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現代の切り捨て御免=解雇自由を許さない 
                     2016年 7月 10日 

郵政ユニオン長崎、中島義雄 
（「地域と労働運動」8月号掲載） 

 
１、はじめに 
解雇自由の攻撃が郵政で始まった。解雇自由とは、国（安倍首相）と経団連

（資本）がいう労働の規制緩和の核をなすものだ。先に限定正社員制度をいち

早く導入して、労働の規制緩和で国のお先棒を担いだ日本郵政と、それと協調

する御用労組で、この春に労働契約法や労基法の雇止め法理や整理解雇すら踏

みにじる解雇自由の新制度（契約更新要件）が合意されたからだ。 
職場で懸命に働きながらも、不当にも二重の差別に苦しむ期間雇用社員たち

の気持ちを思うと、怒りとともに、辛い思いを深くする。郵政ユニオンはこの

会社の提案を拒否し、撤回を求めているし、今後もたたかう。 
 
２、郵政が無期転換を提示 
 郵政は今年の3月 17日、労契法 18条にいう 2018年 4月実施予定の有期の
期間雇用社員の無期雇用転換を、今年の 10月から前倒しして実施すると提案し
た。通常、郵政の期間雇用者は 6ケ月契約更新の労働者である。これを 2016年
10月現在に 5年雇用超の人で希望する人を無期雇用に転換するとしたのだ。半
年ごとの契約更新で雇用不安を感じていた人にとっては朗報であった。これは

たたかいの成果である。 
ちなみに無期に転換された旧期間雇用社員は、今後は「アソシエイト社員」

と呼ばれる。英語では「仲間」とかだが、直訳すれば準社員か。弁護士に聞い

たところでは、大手法律事務所では日常的に使われており、パートナーやカウ

ンシル、そしてアソシエイトと呼び、区分けされているそうだ。 
期間雇用の差別のごく一部が取り払われただけで、依然として厳しい格差と

差別が続く中、この制度は新たな非正規労働者間の階層化、差別を強めること

も意味するのに、会社から「今日から仲間よ」といわれても、彼ら彼女らも複

雑な心境であろう。 
 皮肉を込めていわせてもらえば、新たな社員区分に「仲間」という呼称がつ

く人が職場にできる。しかし、彼らは無期雇用社員ではあるが、正社員とは比

較にならないほど差別された労働条件におかれたままである。今後郵政が、労

契法20条裁判を有利に進めるための懐柔策としての病気休暇の一部改善などが
あるが、一般にいう非正規雇用労働者であり、賃金では半分以下の社員である
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ことはまちがない。してみれば、郵政のまたそれと協調する JP労組も、「仲間」
を差別する会社であり、御用労組となる。なにがアソシエイト（仲間）なのか。 
 
３、解雇自由の新制度をルール化 
  さらに、同時に提案されたのは。この10月以降から新規に雇用される期間
雇用労働者（半年契約更新）が 5 年を超えた場合の無期転換の再契約時に適
用する、新たな「更新要件制度」が示された。中身では、①、勤務評価がス

キル B以上であること。②、直近 2回の基礎評価（10項目ほどある）のどち
らかで、すべて「できている」であること。③、直近半年間で懲戒を受けた、

又は受ける見込みのものについては、その量定や様態を踏まえ、会社が契約

更新を認めることとある。 
  これを詳しくいえば、スキルB未満で Cクラスの人は契約の更新をしない
し、スキル Aや Bの人でも、基礎評価が「できていない」となれば、自動的に
雇止めとなるのである。会社は郵政ユニオンとの交渉で、「当該用件は採用時に

通知し、合意を得たうえで採用するのだから、(契約不更新でも)雇用の期待権は
発生しない」と答えた。不更新要件を採用時に通知しているから問題がないと

したのだ。しかし結果的に、成績不良者や評価が届かない人は、決まりだから

として解雇される。これこそ問答無用の解雇自由の制度化であり、雇止めや解

雇法理を破壊する許しがたい攻撃である。 
 
４、解雇法理は労働法の中枢 
 大阪市立大学の西谷敏名誉教授、根本到大阪市立大学院教授らの「労働契約

と法」によると、「解雇法理は労働契約法の神経中枢であり、労働法全体の扇の

要である」と書かれている。扇は要を失えばばらばらとなり扇でなくなる。で

は労働契約法も解雇法理を失えば、存在価値がなくなるのだろうか。 
 
 日本には諸外国に見られる解雇制限法はない。いわば法律的には規制がない

のだから解雇自由の国である。にもかかわらず経団連や安倍首相らは労働の規

制緩和で「解雇自由」をいうし、「日本は世界一解雇が難しい国である」といっ

ている。そうか。 
 
解雇自由は、民法第 627 条（期間の定めのない雇用の解約の申入れ）、「当事
者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れを

することができる」を論拠としている。 
 だが、「詳説労働契約法」（菅野和夫東大名誉教授、元中央労働委員会会長）

の「解雇権の濫用から」では、解雇自由に対し、「しかし戦後には、解雇をなす
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には正当な事由を要するかという議論がなされるようになった。そして正当事

由説は必ずしも多数にはならなかったものの、下級審裁判所が、民法 1 条 3 項
が定める権利濫用の禁止という一般条項を用いて、合理的な理由を欠く解雇を、

解雇権濫用として無効とするものが増えていった」。・・・「そして最高裁も、1970
年代に高知放送事件や日本食塩製造事件でこれを承認するに及び、判例法理と

して解雇濫用法理が確立したのである」と指摘している 
 
 最高裁がいう解雇における権利濫用法理とはなにか。それは解雇に客観的理

由と合理性があり、社会通念上相当である場合のみ、解雇は有効となるのであ

る。それ以外、早くいえば労働者に責任がなく、合理的理由のない解雇は不当

となる。これが労基法を受けついだ労働契約法の解雇権濫用法理の趣旨である。 
 
 解雇の合理性について、①、労働者が労務を提供できなくなったとき。②、

労働能力や適格性に欠けている場合。③、義務違反や規律違反があった場合、

などがあるが、労契法には文言としては盛り込まれていないことから、解雇を

めぐり対立は今後も続く。 
経団連がいう「解雇自由」は、この最高裁の解雇法理や雇止め法理を崩すこ

とであり、この法理を受けついでできた労働契約法 16条、18条、19条などを
骨ぬきとする攻撃である。 
 
５、現代の切り捨てごめん法 
 なぜ郵政はこうも簡単に期間雇用者の首を切るのであろうか。よくいわれる

ものには「比較的簡易な採用手続きで締結された短期的有期契約を前提とした

雇用関係」があり、期間雇用者の雇止め法理と無期雇用者の解雇法理に二重基

準があるからだと指摘される。 
 しかし労働契約法20 条は、「期間の定めがあることによる不合理な労働条件
の禁止」を定めている。また同法の第 19 条（有期労働契約の更新など）では「有
期労働契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申

込みをした場合、使用者が当該申込みを拒絶することが、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ときは、使用者は、従前の有

期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したも

のとみなす。ともある。雇止め法理においても、解雇権濫用法理においても、

労働契約の解除に違いはなく、有期だけの差別は許されない。これは法の考え

なのである。 
 
この有期雇用の契約更新の期待権では、西谷敏大阪市立大学名誉教授の「労
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働契約と法」の中で、奥田香子・近畿大学教授が、以下に述べている。 
有期労働契約の終了をめぐる諸問題で、1．期間満了による契約終了と更新の

推定の（2）「不更新の合意」で、「契約拒否に雇止め法理が適用される状況に至
っている場合でも、次期については更新しないことを口頭で告げたり、契約書

に不更新条項を追加したりして、最後の契約が締結された場合、当該有期労働

契約は合意によって終了するのであろうか。また、終了の合意があったことか

ら最後の契約締結以降には、雇用継続の期待は認められないのであろう

か。・・・・・。判例では、労働者がこれに異議を唱えている場合には、契約終

了の合意を否定している。（全国社会保険協会連合会《本訴》事件、ダイフク事

件、カンタス航空事件など）。 
また学説では、「不更新条項は一般に解雇法理の潜脱であり、無効である。こ

の条項にもとづく更新拒否は、雇止め法理によって判断される」としているも

のもある。（西谷敏の労働法 440ページ）」ともある。 
 
 また有斐閣の「労働判例百選（第8版）」の 80＝「有期契約の更新拒否」日立
メディコ事件（最高裁判決）の解説で、川田知子亜細亜大学准教授は「本判決

は契約の反復更新によって継続雇用への合理的期待が存在する場合には、解雇

法理が類推適用されるとした」としている。 
「そして、労働者に雇用期待が生じたのち、使用者が次期の契約を行わない

旨の意思表示する場合は、合理的期待度は解消するとする判決（近畿コカコー

ラボトリング事件）もあるが・・・しかし、有期契約の締結時及び更新時にお

ける労使の情報や 交渉力の格差に加え、雇止めによる解雇法理の潜脱を防止

する必要から解雇法理の類推適用を認めてきた最高裁判決の趣旨に鑑みると、

不更新条項は解雇法理を潜脱するものであり、公序良俗違反として無効になる

と考えられる」と書いている。契約の不更新条項の最高裁判決はないが、無効

だとする労働法学者も多い。 
だから郵政がいう、採用時に「不更新要件を通告しているので、雇用の期待

権は存在しない」ということは、問題が多いのである。 
 
 安倍首相らがいう解雇自由こそ、労働法の究極の規制緩和である。いつでも

自由に、資本が労働者の首が切れるという解雇自由は、江戸時代の武士による

農民への「切り捨てごめん」の悪法の再来である。（これとて、証人の存在や事

実関係を厳しく精査されたとあるから、武士の勝手ではなかったのだが…）。 
いうまでもなく働く者にとって解雇=首切りは、まさに死刑と同じである。突

然の解雇は、自分と家族を地獄に落とす。無論、現代の法理では、理由なき解

雇は権利の濫用であり、認められない。しかし郵政は、5年後の無期への契約更
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新で、新たに作った更新要件制度をおき、成績不良者などへの自動的な雇止め

解雇を打ち出した。資本（経団連）と安倍らがいう解雇自由を先取りしたので

ある。これは郵政が 2 年前の限定正社員制度の先取りしたことの二番煎じ、二
匹目のどじょうを狙った攻撃なのである。 
 
６、解雇自由化を合意した JP労組の犯罪性 
 JP 労組は 5 月 27 日付の交渉情報で、この更新要件制度を受け入れたとして
いる。その中で、「2016 年 10 月 1 日以降新たに雇用する時給制契約社員には、
採用時の留意事項として契約更新要件制度について丁寧な説明を要請するとと

もに、スキルアップに向けた動機づけとスキルアップの機会を適切に確保する

ための環境整備を行うよう申し入れ、会社も口頭同意を行った上で採用し、採

用後も人材育成に向けた研修などをはじめ、各種取り組みを促進させていく考

えを示したことから、整理をはかった」と書いている。会社の自動的な解雇ル

ールの提案に同意したのだ。 
 
 労働組合で、組織内の労働者が成績不良などで自動的に雇止め解雇を受ける

とき、どういう態度をとるのかは、大事な問題である。しかしこの労組にはも

うこうした弱いものを守る労組という基本理念は存在していないようだ。 
 かつてまだ権利の全逓といわれた時代の1980年代。全逓が反合理化闘争から
効率化協力の労組へと転じていく過程で、郵政は職場で抵抗する労働者を個別

撃破する攻撃をかけた。 
 労使協調主義に反対する支部には、支部三役の総入れ替えを狙った活動家の

他支部への郵便局への強制配置転換攻撃をかける。一方、職場で個別にたたか

う人には、個別的に監視労働を続け、不当な命令を執拗にかける。これをくり

かえし、命令違反と職員として不適格だとして、分限免職をかけた。 
このいずれにも全逓は、組織的な運動とは認めず、組織的にはかかわらず、

逆に、抵抗を弾圧した。具体的には不当配転取り消しのたたかいを行わず、広

域配転を受け入れた。結果的に反対派支部は中心的な活動家がいなくなり、反

対派の運動力が弱まった。また個別の処分には、勤務成績不良は自己責任であ

り、また上司の命令に従わない戦術は全逓にはないとして、支援もせず、抵抗

闘争は敗北していく。結果的に、全逓の方針に従わない拠点支部や活動家は排

除され、協調派への変身のための郵政への手土産の人身御供とさせられ、事実

上、見殺しにされたのである。 
 
 いま、解雇自由の労働の規制緩和のために、郵政はその先頭に立ち、労働契

約の不更新の新制度を提案してきた。郵政が引くライン以下の勤務成績不良の
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人や協調性のない人などは自動的に解雇となる。郵政から見て、気に食わない

人は職場を追われるのだ。そのとき、この郵政の多数労組は、雇止め解雇は自

己責任であるという態度に出るのだろう。以前の抵抗派つぶしのときと同じよ

うに。 
 
７、彼らの狙いは 
 この3月の郵政の回答（攻撃）の目的はいくつかあると思う。 
 一つは、郵政ユニオンが今年の春闘でたたかった非正規のストへの反撃であ

る。たたかいが「非正規の非正規による非正規のため」のたたかいとして全国

に拡大することを恐れる郵政の「非正規の取り締まり」であり、予防的弾圧制

度であり、将来的に郵政ユニオンへの結集の芽を摘む攻撃であることだ。 
郵政民営化以降、郵政は正面切ってストを理由に首を切ることはできないが、

狙いをかけた人に、さまざまな口実をもって恣意的な評価をつきつけ、スキル C
へと評価を下げ、自動的に雇止めを行うことは、評価者が郵政である以上、簡

単にできる。確かに現在雇用されている社員にはこれを適用しないとしている

が、内部の制度である以上、適用基準や評価基準などはどうにでも変えられし、

5年後とはいわず、たった今から多くの期間雇用労働者がこれに縛られるのは明
白だ。 
 
第二では、かりに職場で 10人いる社員に序列をつければ、必ず 1位と 10位
は存在する。相対評価で ABCに分ければ、Aが 2人、Bが 6人、Cが 2人とな
るのが相対評価の典型的な数値である。誰もこの数値から逃れられない。生き

残りのために競争が激化し、少数派労組への加入、団結や抵抗、争議などは絵

空事となる。 
だが、日本での労働法規では成績不良者の解雇は分限処分以外にルールはな

いし、裁判所も認めない。今年 3月の日本 IBMの成績不良者のアメリカ型の解
雇も不当だと東京地裁で判決された。だからこそ、この郵政の自動解雇（雇止

め）ルール＝新契約更新要件制度は自由解雇へ道を開くことなのだ。 
 

 第三が、郵政ユニオンが現在たたかっている労働契約法20条（均等処遇）裁
判へのアリバイ工作である。有期雇用を無期雇用へ一年半も前倒しをして実施

するというアメの政策は、郵政が非正規雇用社員のことを「大事に考えていま

す」ということを裁判所に見せ、結果的に、20 条裁判で争われている差別性を
覆い隠そうとする目的がある。今回提案された病気休暇の一部改善などはその

典型である。 
郵政が争議や裁判を嫌い、早くやめたいと思うのなら、あるいは本当に差別
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はしないというのなら、希望者全員の正社員化を行えばいいだけの話である。

これこそ矛盾解決の唯一の手段のだから。 
 
 そしてその四が、日本一の大企業であり、日本一の非正規雇用会社の郵政と

協調する JP労組（単独では日本一の労組）が、社内ルールではあるが、成績不
良による雇止めの新契約更新要件制度を作ることは、社内 20万人の期間雇用社
員への新たな攻撃である。またそれと同時に、これは郵政にとどまらず、日本

全国の 2 千万人の有期雇用労働者全体へ及ぶのである。結果としてこのことは
経団連（資本と企業）と安倍首相らがいう解雇自由社会をつくることへ道を開

く、確信犯的な水先案内人である。 
 
８，さいごに 
 それにしても今から120 年も前の 1896（明治 29）年にできた民法が現代を
縛るとは、いささか時代観を異にする。ともあれ、私有財産保持や契約自由の

もとでの企業活動の自由の結果、解雇自由が今を規制している。しかし、戦後

に作られた憲法13条の個人の尊厳の趣旨から始まる労働法者保護法などでたた
かいぬき、合理的な理由なき解雇を解雇権濫用として解雇無効の判断を司法に

認めさせ、労働者の雇用を守り抜いた労働者のたたかいの歴史が今続く。 
 ところがいま見たように、この解雇阻止のたたかいの歴史をその土台から突

き崩すために、日本一の大企業の郵政の労使が、自動雇止めルールとして合意

した事実は重く、全国への波及も必至である。 
法律を専門で学んだこともなく、また過去の労働運動の歴史に明るくない私

でも、解雇自由の自動解雇ルールに合意した労組の存在は知らない。確かに現

職世代にはこの新ルールは適用除外だが、あなたたちの子弟である次世代の労

働者には、重くのしかかる前代未聞の悪ルールである。私たちはこの犯罪性を

糾弾するとともに記憶に残しておく。 
 
 さらに、「敵は本能寺にあり」とまではいわないが、今回の参議院選挙の改憲

論争で 9 条護憲をいうことは大事である。しかし、新自由主義者の改憲の矛先
は、9条だけではなく、次の争点に移っているのではないだろうか。それはこの
労働の規制緩和=解雇自由を突破口にした国民の基本的権利の人権条項の改悪
がそれである。労組が経済的事情のみで会社と協調を唱え、目先の利益と、自

らの保身だけを追求するあまり、こうした新たな改憲攻撃に手を貸す愚は犯す

べきではない。 
 
 再度いう。2016 年 10 月開始の無期雇用転換は、会社の善意でも特別の配慮
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ではなく、労契法 18条に明記された労働者の基本的権利の実行であり、一年半
の前倒しである。それをあたかも会社の親心的な言い回し、あまつさえ、どさ

くさに紛れて、10 月以降の新規雇用者の首切りルールをこっそりとルール化す
るあくどさである。 
 この10 月から「仲間」（アソシエイト）ができ、一方では、解雇におびえる
新たな「奴隷的」社員が生まれる。この 9月と 10月の間の時間に見えない壁を
設け、現行の差別を深化・固定化する郵政に手を貸してはならない。わたした

ちは差別の加担者となってはならない。 
非正規期間雇用社員の均等処遇が労契法の法の趣旨であり、ひいてはその延

長線上にある正社員化こそが私たちが目指すたたかいの獲得目標であり、とも

に仲間として手をつなげるときだからだ。 


