件決定に関する労使協議等の存在等の事
情を主張しましたが、いずれも特段の事情とは認められないと
されました。

4. 本判決の結論
上記の検討を経て、本判決は、本件差異は労契法20条違反で
あるため関連する原告の労働条件は無効となり、
当該無効部分
については、正社員用の就業規則における賃金に関する規定
が適用されると解して、
原告の請求を全面的に認容しました。

IV. おわりに
本判決は控訴されており、本判決の内容は高等裁判所あるい
は最高裁判所により変更される可能性がある点に留意が必要
です。定年後再雇用において、担当職務の内容がまったく変わ
らないという場合には、
当面慎重な検討が必要となります。
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