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１．問題の所在

• 「労働者は事業者ではない」，「労働関係は独禁法
上の取引関係でなく独禁法の適用はない」［，
「ケースバイケースで考えればよい」］という従来説
への異論登場（？）ー＞ 労働組合（以下「組合」）
の組織及び行動を委縮させる可能性があり再定
位必要

• そもそも、なぜ，どこまで，［従来］の考えが妥当す
るのかを明らかにする理論的な必要性あり

• 「労働者」像のゆらぎ及び労働法における「労働
者」概念の広がりを受けて，具体的な法的問題が
生じつつあり整理する必要性
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問題の所在 具体的な問題
・コンビニのオーナー店長が組合を組織して団体行動を行う
こと（例えば，ロイヤルティの率について目標を設定してフラ
ンチャイズ本店と交渉を行った上で，一定の額で妥結し労働
協約（以下「協約」）を締結すること）は，独禁法3条後段ない
し8条1号に抵触しないか

・「一人親方」の保護は労働法及び独禁法上，いかに行うか

・芸能事務所が所属芸能人との間で行う抑圧的内容の契約
（例えば，内容を問わず事務所の指示に従って仕事を請けな
ければならない，20年間は事務所を辞めることを許さない等
の内容）には独禁法による保護は及ばないか

・研究機関が所属する研究者に対して兼職・独立を禁じるこ
とは独禁法上も問題とならないのか

［ー＞報告者の回答は本資料末尾］
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[独禁法のドメイン]
昔からある問題

•一人親方 ・コンビニ店長

• ジャーナリスト ・楽団員等音楽家

•芸能人 ・スポーツ選手

•勤務医 ・非常勤講師

• プログラマー ・家庭教師

•家事労働者

• タクシー協組の指示で役務提供を行うタクシー事
業者

•同様に農家
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近年「労働者」像のゆらぎ

• プラットフォームを通じて役務を提供する場合のプラッ
トフォーム事業者と役務提供者［クラウド・ワーカー］の
関係は？（雇用契約か？）

• 雇用契約の下で労務を提供するものの，提供をする
にあたり場所・時間・方法について拘束を受けない場
合（裁量性）が拡大する方向

• 副業を行う者増大，許される場合も増加

• ライフワークバランスの達成，女性・高齢者の活躍の
場を確保等の上で働き方の柔軟化は必須となりつつ
もある

• 「正社員」（会社で，固定された勤務時間中，具体的指
示に従い労務提供，兼業は禁止）の縮小［・・・実際に，
あるいは，そのような認識の広まり］

62018/1/14（改訂2018/1/22）



状況のまとめ
• 「事業者」「労働者」の境界が曖昧化

• 曖昧化しているのは使用者側が脱法行為ないし偽装をし
ようとしているため，というわけでは必ずしもない（①スポー
ツ選手の場合等，本来的に従来の正社員に適さないもの
がある。②柔軟な働き方が可能になることは肯定的に評価
しうる。③プラットフォームを通じた役務提供者とこれを受
ける者のマッチングなど，技術革新の結果生じた効率的な
形態を含む。）

• 労働法側の対応の遅れ，特に「第三類型」（ジャーナリスト・
スポーツ選手）［，さらにクラウド・ワーカー］等に対応した法
発展がない

• これらのことから，かねてから存在はしていた独禁法の射
程及び「グレーゾーン」役務提供者の独禁法による保護に
かかる諸問題を検討することが喫緊の課題となっている
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２．準備として

•従来，独禁法の射程はどのように考えられてきた
のか

• ［労働法と独禁法の関係はどのように考えられて
きたのか：「二分説」（市場一般は独禁法が規律，
ただし労働市場は労働法が規律・独禁法適用な
し）］

• その背景には，どのような配慮があったのか

•労働法上の「労働者」の意義の確認

•役務提供を行う様々な主体が法的にどのような位
置づけをされてきたかの確認

82018/1/14（改訂2018/1/22）



［独禁法］適用範囲 法令

• 「事業者」またはその結合体等に対して，一定の行
為を行うことを禁止（3条，19条，8条等）

•行為の客体が「事業者」である場合又は「事業活
動」を行っている場合に規定が適用される（排除・
支配行為（2条5項），2条9項1号，同3号（困難化），
一般指定1-7項，同12項，同14項等）

•事業者と「事業者の利益のためにする行為を行う
役員、従業員」は「事業者」でない（ただし法2条1
項後段に規定する場合を除く）

•全体として影響を受ける「取引」の存在が適用の
前提（詳細略）
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適用範囲 判例

［独禁法］

事業・事業者の意義

「独占禁止法2条1項・・・［にいう］事業［と］はなんら
かの経済的利益の供給に対応し反対給付を反覆継
続して受ける経済活動を指し，その主体の法的性
格は問うところではない」 （都営と畜場事件最判平
成元年12月14日民集43巻12号2078頁）
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適用範囲 実務

〇「事業者」として独禁法違反行為の主体となることが認められた事例 （例）
・医師 観音寺市三豊郡医師会事件・東京高判平成13年2月16日判時1740号13頁

・弁護士 東京弁護士会綱紀委員会事件東京地判平成13年7月12日判時1776号108頁

・建築家 日本建築家協会事件審判審決昭和54年9月19日審決集26巻25頁

・理容師 石川県理容同業組合事件勧告審決平成12年4月26日審決集47巻259頁

・水先人 東京湾水先区水先人会事件・排除措置命令平成27年4月15日

〇この他「事業者」として独禁法違反行為の主体となることを明らかにしてい
る文献等
・農家 公取委「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」第2部第1・2

・（プロ競技選手 公取委相談事例（平成23年度）事例3）

〇その他参考 公取委「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」１(２）

「加盟者は法律的には本部から独立した事業者であることから、本部と加盟者間の取引関係につ
いては独占禁止法が適用される」
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［労働分野での適用は？］

• ［独禁法の「事業」の解釈からすれば，労働者／労
働関係にも独禁法の適用はありそう ー 「労務を
提供し，賃金を反復継続して得る経済活動を行っ
ている」自然人であり「事業者」といえそう

• しかし，従来，そのような解釈・運用はされてこな
かった ］
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適用範囲外 公取委の見解
第８４回国会参議院法務委員会（第３号昭和53年3月2日）公取委（政府委員・戸
田嘉徳）答弁 「雇用契約、これは御承知のように当事者の一方が使用者に対し
てその使用者の労務に服するということを約しまして、使用者の方がこれに対し
て給料等の報酬を支払う、こういうことを約する契約でございます。その契約の内
容は、まあいわば一定の賃金を得まして一定の雇用条件のもとで労務を供給す
ると、こういう契約でございます。さらに申しますと、この契約は、非独立的な従属
的な状態の時間的に束縛をされた労務を提供すると、かような契約でございます。
かような雇用契約は、いわゆる独禁法に申しますところの「取引」には含まれな
い、かように解されてきております。」

「プロ野球選手契約でございますが、この性格につきましては必ずしも一定した
解釈が確立していないようでございますが、私どもといたしましては、これはきわ
めて雇用契約に類似した契約である、したがいましてこれは独禁法上問題としが
たいものと、かように考えて従来運用をいたしてきております。」

事務総長会見記録（平成24年3月28日） 「野球選手の契約関係については，労
働契約的な面があることなど踏まえますと，独占禁止法に直ちに違反するものと
の認識は持っていない。」「独占禁止法は，いわゆる事業者の取引を規制する法
律で」あるところ，球団と選手の関係は「そのようなものとは異なる雇用契約的な
面が強いのではないかということで従来から考えてきている。」
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適用範囲外 学説[1]

「人が自分の勤労を提供することは，事業ではない」

（橋本龍伍『独占禁止法と我が国民経済』（1947）等）

「労働者は独禁法の「事業者」ではない。」

「雇用契約は独禁法が適用される「取引」ではない。」

（以下，［労働分野に独禁法が適用されないとする説を］

便宜上「二分説」という。）

[-> コメント・労働者の共同行為・組合活動に独禁法が適用
されるという懸念なし。他方で，特に「雇用関係には独禁法
の適用なし」とする説は，労働者（的）な者に対する抑圧的行
為等に独禁法の規律が及ばないという問題あり。]
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適用範囲外 学説[2]

【近年みられる説】

「労働者も事業者であり独禁法の適用を受けるが，

－ 効果要件を満たさないため／正当化事由があるため
／法令上認められた行為を行っているため－

違反にならない（にすぎないのであって，ケースバイケー
スで判断すべきである）。」等

［→ 労働者の組合活動への萎縮効果があるのでは？］
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[検討]二分説の背景にあった実質的考慮

［米国・反トラスト法が労組（unionist）抑圧に使われたという経験も受けつつ，

労働分野で独禁法を適用することに対して次の懸念があったのではないか。］

①労働三権（団結権，団体交渉権，争議権）と衝突，

②団体交渉・労働協約制度と衝突，③労働組合の活動を委縮させる，

④使用者団体制度と矛盾，⑤集団的労働条件決定制度と矛盾，

⑥労働者は個別的労働関係法による保護があり独禁法上の保護不要

◎⑥は妥当でない；労働法による保護で十分でないことがある。そもそも
独禁法と労働法とでは保護法益，したがって分析視角等―が異なる。

◎①～⑤はいわば集団的労働条件設定制度と独禁法が相いれず，独禁
法を適用すると集団的労働条件設定制度の機能障害や組合活動を委縮
させかねないというもの。労組法上の労働者概念の拡大（後述）を踏まえ
れば，「労組法上保護される行為ないし正当な行為は独禁法違反ではな
い」とすれば対応可能，さらに実質的な検討は次頁以下
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[検討]二分説の背景にあった実質的考慮

〇集団的労働条件決定制度と競争（詳細は各論で再論）

［たしかに，以下のように，集団的労働条件決定制度と競争とは緊張関
係にありそう］

①労働者間の労務提供条件をめぐる競争が回避される

②労務提供の対価等を左右する力が生じることがある

③使用者間の人材獲得競争が回避される

④使用者において労務提供を受ける際の対価等を左右する力

（買手市場支配力）が形成されることがありうる

⑤労務を用いて提供する商品・役務にかかる競争が緩和される

ことがありうる（競争回避・協調型効果）

⑥使用者集団との間で賃金が高い水準に決定され，当該集団構成員
に当該賃金が適用された場合，構成員のうち労働集約性の高い事業者
が競争上不利になることがありうる（競争排除型効果）
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[検討]二分説の背景にあった実質的考慮

〇集団的労働条件決定制度と競争（つづき）

［しかし，改めて考えると・・・］

①→憲法・労組法で想定済み；労働者の地位向上のために労務提供条件
をめぐる競争を回避し団体行動を許すのが団体交渉・協約制度。

②→労働組合・団体交渉制度はまさにこの効果を狙ったもの

③→使用者団体は殆ど存在しない。離脱は法的にいつでも可能であり，労
働組合と異なり経済的・社会的に団体行動をとるべき必要性も通常ない。集
団的労働条件決定制度それ自体から使用者側の人材獲得競争が行われな
くなることは通常なく，あるとしてもその程度は実際には低い。

④→③に同じ。加えて，買手カルテルから逸脱する要因はあるはずであり，
逸脱を妨げる要因は法的にも経済的・社会的にも通常は無い。

⑤→労賃は原材料費の一部を構成するにすぎない上に，企業別労組が多
く，ユニオン・産別労組の影響力も限定的な日本では，薄弱

⑥→⑤に同じ。加えて，使用者団体を離脱すれば排除効果は及ばなくなる。
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[検討]二分説の背景にあった実質的考慮

〇集団的労働条件決定制度と競争（つづき）

［まとめと考察］

◎たしかに労使間の集団的労働条件決定システムと競争
とは相いれないところがありそうである。このシステムが反競
争効果を生じさせることは理論的にはありうる。

もっとも，理論的に可能性があるというだけであって，現在
のところは，実際にそのような効果が発生する蓋然性は高く
ない（のではないか）。

ただ，事業分野によっては，使用者側の組織率が高い上に集団的決定
制度からの逸脱が事実上不可能であって，労務を利用した商品・役務市
場での悪影響が生じやすいことがある可能性はあるか（実態解明必要）。

また，そもそも，労働組合法等により法的に保護されている
行為がありそれが独禁法の保護する自由競争原理と相いれ
ないことがあることは，一律に独禁法の適用を否定すべき理
由にはならない（のではないか）。
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[検討]二分説の背景にあった実質的考慮

◎［つづき］ 独禁法といえば，カルテル・ボイコットなどの共同行為を禁止する法
律というイメージをもたれているところがあるのでは？

また，共同行為（ほか一定の行為類型に該当すれば），必ず規制されるというイ
メージがあるのでは？

独禁法が適用される「者」／契約類型であるといわれれば，適用除外はありえな
い，という前提理解があるのでは？；

いずれもミスリーディング／誤解を含む

→独禁法は取引の相手方に対する拘束・排除等の行為も規制する

→日本の独禁法には優越的地位の濫用のように取引主体の自律性・主体性を
保護する方向の規定も存在する

→競争に対する現実の影響を考慮して違法性を判断するのが（寧ろ）通常，カテ
ゴリカルな判断は（寧ろ）少ない

→「者」や契約類型でなく，「（一定の者が行う）一定の行為」を適用除外するとい
う判断もある（かつ，適用除外類型にあたれば常に適用除外されると解釈・適用
しなければならないわけでもない―詳細後記））。
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労働法上の「労働者」

•集団的労働関係法（労組法等）と個別的労働関係
法とで異なる解釈・基準

•個別的労働関係法でも法律により適用範囲，解釈
等が異なることがある

• おおむね，集団的労働関係法上の労働者の方が
広く労働者性を承認される傾向にある

（詳細別紙［資料１参照］）
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労働法上の「労働者」
労組法上の労働者

＊詳細は別紙［最高裁判決］参照，［ここでは］便宜上

厚労省「労使関係法研究会報告書」（平成23・7・25）

「基本的判断要素： ①事業組織への組み入れ，②契約内容の一方的・
定型的決定，③報酬の労務対価性」

「補充的判断要素： ④業務の依頼に応ずべき関係，⑤広い意味での指
揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束」

「消極的判断要素： ⑥顕著な事業者性」

［コメント：事業者性が顕著でなければ，労組上，事業者では
あっても労働者でもありうる。実際の例として別紙資料参
照。特にINAX・ビクターサービスエンジニアリング最判］
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役務提供を行う主体
他の法令［類型化の例］

• 民法 「雇用，請負，委任及び寄託が役務提供型契約の典型」
［コメント・雇用は役務提供の一種］

• 消費者契約法 「「事業」とは、「一定の目的をもってなされる同
種の行為の反復継続的遂行」であるが、営利の要素は必要でな
く」、「また、公益・非公益を問わず」，「さらには「自由職業（専門
的職業）」の概念も含まれるものと考えられる。」「なお、労働契
約（雇用主に対して、従業員が労務の提供に服することを約す
る契約）に基づく労働は、自己の危険と計算によらず他人の指
揮命令に服するものであり、自己の危険と計算とにおいて独立
的に行われるものである「事業」という概念には当たらないと考
えられる（第48条参照）。」消費者庁・逐条解説（平成29年2月）
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［続］

• 税法

「事業所得」の意義について，「事業所得又は給与所得のいずれかに分類すべき
もの」かについては，「判断の一応の基準として、両者を次のように区別するのが
相当である。すなわち、事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営ま
れ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客
観的に認められる業務から生ずる所得をいい、これに対し、給与所得とは雇傭契
約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対
価として使用者から受ける給付をいう。なお、給与所得については、とりわけ、給
与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ない
し断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるか
どうかか重視されなければならない。」最判昭和56年4月24日民集35巻3号672
頁

消費税において課税対象となる事業者が「事業」として行う財貨・サービスの提供
について，この「事業」とは、「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行するこ
と」をいう（消費税法第2条第1項第8号、第4条、消費税法基本通達5-1-1）
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［続］

所得税法「人的役務の提供」

(例） 「俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与そ
の他人的役務の提供に対する報酬」 [-＞給与等と「人的役務の提供に
対する対価」は別という見方をしていることになる]

これについて「国税庁」ＨＰ上の解説によれば―

国内で行う人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に
係る対価
例えば、映画俳優、音楽家等の芸能人、職業運動家、弁護士、公認会
計士等の自由職業者又は科学技術、経営管理等の専門的知識や技
能を持つ人の役務を提供したことによる対価がこれに当たります。

（https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm）

注）基本通達等も上記説明に整合するように書かれている

［さらに］参考）税大論集https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/04/36/hajimeni.htm
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準備的検討のまとめ
• 従来からの独禁法通説・実務は二分説［但し，最判等はまだない］

• 労働法（とりわけ労組法上の労働者性に関する判例法理上），事業者

でもあり労働者である者が存在(出現）

• このような者の行う団体行動（共同行為）を独禁法上いかに評価する

かの検討が独禁法にとっての課題

• 二分説の背景にあったとみられる実質的考慮は［なお］妥当，［但し］

①全てがそうであるわけではなく，②「労働者像のゆらぎ」「グレーゾー

ン」との関係でいうと労組法上の労働者概念拡大を踏まえればさらに

発展させることが可能とみられる

• 他の法令における役務提供者諸類型の「事業者」概念は概ね独禁法

の規定及び解釈にそう（法2条1項後段を含む）。ただ，税法上の「人的

役務の提供」概念はいわばグレーゾーンに対応しているとみることがで

き興味深い
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再定位の試み（試論）
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労働と独禁法・試論
◎憲法・労組法上の権利を過度に制限せず，

組合の活動を委縮させないという配慮は必要。

なお，この要請から法的確実性・予測可能性を

確保できるような独禁法の解釈・運用が求められる。

（理由）

１）一定の役務提供者と役務提供を受ける者との関係につい
ては，競争への影響も考慮した上で，憲法及び労働組合法
により特別な法秩序（ルール）が形成されていると考えられる
のであり，独禁法上もそれを尊重すべきであること

２）労働組合の社会的・経済的機能

３）憲法と独禁法の関係
［含意：「独禁法適用の有無をケースバイケースで判断」，「競争への影
響次第では独禁法適用ありうる」解釈・運用は不適切］
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労働と独禁法・試論
◎ しかし，この要請は後述するように「雇用関係／人の労務
の提供は独禁法が適用される取引でない」，「労働関係に
独禁法は適用なし」という二分論によらずとも達成可能

◎このような解釈は，とくに「グレーゾーン」役務提供者の独
禁法上の保護を不十分にするとともに，これらの者に対し
て行われ市場の機能ないし自由公正競争秩序を侵害する
行為に対する規制の発動を不可能とするものであり適切で
はない

◎個別的労働関係法により保護されない又は保護があるか
どうかが不明な役務提供者が存在し，かつ，これらの者に
対する地位濫用行為や不公正な行為があることを考えると，
救済の可能性を予め封じることなく，また規制の空白を作
らないように独禁法を解釈・運用することが現状では重要
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適用範囲・試論
［－次のように解釈運用してはどうか－］

「雇用関係（契約）という形式（契約類型）をとるか否
か，人の労務の提供にあたるか否かにかかわらず，
独禁法が適用される。」

「ただし，労働組合法上，保護される行為には，団
体行動権保護の趣旨・目的を逸脱する行為である
ことが明白であるといった例外的な場合を除いて，
独禁法は，適用されない。」

（＊ 労働組合を構成する者の使用者に対する取引
上の地位の強弱を問わない。）
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適用範囲・試論

＊上記の考え方にたって，「独禁法の適用範囲外」
とされる行為が独禁法違反になるのは，いうまでも
なく，独禁法上の要件を満たす場合に限られる。

「使用者団体の行為については，労組法を遵守し団
体交渉制度の趣旨・目的達成のために必要な行為
には，原則として，独禁法は適用されない。」
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補足的説明

「労働組合」とは

①労組法に基づく救済制度―不当労働行為に対する救済制度―については，労
働組合は，労組法５条の要件を満たすことが必要，しかし，

②労組法上の労働組合は労組法２条に規定があり，労組法５条の規定は専ら不
当労働行為救済制度を利用する上での条件であると解される。いいかえれば，
労働法５条の要件を満たさなくても，労働組合としてその活動は労組法上の保護
を受ける。

なお，理論的には，労組法上の組合であり，同法に規定のある行為でなくても，
憲法上の労働基本権の行使として保護を受ける行為が存在しうる。

［次頁以下では，ありうる論点とそれに対する応答］
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論点（団体・共同行為関係）

Ｑ「労働者が役務提供を停止して，事業者が苦境に陥る場合にも独禁法の適用
はないのか」

Ａ「ない」 （理由）労務の提供停止は，争議行為の一種である（参考・労働関係
調整法）。
注）労働関係調整法「この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係
の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務
の正常な運営を阻害するものをいふ。」

争議行為が行われにくくなれば組合の交渉力は顕著に低下して労働三権を無
効化しかねない。必要な場合には独禁法抵触のおそれなく行うことができる状
況を保障することが労働三権保障上，必須。

ちなみに，労組法では，争議行為には刑法を適用しない旨規定するとともに民
事免責を定めている（１条２項・８条）。また，憲法２８条（団体行動権）が争議権
を保障する。
[参考] 労働組合法１条２項「刑法第三十五条 の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目
的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労
働組合の正当な行為と解釈されてはならない。」

労働関係の調整等のためのルールとして労働関係調整法が存在しており，争
議行為に対しても法的規律が及んでいる。しかも，日本では組合活動の影響力
が減り，争議行為自体が少なく，あっても事業者を苦境に陥れるようなものでは
く，独禁法を適用する必要性は乏しい。

ただし，背後に他の事業者の働きかけがあリ争議行為が専ら当該事業者の利
益のために実施されているなど，争議行為が趣旨・目的を逸脱することが明ら
かな場合は上記の例外的な場合として独禁法の適用があると解釈できる。
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論点
Ｑ「スター選手」「売れっ子芸能人」等による団体行動等には独禁法を適用すべき
ではないか」

Ａ「すべきでない」(理由）スター選手性（より一般的には，使用者に対する労働者
の交渉力が強いこと）をどのように判断するのか。基準の設定と運用次第では，
予測可能性・法的安定性が失われ，組合活動を委縮させる。労組法上の保護が
及ぶかについては，組合員の有力性は一切問われていない。組合員に使用者に
対して有力な者が含まれていなくなれば，組合の交渉力は顕著に低下すると考
えられ，有力な労働者は組合活動に参加できないとか，その状況次第で独禁法
の適用があるとかいった解釈を行うことが妥当とはおよそ考えられない。労働者
個々人の使用者に対する交渉力の如何にかかわらず，労働者として共通する利
益を確保するために連帯して使用者に対峙するのが団体交渉制度の理念である
と考えられるところ，有力な労働者を外すといった見方はこれに整合しない。さら
に，スター選手等であっても，自己の身体を専らの基礎として生計を立てていると
いう点で法人事業者に対しては経済的地位が劣る傾向にあることにおいては，
他の労働者と変わりがない。なお芸能・スポーツ分野の特殊性を考慮する必要
があるのであれば，特別法を制定することによるべきである。

342018/1/14（改訂2018/1/22）



論点
Ｑ「事業者に対してはカルテルを禁じるのに，労働者側には
共同行為を安易に認めるのはバランスを欠くのではない
か。」

Ａ「欠かない。」

（理由）団体交渉と価格カルテルの安易な同一視（誤解）によ
るものではないか（別紙・［本紙末資料］参照）。

労組法上の団体交渉制度及び労組法とそれを通じて可能
になる共同行為の範囲と，独禁法上ハードコアカルテルとさ
れる価格カルテルや共同の取引拒絶（ボイコット）等は，内容
も機能も，かなり違う。

さらに，憲法及び労働法上，団結権が保障されていること
から法的位置づけが両者では異なり，さらに社会的経済的
影響も異なる。
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論点
Ｑ 「労組法上の労働者性が認められない独禁法上の事業者には
独禁法の適用がある」というのは，優越的地位の濫用が蔓延する
経済的状況に照らして適用範囲が広すぎる。労働者性が認めら
れない「顕著な事業者性」を有する者であっても，小規模事業者が
自己の経済的地位を強化するために行う共同行為については独
禁法の適用を除外すべきではないか。

Ａ 「このような場合については，市場効果や公共の利益に関する
要件を満たさず独禁法違反とならない場合があると考えられる。ま
た，法22条の制度を利用することも考えられる。」

（［団体交渉に対する独禁法適用除外制度（参考・オーストラリア
［競争法］・［団交］適用除外制度）の導入が考えられるか。現在検
討中，来年度本格研究予定。］）
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論点
Q「日本では，労組法上の使用者団体にはあたらない使用者の団

体や協議体（経営者協会等）という労組法上，団体交渉・協約の
相手方となることが法定されてはいないものとの間で団体交渉等
が行われているという実態がある。労組法上の使用者団体に限り
独禁法を適用しないとすることは実態にあわないのではないか。
適用除外を認める範囲を拡張すべきではないか。」

A「独禁法の適用除外を認めるからには，その範囲は法律に即し

慎重に限定すべきである。なお，使用者団体性がない者による協
約締結であるために適用除外されない場合に，常に独禁法違法と
判断されるわけではなく，独禁法上の要件を満たさず結局合法と
なる場合もありうることに注意すべきである。」
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論点
Q「労組法上適法な協約においては，賃金等労働条件のみならず，労働

条件改善等のために使用者が提供する商品・役務の価格についても取

り決めが行われることがある。このような協約を締結しても，組合・使用

者に独禁法上の責任は問われないのか。」

A「原則として問われることはないと考えられる。」

（理由）責任を問う根拠となる規定が存在しない（使用者と従業員の間の

取り決めを違法とする規定は独禁法に存在しない。）使用者単独ではなく，

複数使用者と並行して交渉する場合や使用者間で共同して料金をあげ

ることを協約の内容とする場合は，別の議論がありうるが，この場合でも

組合が独禁法違反に問われることはない（事業者性を欠くため。商品・役

務の対価は義務的団交事項ではなく，応じるかどうかは使用者に裁量が

あることから組合には責任はないため。）（現在のところこのような例は多

くはなく議論の実益はなさそうではある。）
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論点
Q「合同労組（ユニオン）や産別組合が日本でも多くなれば，

協約で定められる賃金等が使用者が提供する商品・役務の
価格に与える影響は大きくなり，費用の共通化を通じて商
品・役務市場における競争を減少させるおそれがあるが，そ
れでもなお協約締結行為には独禁法を適用しないのか。（ち
なみに，同一労働同一賃金が定着すると，企業を超えて組
合を結成する例が増えてくる可能性がある。）」

A「適用しない。」

（理由等）現行労組法は，企業別組合を前提としたものでは
なく，上記解釈もそれを前提としたものではない。競争阻害
の弊害が顕著になるのであれば，法改正を行って対応すべ
きである。
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論点（個別的労働関係・単独行為関係）

Ｑ 「グレーゾーンに属するが個別的労働関係法の適用があ
り，これにより規律される事項とみられるものについては，労
働法と独禁法の両方が適用されたり，（実際には適用されな
いが）適用される可能性があると考えられたりする場合が生
じることになるのではないか。これにより混乱が生じないか。
さらには，例えば「労働基準法や労働契約法上は適法だが
独禁法には反する」という場合が生じることになり問題があ
るのではないか。」

Ａ「問題ないといってよい。一定の事項について複数の法律
が適用されたり，その可能性があると考えられることは，珍し
いことではない。保護法益が異なる以上，異なる結論が出る
ことは当然ありうる。」
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論点
Ｑ「特定の人的役務提供者に対して，当該提供者から役務
提供を受ける者が行う拘束その他の行為が競争に悪影響を
もたらすことがあるのか。行為の広がりがなく，独禁法違反
にならないのではないか。」

Ａ「19条，とりわけ能率競争秩序侵害（競争手段の不公正さ）
及び自由競争基盤の侵害の観点からの公正競争阻害性を
生じさせる場合は，稀ではないと考えられる。行為の広がり
もないとはいえないし，そもそも行為の広がりは公取委の事
件選択基準に過ぎないとみるべきである。」（なお，私見では
間接競争侵害も不要。）
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論点
Ｑ「公取委がこれらの行為を全て規制できるのか。公取委の
行政資源をこれらに割くことが適切か。」

Ａ「できないかもしれない／適切ではないかもしれないが，前
頁までの解釈に影響は与えない。」

（理由）公取委の行政資源をいかに使うかの判断は，独禁法
の適用範囲及び違法性の判断とは別。

いうまでもなく，独禁法は公取委だけが執行するわけでは
なく民事執行も考慮して解釈を行うべき。［民事救済の途を
不用意にとざすような解釈をすべきでない。なお，民事執行
は活発でなく，民事救済制度は機能していないのであり，今
後，法改正を行うなどして使いやすくする工夫が必要。］
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論点

Q 「雇用関係に近い関係を独禁法で規律するのは，独禁法

の本来の趣旨・目的から大きく離れており，適切ではないの
ではないか。」

A 「適切でない，ということはない。」

（理由）独禁法上の要件を満たす限りは公正競争阻害性な
いし競争の実質的制限があるのであり，これを規制すること
は独禁法の趣旨目的を逸脱しない。「人」に対する抑圧的・
濫用行為が蔓延しないようにすることは，「事業活動を盛ん
にし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費
者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な
発達を促進することを目的とする」という独禁法の機能及び
究極目的にも合致する。
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論点
Q 「独禁法及び下請法に基づいて，中小事業者を保護する

規制はすでに行われてきている。それと同様にすればよい
のであり，別途，論じる必要はないのではないか。」

A 「原則的にはそのように考えられるが，後述するように，

個人として役務提供をする場合には，小企業の場合と比較し
ても，買手が市場支配力・優越的地位を有しやすく，交渉力
格差・情報格差があることが多い一方で，個人の選択の自
由を侵害するという側面を有するという点で若干の違いはあ
る。兼業禁止など，個人ならではの契約条項もみられ，そこ
にも一定の相違がある。」
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論点 （各論）
Q「特定の従業員について，使用者間で従業員として雇わな
い（いいかえれば，労務の影響を受けない）旨の合意を行うこ
とは，独禁法上いかに評価されるか。従業員としての排除が
あるだけであって「事業者」の排除は観念しえないところから，
独禁法の適用はないと解釈されるのではないか」

A「形式的には「従業員として雇わない（雇用しない）」「労務の
提供を受けない」旨定めていても，実質的には，事業者として
人的役務提供を行っている者であることがあることに注意す
る必要があるが，その点を考慮してもなお独立した事業者性
を欠くとすれば，3条前段，一般指定1項，8条3号の適用は困
難かと思われる。ただ，この場合でも，3条後段，8条1号，同4
号の適用はありうる。」
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論点

Q「退職後の競業避止義務は，雇用契約において，従業員と

しての人に対して課せられている。それでも，独禁法は適用
されるか。」

A「されうる。第一に，当該従業員と他の事業者との取引が妨
げられているのであり，一般指定14項の適用が考えられる。

さらに，競業避止義務によって，義務を課せられている者が
事業者としての事業活動を行うことができないのであれば，
事業活動の拘束があるのであり，雇用契約中での規定であ
るか，従業員として義務を課されたものであったかどうかなど
は問わず，独禁法の適用がありうる（ただし，義務賦課の経
緯は公正競争阻害性の有無を判断する上での考慮事由に
はなる。）。」
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論点
Q「雇用契約において兼業禁止等を行うのは，従業員として
の人に対しての拘束であるから，事業者を拘束しているとも，
事業活動の拘束があるとも評価されないと思われる。この場
合にも，独禁法が適用されることがありうるか。」

A「ありうる。特定の事業者との間で雇用契約を締結すれば，
その者の（潜在的）事業者性ないし事業者として事業を行う
可能性が常に失われるわけではないのであり，兼業禁止等
により事業者として活動することができなくなっているのであ
れば，事業者の事業活動を拘束しているとみられ，独禁法を
適用することがありうる。」

472018/1/14（改訂2018/1/22）



各論・試論
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各論
[問題の設定]

個人として役務（形式的に「労務」に分類されるものを含む。）の提
供を行う者（以下「役務提供者」）又は提供を受ける者（以下「発注
者」ないし「役務提供を受ける者」）（労働法上の使用者であること
もある。）が，役務提供取引に関して行う行為（共同行為を含む。）
について検討する。

＊なお，物品売買契約であっても，仕様等を特定し非市販品等を
製造委託等する等，業務遂行上特定の購入者による指揮命令
の程度が強い場合は，以下の考え方はほぼ妥当する場合が多
いと考えられる。

＊＊役務提供者の単独行為は省略（独禁法違反になる場合はあ
りうるが稀であると考えられるため）。
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各論： 役務提供契約と独禁法
現在までの独禁法等適用・検討等の状況

○独禁法
「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」

対象は事業者間の役務の委託取引。なお，「役務の委託取引」とは役務提供の

委託取引及び情報成果物作成の委託取引からなり、これら役務の委託取引に

おける取引対象を総称する場合には、単に「役務」という。」（指針注2）

〇下請法
事業者間／製造委託・修理委託・情報成果物作成委託及び役務提供委託

〇実態調査等（いずれも事業者間）

ブライダルの取引に関する実態調査（平成29年3月），葬儀の取引に関する実態調査（同），

テレビ番組制作の取引に関する実態調査（平成27年7月），アニメーション産業に関する実

態調査（平成21年1月），ソフトウェア業における委託取引に関する実態調査（平成5年）等
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留意事項 個人として役務を提供する者と受ける者との関
係を独禁法規律する上で踏まえるべき事項

• 買手市場支配力が成立しやすく，買手側が取引上，優越
する地位に立ちやすいー比較的。常にではない。－

（理由）供給の代替性を欠くことが多い［いいかえれば，役
務提供者が供給先を変更することが難しい］ことから。

（さらに具体的には，①人的資本の専門性・特殊性から供給先が限定さ
れ，②人の移動を伴うことから地理的範囲も狭くなりやすく，③情報上の
制約から，発注者を探索することも容易ではないことから）

• 役務提供者と発注者間には交渉力格差，情報上の格差が
あることが多い。

• 個人としての役務提供者に対して行われる発注者の行為
は，職業選択の自由や営業の自由という憲法上保護され
る自由を（も）制約する場合が比較的多い。
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各論： 役務提供者の行為

〇価格等の重要な取引条件を競争者間で取り決める行為

・［前記のとおり，役務提供者が労働組合法上，労働者性
を有する場合には，同法上保護される団体交渉，協約締結
等の行為は独禁法違反とはならない］

・上記以外の行為は［通常通り］：原則違法

・［協組適用除外制度はある，さらに団交適用除外制度の
研究調査が課題。］

［これ以外にも役務提供者の行為が問題になることはありう
るが，人材・労働固有の問題はないため省略する。］
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各論： ［発注者］役務提供を受ける者の行為

水平的合意（競争者間の取決め）

〇役務提供を受ける者間における役務提供の対価に

かかる取決め

・適用法条 ２条６項／３条

・買手間の価格カルテルの一種

・ 原則違法［，ただし取引費用削減等，

競争制限以外の目的があれば別］

［「購入カルテルが原則違法」説については異論が

あり］ 議論の余地がないではない（学説））
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各論： ［発注者］役務提供を受ける者の行為

水平的合意（競争者間の取決め）
（つづき）対価にかかる取決め

［論点］

①いわゆる「ハードコアカルテル」とみて市場効果分析を行うか，

行わないとすれば，又は，社会的観点から役務提供契約の条件改善等を

目指すことが認められるなど競争制限以外の目的をもつと認められ，

このためにハードコアカルテルには分類されない場合の市場効果の

分析方法は？

→（私見）競争制限目的しか持たないならば，ハードコアカルテル型でよい

理由：区別する根拠なし。

［ハードコアカルテルには分類できない場合／別異に考える場合］

→（目的達成のためには下限設定でよいはず。∴）

下限のみを定めているかを検討

（注：ただし下限設定であっても協調促進効果をもちうることには注意）

→決定過程を検討（経緯，役務提供者側が決定過程に関与したか，等）

→市場画定・市場支配力について次スライド参照

542018/1/14（改訂2018/1/22）



①つづき

－市場画定：

主として供給の代替性，必要に応じて需要の代替性を考慮して，

役務の範囲及び地理的範囲について画定する。

（供給の代替性： 他の者に役務を提供できないか，

需要の代替性： 現在役務提供を受けていない者が新たに提供を受ける

ことはないか）

＊人材に関しては，役務範囲についてはノウハウ・熟練等が必要であること， 地理的範囲につ
いては転居費用・家族関係等のために代替が容易でなく，また，各地域の地理・文化等に知悉し
ていることが役務提供上必要であることがあることに注意を要する。

－市場支配力の形成等の効果（競争の実質的制限効果）：

合意参加者の合計シェア，商品差別化の程度等を考慮して判断

＊問題「他の市場（役務を利用した商品・役務への市場への悪影響がないと

悪影響を観念できない」か？
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各論： ［発注者］役務提供を受ける者の行為
水平的合意（競争者間の取決め）

（つづき）対価にかかる取決め

［論点］

②労組法上の使用者団体（制度）との関係をどう考えるか

・労組法上認められた行為は独禁法適用除外／違反しないと考えるのが

相当では。ただし；

― 労組法に規定された使用者団体としての形式・実質をもつ必要あり

― 使用者団体に行うことが許されているのは交渉と協約締結であり，

一定の条件を一方的に決定し実施することではない

（― 一方的に上限を設定する行為は，労組法の趣旨にも反する（？））
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［参考事例］事業者団体の活動に関する主要相談事例」（平成14年3月)事例６２

「ホームヘルパーの賃金の標準額の策定」

相談の要旨

「（1) 介護保険制度の導入に伴い，在宅介護サービスが有望な市場であると見込み，異業種からの参入が

活発に行われると考えられ，また，訪問介護を行う者（以下「ホームヘルパー」という。）の数も増加すると予

想される。しかし，ホームヘルパーが増加したとしても，質の悪い者が増加すれば，十分なサービスを提供す

ることができず，業界の信用を損なうことになるので，業界としては能力水準の高いホームヘルパーを確保す

ることにより，十分なサービスを提供する必要があるものと考えている。実際，ホームヘルパーでも実務能力

がある人が求められており，3級のホームヘルパーよりも，より実務能力のある1級，2級のホームヘルパーの

需要が高い。

（2） 優秀なホームヘルパーを確保していくためには，十分な給与が保障され，職業としての選択肢になるこ

とが必要である。なお，在宅介護サービスについては，料金の約7割を人件費が占めている。

（3） ホームヘルパーに対する給与保障に十分な水準を示すため，会員がホームヘルパーに支払う賃金に

ついて，団体で標準的な賃金を定めることは，独占禁止法上問題ないか。」

回答の要旨

「団体が，会員がホームヘルパーに支払う賃金についての標準額を定めることは，ホームヘルパーの賃金を

決めることにより，ほぼ在宅介護サービスの料金が決まるような状況にあるため，独占禁止法上問題とな

る。」

◎コメント：［結論妥当。］適用除外されるべき場合でない。他方で，ハードコアカルテルといえる場合にもあた

らない［か］。［非ハードコアカルテルだとしても］下限額の設定でなく目的・手段の整合性を欠く。品質確保の

観点からの必要性も十分には認められない。競争促進効果と競争制限効果を比較すると後者が前者を上回

る。 572018/1/14（改訂2018/1/22）



各論： ［発注者］役務提供を受ける者の行為
水平的合意（競争者間の取決め）

〇引抜き制限・防止協定
・適用法条 ２条６項／３条

一般指定１項１号／１９条（役務提供者が事業者性をもつ場合）

・買手間の取引先制限カルテルの一種

・原則違法

買手側の取引先制限協定については従来議論がない［のではないか］

・売手間については，取引先制限協定は競い合いを消滅させる行為であり

悪性が高いものと考えられている。

［論点］

①競争促進効果等をもつ場合があるのか：

・ノウハウ・投資保護には競業避止義務で十分，水平合意は不要では

・スポーツなど特殊な分野では必要なことがある（か？）
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各論： 役務提供を受ける者の行為
水平的合意（競争者間の取決め）

（つづき）引抜き制限・防止協定

［論点］

② 市場効果の分析方法
・市場画定・競争の実質的制限効果の判断方法は

対価にかかる協定と基本的に同様

・競争促進効果があればそれも考慮する

③ 競争の実質的制限が認められない場合

・一般指定１項１号（ただし規定上，被拒絶者たる役務

提供者は「事業者」である必要がある）

・競業避止義務と同時実施の場合につき後記参照
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各論： 役務提供を受ける者の行為
水平的合意（競争者間の取決め）

〇引抜き制限・防止協定等の実効性確保行為
［はじめに］

・実効性確保行為とは

逸脱した者又は協定非参加者に対する制裁等であり，

この者に対し取引を拒絶したり，この者が製造等した商品・役務等を

排除する行為等を含む。

・協定と一体として3条後段違反とすることも，実効性確保行為を別途違法とする

こともありうる

・適用法条は行為の態様及び効果次第

（2条5・6項／3条，2条9項1号イ，一般指定1項1号等／19条等）

・引抜き制限・防止協定が独禁法違反なら当然，実効性確保行為も違法

（むしろ，実効性確保行為は追加的に反競争効果を生じさせ，悪性がより高い

こともある）と考えられる

［論点］

・引抜きを行わないこと自体については協定／意思連絡（共同行為）は存在せず

慣行があるに過ぎない場合の評価
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〇引抜き制限・防止協定等の実効性確保行為（つづき）

［参考］松竹株式会社ほか５名に対する件（昭和38年3月20日不問決定）

「松竹株式会社，東宝株式会社，大映株式会社，東映株式会社，株式会社新東

宝および日活株式会社の６社（以下「６社」という。）は，」６社中５社は昭和２８年

９月に，日活株式会社は昭和３２年７月に，「５社以外の映画製作業者が５社と雇

傭または出演契約をした芸術家または技術家を出演させて製作した映画を５社

の系統上映館に配給しない旨の条項を含む協定を行った」。「この協定にもとづ

き，６社は，独立映画株式会社が東映株式会社と雇傭契約をしていた芸術家を

出演させて製作した映画を，同年７月下旬，６社の系統館に配給することを拒否

した。」「以上の事実によれば，６社は，それぞれ，６社以外の製作業者が６社と

契約している芸術家または技術家を使用して製作した映画を，不当に６社の系統

館に配給しないことにしているものであって，法第 19 条（一般指定の１［現法2条

9項1号イ］該当）に違反する疑いがあった。」（条項削除のため不問。）

◎コメント： 他の映画制作会社と雇用又は出演契約をした芸術家・技術者を出

演しない旨の引抜き防止の意思連絡があったことは明らか。映画配給にかかる

本件協定はその実効性確保手段といえる。独立映画会社制作映画の配給拒否

は非参加者を排除して実効性を強めるもの。
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各論： ［発注者］役務提供を受ける者の行為
水平的合意（競争者間の取決め）

〇役務提供者が有すべき資格基準等の共同設定及び実施

・適用法条 ２条６項・３条，８条１・３・４・５号

一般指定１項１号・１９条

（役務提供者が事業者性をもつ場合）

・買手間の取引先制限カルテルの一種

・原則違法［->異論がないのではないか］

・ ［類似例］原材料等，投入要素の規格，内容，

品質等にかかる自主基準の設定
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（続）資格基準の共同設定等

［論点］

①競争促進効果等をもつ場合があるのか
・提供を受ける者が個々に判断すればよく，水平合意は不要では

・品質保証に共同で取り組み，その上で必要となることもある（か）

・スポーツ分野では協議実施上，必要なことも多い（か）

② 市場効果の分析方法
・ハードコアカルテルとみることは通常は不適切（？）

・市場画定・競争制限効果の判断方法は，

対価協定の効果を詳細に検討する場合と同様

・競争促進効果があればそれも考慮する
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②続

判断方法は自主規制のそれと類似でよい（のではないか）

このような「基準設定の目的が，競争政策の観点から見て是認しうるもの
であり，かつ，基準の内容及び実施方法が右自主基準の設定目的を達
成するために合理的なものである」かどうかで判断（デジコン電子（株）に
よる損害賠償等請求事件東京地方裁所判決平成9年4月9日判時1629号
70頁）

事業者団体ガイドライン「自主規制」等に関して、その競争阻害性の有無
については、

(1) 競争手段を制限し需要者の利益を不当に害するものではないか

(2) 事業者間で不当に差別的なものではないかの判断基準に照らし、

(3) 社会公共的な目的等正当な目的に基づいて合理的に必要とされる
範囲内のものかの要素を勘案しつつ、判断される。
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（続）資格基準の共同設定等

③ 競争の実質的制限が認められない場合
・一般指定１項１号該当，８条３号以下の可能性あり

・８条４号「不当」について再考

（私見）公正な競争を阻害するおそれを意味し，これは

自由競争減殺の観点からのものに限定されない
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各論： 役務提供を受ける者の行為
役務提供者に対する拘束行為

〇競業避止義務の賦課

（職務専念義務， 「他の仕事を受けない」約束等を含む）

・適用法条

２条５項・３条前段

（一般的に）法２条９項５号ハ，一般指定１１項・１４項／１９条

（役務提供者に事業者性がある場合）

一般指定２項・１２項／１９条

＊不当に高額な対価を支払って役務を買い占める場合には一般指定7項も

・投資促進，ノウハウ保護等の競争促進効果をもつことがある； ただし―

― 範囲・期間等が過度に広範にわたることがありうる

― これらの理由が名目に過ぎないことがある
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各論： 役務提供者に対する拘束行為

（つづき）競業避止義務・はじめに

・競争制限・阻害効果
１－１）[自由競争減殺型] 人材をめぐる競争を抑圧回避し賃上げを抑制

（買手市場支配力）－競争避止義務だけではこのような効果は生じにくそう

しかし協調促進効果はある（か）

並行実施されたり，引抜き防止協定と一体として行われたりすると，

このような効果が生じるおそれは強くなると考えられる。

（＊並行実施された場合に自由競争減殺が生じやすくなることは以下も同様）

１－２）ライバルが人材という投入要素にアクセスすることを困難とすることで

当該ライバルを排除し，人材を用いて提供される商品・役務市場における

競争を実質的に制限又は自由競争を減殺

（２条５項，一般指定２項・１１項・１２項・１４項等）
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各論： 役務提供者に対する拘束行為

（つづき）競業避止義務・はじめに

・競争制限・阻害効果

２）競争上正当な理由なく職業選択の自由を制限するものであり，

競争手段として不公正あるという点で，人材にかかる役務取引が

公正競争阻害性をもつ （一般指定１４項）

３）取引上有利な地位を利用して，一方的に不利な取引条件を設定し，

取引主体の自由かつ自主的な判断により取引が行われるという

自由競争基盤を侵害し，人材にかかる役務取引が

公正競争阻害性をもつ （２条９項５号ロ）
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各論： 役務提供を受ける者の行為
役務提供者に対する拘束行為

（つづき）競業避止義務・はじめに

［論点］

・公正競争阻害性の意義について，

前スライド中，２）・３）のような法解釈・適用は可能か

＊視点：職業選択の自由と競争秩序の関係，

流動性が人為的に妨げられない人材市場と競争の関係

・投資・ノウハウ保護等の観点から合理的な制限はどこまでか

・「代償措置」は競争実質的制限・自由競争減殺については

関連性なし（でよいか）
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各論： 役務提供を受ける者の行為
複合型行為（拘束＋水平的合意）

〇役務提供者に対して競業避止義務を課した上で役務提供
を受ける側で引抜きを行わないことを取り決めている場合

・適用法条については引抜き防止及び競業避止義務の

スライドを参照

・考え方（競争への悪影響・競争促進効果等）も同様

ただし，競業避止義務の実効性が高まり，悪影響が

生じやすくなったり強くなったりすることに注意
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［参考事例 ］公取委相談事例（平成23年度）事例3

「プロ選手が参加するトーナメント戦等の競技会を開催する事業者による取引妨害」

（相談の要旨）

「（1） X社は，競技Aのプロ選手が参加するトーナメント戦等の競技会を開催する事業者である。

Y社及びZ社は，同じく競技Aのプロ選手が参加するトーナメント戦等の競技会を開催する事業者
であるが，X社とY社及びZ社では参加するプロ選手が異なる（以下X社，Y社及びZ社を「3社」とい
う。）。

現在，我が国で競技Aのプロ選手が参加する競技会を開催しているのは3社のみである。

（2） 3社は，それぞれ，自社のプロテストに合格し競技Aのプロ選手登録をした者（以下「登録プロ
選手」という。）が参加する競技会を開催している。

X社は，Y社及びZ社に比してより多くの登録プロ選手を有し，その中には人気及び実力のある者
も多い。X社は，登録プロ選手のうち自社の競技会への参加を希望する者に対し，参加料を徴収
した上で競技会に参加させているが，X社は，登録プロ選手を自らで育成しているものではなく，
登録プロ選手と雇用契約を締結し年俸等の給与を支払っているものでもない。

なお，現状，3社は，自社の登録プロ選手が競争業者の競技会に参加することについて特段制
限を課していない。

（3） 最近，3社以外の新規事業者が新たに競技Aのプロ選手が参加する競技会を開催するとの
噂が出てきた。そこで，X社は，自社の登録プロ選手に対し，X社の競争業者が開催する競技会に
は一切参加させないよう制限を課すことを検討している。

（4） X社によれば，上記制限の目的は，自社の登録プロ選手が競争業者が開催する競技会に参
加すると，観客が目当てのプロ選手を観戦することができないという事態が生じ，これにより観客
の期待を裏切ってしまうことを避けるためであるとのことである。」
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（つづき）

［検討の結果］

「（1） 本件は，市場における有力な事業者であるX社が，自社の登録プロ選手に対し，競
争業者が開催する競技会への参加を制限するものである。また，X社と登録プロ選手との

間に雇用契約と極めて類似した契約関係が存在するといった事情はなく，登録プロ選手の
事業者性を否定すべき理由はないと考えられる。 したがって，本件においては，X社から
の要請が，競争者に対する取引妨害（不公正な取引方法第14項，独占禁止法第19条）に
該当するか否かという観点で検討する。

（2） X社が，自社の登録プロ選手に対し，X社の競争業者が開催する競技会には一切参加
させないよう制限を課すことは ア X社の登録プロ選手が，競争業者が開催する競技会に

参加すると，観客が目当てのプロ選手を観戦することができないという事態が生じ，これに
より観客の期待を裏切ってしまうことを避けるためという制限の理由は，合理的とはいえず，
新規事業者の排除等不当な目的を有する疑いは否定できないこと

イ 事業者が自ら育成したプロ選手の活動について競争業者の開催する競技会への参加
を制限するような場合と異なり，本件制限に合理性が認められる余地があるとはいい難い
こと

ウ 新規事業者が競技会を成功させるには，人気及び実力のあるプロ選手に参加してもら
うことが不可欠であると考えられるところ，X社がこのような制限を課すことは新規事業者の
事業活動を困難にさせるおそれがあることから，独占禁止法上問題となるおそれがある。」

◎コメント 結論賛成，検討（１）プロ選手の事業者性に関する言及は不要では（?）。
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各論： 役務提供を受ける者の行為
契約締結過程での行為，その他一方的行為

〇契約条件を明らかにしない

・適用法条 ２条９項５号ハ（取引実施）／１９条

一般指定８項／１９条

・論点

①役務提供者は一般指定８項上の「顧客」か

②契約締結前でも２条９項５号ハは適用可能か

→ 可能（ただし状況による）？

cf東京高判平成26年12月19日審決集61集376頁

〇契約書を作成しない

・適用法条 ２条９項５号ハ／１９条
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各論： 役務提供を受ける者の行為
契約締結過程での行為，その他一方的行為

〇契約条件の中途での不利益変更

・適用法条 ２条９項５号ハ（取引実施）／１９条

・論点

―不利益変更がおよそ許されないとするのは

不適切（通常は合法（は，言い過ぎ？））

―公正競争阻害性の判断基準

１）予測可能な不利益を与えないか

２）内容が過度に不利益ではないか

［以下・追加］
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具体例への応用①
「スライド３」諸問題への回答・試論

Q「コンビニのオーナー店長が組合を組織して団体
行動を行うこと（例えば，ロイヤルティの率について
目標を設定してフランチャイズ本店と交渉を行った
上で，一定の額で妥結し労働協約（以下「協約」）を
締結すること）は，独禁法3条後段ないし8条1号に抵
触しないか」

A「オーナー店長が労組法上の労働者であり，ロイ
ヤルティ率が労働条件といえる限りは，労組法上の
保護がある適法な行為であり，独禁法の適用なし。
抵触しない。」
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具体例への応用②
「スライド３」諸問題への回答・試論

Q「一人親方」の保護は独禁法上，いかに行うか」

A「独禁法上の優越的地位濫用規制等を活用してよ
り活発に行うべき。行為・影響次第では，一般指定
14項等の適用もありうる。原則として独禁法上の事
業者であり，影響によっては，法2条9項1号，一般指
定2項，同12項等の適用もありうる。なお，実際に独
禁法上の保護を及ぼすためには，民事救済制度を
使いやすくすることも課題。［さらに，一人親方が労
組上の労働者であり，組合活動を行っても独禁法違
反にならないことを明らかにすることによっても，経
済的社会的地位の向上を図ることが可能。］」
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具体例への応用③
「スライド３」諸問題への回答・試論

Q「芸能事務所が所属芸能人との間で行う抑圧的内容の契
約には独禁法による保護は及ばないか」

A「及ぶ。第一に，優越的地位濫用による保護が考えられる。
転籍・移籍禁止は，競合芸能事務所と当該芸能人との間の
取引妨害するものであり一般指定14項に該当しうる。独立禁
止については，芸能人は特定の事務所により事業者性を失
うわけではないことを考慮すれば，潜在的事業者の事業活
動を拘束するものとして，影響次第では，一般指定12項等の
適用もありうる。なお，雇用契約において定められていても，
独禁法が適用される。ただし，投資促進・競争促進の観点か
ら，合理的な範囲で，公正競争阻害性がないと判断されるこ
とはありうるし，優越的地位濫用については代償措置が考慮
されうる。」
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具体例への応用④
「スライド３」諸問題への回答・試論

Q「研究機関が所属する研究者に対して兼職・独立を禁じる
ことは独禁法上も問題とならないのか」

A［問題③と同様］「なりうる。第一に，優越的地位濫用による
保護が考えられる。兼職禁止は，当該研究者を雇用しようと
する事業者と当該研究者との間の取引を妨害するものであ
り一般指定14項に該当しうる。独立禁止については，研究者
が特定の研究者に所属することにより事業者性を失うわけ
ではないことを考慮すれば，潜在的事業者の事業活動を拘
束するものとして，影響次第では，一般指定12項等の適用も
ありうる。なお，兼職・独立禁止条項が雇用契約上の定めで
あっても独禁法が適用される。その他，③に準する。」
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具体例への応用⑤ 発展問題

Q「研究機関が，［a］特定の研究者に対して独立を禁じた上
で，［b］他の研究機関との間で当該拘束に反して独立しよう
とする者から役務提供を受けないことを取り決めることは，
独禁法違反となるか」

A「なりうる。兼職・独立制限（上記a）については前記④のと
おり。さらに，上記ｂについては，一般指定1項1号に該当し
19条違反にも違反しうるし，競争の実質的制限効果をもてば
3条にも違反しうる（2条5項・2条6項）。なお，独立禁止につい
ては雇用契約中で規定されていても，独禁法上の判断に影
響はない。また，行為ｂについては，競争促進効果があると
考え難い（ノウハウ保護・投資促進等による競争促進効果の
ためには研究機関・研究者間での契約等で十分であり，研
究機関間の共同行為が必要とは考えられない。）。
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具体例への応用⑥ 発展問題

Q「上記⑥の事例で，研究機関が独立する研究者について，
事実と異なる悪評を流布する等の行為は，独禁法上，いか
に評価されるか」

A「一般指定14項に該当し19条に反する（能率競争侵害）。影
響が顕著であれば，自由競争減殺があるとも考え得る。さら
に，排除と一定の取引分野における競争を実質的に制限す
る効果を生じさせれば，3条にも反する（2条5項違反）。なお，
このような行為については，競争促進効果はなく，能率競争
に反しないといえる理由はなく，独禁法の目的（1条）上も正
当と評価されない。」

□
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東京経済法研究会 

2018 年 1 月研究会資料 
 

1 
 

別紙１ 

 

◎労働法上の「労働者」概念について（下線筆者） 

(1) 労働組合法上の労働者に関する最高裁判例 

①新国立劇場運営財団事件 判平成２３年４月１２日民集６５巻３号９４３頁（オペ

ラ合唱団員） 

「出演基本契約は，年間を通して多数のオペラ公演を主催する被上告財団が，試聴会

の審査の結果一定水準以上の歌唱技能を有すると認めた者を，原則として年間シーズ

ンの全ての公演に出演することが可能である契約メンバーとして確保することによ

り，上記各公演を円滑かつ確実に遂行することを目的として締結されていたものであ

るといえるから，契約メンバーは，上記各公演の実施に不可欠な歌唱労働力として被

上告財団の組織に組み入れられていたものというべきである。また，契約メンバー

は，出演基本契約を締結する際，被上告財団から，全ての個別公演に出演するために

可能な限りの調整をすることを要望されており，出演基本契約書には，被上告財団は

契約メンバーに対し被上告財団の主催するオペラ公演に出演することを依頼し，契約

メンバーはこれを承諾すること，契約メンバーは個別公演に出演し，必要な稽古等に

参加し，その他個別公演に伴う業務で被上告財団と合意するものを行うことが記載さ

れ，出演基本契約書の別紙「出演公演一覧」には，年間シーズンの公演名，公演時

期，上演回数及び当該契約メンバーの出演の有無等が記載されていたことなどに照ら

せば，出演基本契約書の条項に個別公演出演契約の締結を義務付ける旨を明示する規

定がなく，契約メンバーが個別公演への出演を辞退したことを理由に被上告財団から

再契約において不利な取扱いを受けたり制裁を課されたりしたことがなかったとして

も，そのことから直ちに，契約メンバーが何らの理由もなく全く自由に公演を辞退す

ることができたものということはできず，むしろ，契約メンバーが個別公演への出演

を辞退した例は，出産，育児や他の公演への出演等を理由とする僅少なものにとどま

っていたことにも鑑みると，各当事者の認識や契約の実際の運用においては，契約メ

ンバーは，基本的に被上告財団からの個別公演出演の申込みに応ずべき関係にあった

ものとみるのが相当である。しかも，契約メンバーと被上告財団との間で締結されて

いた出演基本契約の内容は，被上告財団により一方的に決定され，契約メンバーがい

かなる態様で歌唱の労務を提供するかについても，専ら被上告財団が，年間シーズン

の公演の件数，演目，各公演の日程及び上演回数，これに要する稽古の日程，その演

目の合唱団の構成等を一方的に決定していたのであり，これらの事項につき，契約メ

ンバーの側に交渉の余地があったということはできない。そして，契約メンバーは，

このようにして被上告財団により決定された公演日程等に従い、各個別公演及びその

稽古につき，被上告財団の指定する日時，場所において，その指定する演目に応じて

歌唱の労務を提供していたのであり，歌唱技能の提供の方法や提供すべき歌唱の内容

については被上告財団の選定する合唱指揮者等の指揮を受け，稽古への参加状況につ

いては被上告財団の監督を受けていたというのであるから，契約メンバーは，被上告

財団の指揮監督の下において歌唱の労務を提供していたものというべきである。な
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お，公演や稽古の日時，場所等は，上記のとおり専ら被上告財団が一方的に決定して

おり，契約メンバーであるＡが公演への出演や稽古への参加のため新国立劇場に行っ

た日数は，平成１４年８月から同１５年７月までのシーズンにおいて約２３０日であ

ったというのであるから，契約メンバーは時間的にも場所的にも一定の拘束を受けて

いたものということができる。さらに，契約メンバーは，被上告財団の指示に従って

公演及び稽古に参加し歌唱の労務を提供した場合に，出演基本契約書の別紙「報酬等

一覧」に掲げる単価及び計算方法に基づいて算定された報酬の支払を受けていたので

あり，予定された時間を超えて稽古に参加した場合には超過時間により区分された超

過稽古手当も支払われており，Ａに支払われていた報酬（上記手当を含む。）の金額

の合計は年間約３００万円であったというのであるから，その報酬は，歌唱の労務の

提供それ自体の対価であるとみるのが相当である。 

 以上の諸事情を総合考慮すれば，契約メンバーであるＡは，被上告財団との関係に

おいて労働組合法上の労働者に当たると解するのが相当である。」  

 

②INAX メンテナンス事件 判平成２３年４月１２日民集２３６号３２７頁 

「被上告人の従業員のうち，被上告人の主たる事業であるＣの住宅設備機器に係る修

理補修業務を現実に行う可能性がある者はごく一部であって，被上告人は，主として

約５９０名いるＣＥをライセンス制度やランキング制度の下で管理し，全国の担当地

域に配置を割り振って日常的な修理補修等の業務に対応させていたものである上，各

ＣＥと調整しつつその業務日及び休日を指定し，日曜日及び祝日についても各ＣＥが

交替で業務を担当するよう要請していたというのであるから，ＣＥは，被上告人の上

記事業の遂行に不可欠な労働力として，その恒常的な確保のために被上告人の組織に

組み入れられていたものとみるのが相当である。また，ＣＥと被上告人との間の業務

委託契約の内容は，被上告人の定めた「業務委託に関する覚書」によって規律されて

おり，個別の修理補修等の依頼内容をＣＥの側で変更する余地がなかったことも明ら

かであるから，被上告人がＣＥとの間の契約内容を一方的に決定していたものという

べきである。さらに，ＣＥの報酬は，ＣＥが被上告人による個別の業務委託に応じて

修理補修等を行った場合に，被上告人が商品や修理内容に従ってあらかじめ決定した

顧客等に対する請求金額に，当該ＣＥにつき被上告人が決定した級ごとに定められた

一定率を乗じ，これに時間外手当等に相当する金額を加算する方法で支払われていた

のであるから，労務の提供の対価としての性質を有するものということができる。加

えて，被上告人から修理補修等の依頼を受けた場合，ＣＥは業務を直ちに遂行するも

のとされ，原則的な依頼方法である修理依頼データの送信を受けた場合にＣＥが承諾

拒否通知を行う割合は１％弱であったというのであって，業務委託契約の存続期間は

１年間で被上告人に異議があれば更新されないものとされていたこと，各ＣＥの報酬

額は当該ＣＥにつき被上告人が毎年決定する級によって差が生じており，その担当地

域も被上告人が決定していたこと等にも照らすと，たといＣＥが承諾拒否を理由に債

務不履行責任を追及されることがなかったとしても，各当事者の認識や契約の実際の

運用においては，ＣＥは，基本的に被上告人による個別の修理補修等の依頼に応ずべ

き関係にあったものとみるのが相当である。しかも，ＣＥは，被上告人が指定した担
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当地域内において，被上告人からの依頼に係る顧客先で修理補修等の業務を行うもの

であり，原則として業務日の午前８時半から午後７時までは被上告人から発注連絡を

受けることになっていた上，顧客先に赴いて上記の業務を行う際，Ｃの子会社による

作業であることを示すため，被上告人の制服を着用し，その名刺を携行しており，業

務終了時には業務内容等に関する所定の様式のサービス報告書を被上告人に送付する

ものとされていたほか，Ｃのブランドイメージを損ねないよう，全国的な技術水準の

確保のため，修理補修等の作業手順や被上告人への報告方法に加え，ＣＥとしての心

構えや役割，接客態度等までが記載された各種のマニュアルの配布を受け，これに基

づく業務の遂行を求められていたというのであるから，ＣＥは，被上告人の指定する

業務遂行方法に従い，その指揮監督の下に労務の提供を行っており，かつ，その業務

について場所的にも時間的にも一定の拘束を受けていたものということができる。 

 なお，原審は，ＣＥは独自に営業活動を行って収益を上げることも認められていた

ともいうが，前記事実関係等によれば，平均的なＣＥにとって独自の営業活動を行う

時間的余裕は乏しかったものと推認される上，記録によっても，ＣＥが自ら営業主体

となって修理補修を行っていた例はほとんど存在していなかったことがうかがわれる

のであって，そのような例外的な事象を重視することは相当とはいえない。 

 以上の諸事情を総合考慮すれば，ＣＥは，被上告人との関係において労働組合法上

の労働者に当たると解するのが相当である。」 

 

③ビクターサービスエンジニアリング事件 判平成２４年２月２１日民集６６巻３号

９５５頁 

「前記事実関係等によれば，Ｃ製品に係る出張修理業務のうち被上告人の従業員によ

って行われる部分は一部であって，被上告人は，自ら選抜し，約３か月間の被上告人

が実施する研修を了した個人代行店に出張修理業務のうち多くの割合の業務を担当さ

せている上，個人代行店が担当する各営業日ごとの出張修理業務については，被上告

人が１日当たりの受注可能件数を原則８件と定め，各個人代行店とその営業日及び業

務担当地域ごとの業務量を調整して割り振っているというのであるから，個人代行店

は，被上告人の上記事業の遂行に必要な労働力として，基本的にその恒常的な確保の

ために被上告人の組織に組み入れられているものとみることができる。加えて，本件

契約の内容は，被上告人の作成した統一書式に基づく業務委託に関する契約書及び覚

書によって画一的に定められており，業務の内容やその条件等について個人代行店の

側で個別に交渉する余地がないことは明らかであるから，被上告人が個人代行店との

間の契約内容を一方的に決定しているものといえる。さらに，個人代行店に支払われ

る委託料は，原則として被上告人が定めた修理工料等に一定割合を乗じて算定される

など，形式的には出来高払に類する方式が採られているものの，個人代行店は１日当

たり通常５件ないし８件の出張修理業務を行い，その 終の顧客訪問時間は午後６時

ないし７時頃になることが多いというのであるから，このような実際の業務遂行の状

況に鑑みると，修理工料等が修理する機器や修理内容に応じて著しく異なることから

これを専ら仕事完成に対する対価とみざるを得ないといった事情が特段うかがわれな

い本件においては，実質的には労務の提供の対価としての性質を有するものとして支
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払われているとみるのがより実態に即しているものといえる。また，個人代行店は，

特別な事情のない限り被上告人によって割り振られた出張修理業務を全て受注すべき

ものとされている上，本件契約の存続期間は１年間で被上告人から申出があれば更新

されないものとされていること等にも照らすと，個人代行店があらかじめその営業

日，業務時間及び受注可能件数を提示し，被上告人がこれに合わせて顧客から受注し

た出張修理業務を発注していることを考慮しても，各当事者の認識や本件契約の実際

の運用においては，個人代行店は，なお基本的に被上告人による個別の出張修理業務

の依頼に応ずべき関係にあるものとみるのが相当である。しかも，個人代行店は，原

則として営業日には毎朝業務開始前に被上告人のサービスセンターに出向いて顧客訪

問予定日時等の記載された出張訪問カードを受け取り，被上告人の指定した業務担当

地域に所在する顧客宅に順次赴き，Ｃ作成のサービスマニュアルに従って所定の出張

修理業務を行うのであり，その際には，被上告人の親会社であるＣのロゴマーク入り

の制服及び名札を着用した上，被上告人の社名が印刷された名刺を携行し，毎夕の業

務終了後も原則としてサービスセンターに戻り，伝票処理や当日の修理進捗状況等の

入力作業を行っているというのであるから，上記のような通常の業務に費やされる時

間及びその態様をも考慮すれば，個人代行店は，基本的に，被上告人の指定する業務

遂行方法に従い，その指揮監督の下に労務の提供を行っており，かつ，その業務につ

いて場所的にも時間的にも相応の拘束を受けているものということができる（このこ

とは，サービスセンターとのやり取りをファックス等を通じた通信により行っている

一部の個人代行店についても同様である。）。」 

「上記・・・の諸事情に鑑みると，本件における出張修理業務を行う個人代行店につ

いては，他社製品の修理業務の受注割合，修理業務における従業員の関与の態様，法

人等代行店の業務やその契約内容との等質性などにおいて，なお独立の事業者として

の実態を備えていると認めるべき特段の事情がない限り，労働組合法上の労働者とし

ての性質を肯定すべきものと解するのが相当であり，上記個人代行店について上記特

段の事情があるか否かが問題となる。しかしながら，Ｃ製品以外の製品の修理業務を

行う個人代行店が２店存在する一方で，その業務の内容や割合等は明らかではなく，

また，個人代行店はその従業員を修理業務に従事させることが禁止されていないもの

の，その従業員の有無及びその従業員が行っている業務の内容が日常的に補助的業務

の範囲を超えているか否か等は明らかではなく，さらに，被上告人は法人等代行店と

も業務委託契約を締結しているところ，法人等代行店の業務の実態やその契約の内容

等の詳細は明らかではない。このように，前記事実関係等のみからは，個人代行店が

自らの独立した経営判断に基づいてその業務内容を差配して収益管理を行う機会が実

態として確保されているか否かは必ずしも明らかであるとはいえず，出張修理業務を

行う個人代行店が独立の事業者としての実態を備えていると認めるべき特段の事情の

有無を判断する上で必要な上記の諸点についての審理が十分に尽くされていないもの

といわざるを得ない。なお，個人代行店は，出張業務に際して自ら保有する自動車を

用い，その諸費用を自ら負担しているが，一方で高価で特殊な計測機器等については

被上告人から無償で貸与されているなどの事実にも鑑みれば，それだけでは上記のよ

うな機会が確保されていると認めるには足りないというべきである。また，個人代行

店が被上告人から支払われる委託料から源泉徴収や社会保険料等の控除を受けておら

ず，自ら確定申告を行っている点についても，実態に即して客観的に決せられるべき
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労働組合法上の労働者としての性質がそのような事情によって直ちに左右されるもの

とはいえない。」 

「以上によれば，前記・・・の諸事情があるにもかかわらず，出張修理業務を行う個

人代行店が独立の事業者としての実態を備えていると認めるべき特段の事情の有無を

判断する上で必要な上記の諸点について十分に審理を尽くすことなく，上記個人代行

店は被上告人との関係において労働組合法上の労働者に当たらないとした原審の判断

には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。」 

 

[参考] 

厚生労働省「労使関係法研究会報告書」（平成 23 年 7 月 25 日，座長・荒木尚志教

授） 

「基本的判断要素 

 ①事業組織への組み入れ 

 ②契約内容の一方的・定型的決定 

 ③報酬の労務対価性」 

 

「補充的判断要素 

 ④業務の依頼に応ずべき関係 

 ⑤広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束」 

 

「消極的判断要素 

 ⑥顕著な事業者性」 

 

（⑥「顕著な事業者性」について） 

「そもそも自己の労働力を提供していない者、あるいは恒常的に自己の才覚で利得す

る機会を有し自らリスクを引き受けて事業を行う者等の事業者性が顕著である者は、

相手方の事業組織から独立してその労働力を自らのために用いているということがで

き、契約内容等について実際に交渉することが可能であり、報酬についても相手方に

労働力を提供したことによる対価とはいえないことなどから団体交渉による保護の必

要性が高くはないと解される。したがって、顕著な事業者性が認められる場合は、総

合判断において、労働者性を消極的に解し得る判断要素として勘案される。」 

 

 



東京経済法研究会 

2018 年 1 月研究会資料 
 

6 
 

「この判断要素は、４に記載したとおり、事業者性が顕著に認められる場合には労働

者性の評価につき消極的に作用し得る判断要素である。なお、裁判例においては、労

働基準法上の労働者性の判断にあたって、業務に用いる機材の所有の有無を重視する

ものも見られるが、INAX メンテナンス事件 高裁判所判決からは、業務委託契約上、

各種機器、使用車両、工具等は原則として労務供給者が自己調達するとされていたと

しても、それらの事情を労働者性を否定する方向では重視しないという意図が窺え

る。また、労働委員会決定等においても、実態として労務供給者が補助材料を負担

し、作業に必要な工具類、機械類を所有していたとしても、労働者性を肯定し、ま

た、労務供給者が使用車両を複数台保有して他人を雇用していたとしても、労働者性

を肯定している事例がみられる（東京ヘップサンダル工組合資格再審査事件、思川砂

利事件）。 

 

過去の労働委員会命令や裁判例をみると、以下のような事情から、顕著な事業者性が

認められる場合には、判断要素の総合判断の結果として、労働者性が消極的に解され

得るものと考える。 

 

○自己の才覚で利得する機会 

・ 契約上だけでなく実態上も、独自に営業活動を行うことが可能である等、自己の判

断で損益を変動させる余地が広範にある。 

 

○業務における損益の負担 

・ 相手方から受託している業務で想定外の利益や損失が発生した場合に、相手方では

なく労務供給者自身に帰属する（ただし、相手方が一方的に決定した契約により、労

務供給者が一方的に損失を被るような場合は、事業者性が顕著であると評価される訳

ではない。）。 

 

○他人労働力の利用可能性 

・ 労務供給者が他人を使用している。 

・ 契約上だけでなく実態上も相手方から受託した業務を他人に代行させることに制約

がない。 

 

○他人労働力の利用の実態 

・ 現実に、相手方から受託した業務を他人に代行させる者が存在する。 
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○他の主たる事業の有無 

・ 相手方から受託する事業以外に主たる事業を行っている。 

 

○機材、材料の負担 

・ 労務供給者が、一定規模の設備、資金等を保有している。 

・ 業務に必要な機材の費用、交通費、保険料、修理代などの経費を、実態として労務

供給者が負担している（ただし、相手方が一方的に決定した契約により労務供給者側

による機材等の経費の負担が求められている場合は、事業者性が顕著であると評価さ

れる訳ではない。）。」 

 

 

（２）個別的労働関係法上の「労働者」概念について 

〇労働基準法 

  労基 9 条「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払

われる者をいう。」 

（「賃金」の意義につき同 11 条 「この法律で賃金とは、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。」） 

 

〔判例〕 

（一人親方，労働者性否定） 

藤沢労基署長事件・ 判平成１９年６月２８日判決 

「（１）上告人は，作業場を持たずに１人で工務店の大工仕事に従事するという形態

で稼働していた大工であり，株式会社Ａ（以下「Ａ」という。）等の受注したマンシ

ョンの建築工事についてＢ株式会社（以下「Ｂ」という。）が請け負っていた内装工

事に従事していた際に負傷するという災害（以下「本件災害」という。）に遭った。 

（２）上告人は，Ｂからの求めに応じて上記工事に従事していたものであるが，仕事

の内容について，仕上がりの画一性，均質性が求められることから，Ｂから寸法，仕

様等につきある程度細かな指示を受けていたものの，具体的な工法や作業手順の指定

を受けることはなく，自分の判断で工法や作業手順を選択することができた。 

（３）上告人は，作業の安全確保や近隣住民に対する騒音，振動等への配慮から所定

の作業時間に従って作業することを求められていたものの，事前にＢの現場監督に連
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絡すれば，工期に遅れない限り，仕事を休んだり，所定の時刻より後に作業を開始し

たり所定の時刻前に作業を切り上げたりすることも自由であった。 

（４）上告人は，当時，Ｂ以外の仕事をしていなかったが，これは，Ｂが，上告人を

引きとどめておくために，優先的に実入りの良い仕事を回し，仕事がとぎれないよう

にするなど配慮し，上告人自身も，Ｂの下で長期にわたり仕事をすることを希望し

て，内容に多少不満があってもその仕事を受けるようにしていたことによるものであ

って，Ｂは，上告人に対し，他の工務店等の仕事をすることを禁じていたわけではな

かった。また，上告人がＢの仕事を始めてから本件災害までに，約８か月しか経過し

ていなかった。 

（５）Ｂと上告人との報酬の取決めは，完全な出来高払の方式が中心とされ，日当を

支払う方式は，出来高払の方式による仕事がないときに数日単位の仕事をするような

場合に用いられていた。前記工事における出来高払の方式による報酬について，上告

人ら内装大工はＢから提示された報酬の単価につき協議し，その額に同意した者が工

事に従事することとなっていた。上告人は，いずれの方式の場合も，請求書によって

報酬の請求をしていた。上告人の報酬は，Ｂの従業員の給与よりも相当高額であっ

た。 

（６）上告人は，一般的に必要な大工道具一式を自ら所有し，これらを現場に持ち込

んで使用しており，上告人がＢの所有する工具を借りて使用していたのは，当該工事

においてのみ使用する特殊な工具が必要な場合に限られていた。 

（７）上告人は，Ｂの就業規則及びそれに基づく年次有給休暇や退職金制度の適用を

受けず，また，上告人は，国民健康保険組合の被保険者となっており，Ｂを事業主と

する労働保険や社会保険の被保険者となっておらず，さらに，Ｂは，上告人の報酬に

ついて給与所得に係る給与等として所得税の源泉徴収をする取扱いをしていなかっ

た。 

（８）上告人は，Ｂの依頼により，職長会議に出席してその決定事項や連絡事項を他

の大工に伝達するなどの職長の業務を行い，職長手当の支払を別途受けることとされ

ていたが，上記業務は，Ｂの現場監督が不在の場合の代理として，Ｂから上告人ら大

工に対する指示を取り次いで調整を行うことを主な内容とするものであり，大工仲間

の取りまとめ役や未熟な大工への指導を行うという役割を期待して上告人に依頼され

たものであった。 

２ 以上によれば，上告人は，前記工事に従事するに当たり，Ａはもとより，Ｂの指

揮監督の下に労務を提供していたものと評価することはできず、Ｂから上告人に支払

われた報酬は，仕事の完成に対して支払われたものであって，労務の提供の対価とし

て支払われたものとみることは困難であり，上告人の自己使用の道具の持込み使用状

況，Ｂに対する専属性の程度等に照らしても，上告人は労働基準法上の労働者に該当

せず，労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。上告

人が職長の業務を行い，職長手当の支払を別途受けることとされていたことその他所

論の指摘する事実を考慮しても，上記の判断が左右されるものではない。」 
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（庸車運送業務従事者，労働者性否定） 

横浜南労基署長事件・ 判平８・１１・２８ 

「上告人は、自己の所有するトラックを旭紙業株式会社の横浜工場に持ち込み、同社

の運送係の指示に従い、同社の製品の運送業務に従事していた者であるが、（１）同

社の上告人に対する業務の遂行に関する指示は、原則として、運送物品、運送先及び

納入時刻に限られ、運転経路、出発時刻、運転方法等には及ばず、また、一回の運送

業務を終えて次の運送業務の指示があるまでは、運送以外の別の仕事が指示されると

いうことはなかった、（２）勤務時間については、同社の一般の従業員のように始業

時刻及び終業時刻が定められていたわけではなく、当日の運送業務を終えた後は、翌

日の 初の運送業務の指示を受け、その荷積みを終えたならば帰宅することができ、

翌日は出社することなく、直接 初の運送先に対する運送業務を行うこととされてい

た、（３）報酬は、トラックの積載可能量と運送距離によって定まる運賃表により出

来高が支払われていた、（４）上告人の所有するトラックの購入代金はもとより、ガ

ソリン代、修理費、運送の際の高速道路料金等も、すべて上告人が負担していた、

（５）上告人に対する報酬の支払に当たっては、所得税の源泉徴収並びに社会保険及

び雇用保険の保険料の控除はされておらず、上告人は、右報酬を事業所得として確定

申告をしたというのである。 

 右事実関係の下においては、上告人は、業務用機材であるトラックを所有し、自己

の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上、旭紙業は、運送という業

務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外

には、上告人の業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、時間

的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、上告人

が旭紙業の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざ

るを得ない。そして、報酬の支払方法、公租公課の負担等についてみても、上告人が

労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。そうであれ

ば、上告人は、専属的に旭紙業の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指

示を拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻及び終業時刻は、右運送係の指示

内容のいかんによって事実上決定されることになること、右運賃表に定められた運賃

は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも一割五分低い額とされていたこ

となど原審が適法に確定したその余の事実関係を考慮しても、上告人は、労働基準法

上の労働者ということはできず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないも

のというべきである。この点に関する原審の判断は、その結論において是認すること

ができる。」 

 

その他 

磐田労基署長事件・東京高判平成１９年１１月７日（ヤマハのモーターサイクル・ラ

イダー（レース等に参加）労働者否定） 
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〔報告書等〕 

昭和 60 年（1985 年）労働基準法研究会報告書 

①仕事の依頼，業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無 

②業務遂行上の指揮監督の有無 

③勤務場所，勤務時間に関する拘束性の有無 

④労務提供の代償性の有無 

⑤報酬の労働対償性 

（補強的要素）⑥事業者性の有無（機械・器具の負担関係，報酬の額，業務遂行上の

損害に対する責任） 

（補強的要素）⑦専属性の程度 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xgbw‐att/2r9852000000xgi8.pdf 

  

（参考） 個別的労働関係法・集団的労働法「労働者」概念の関係について 

ビクターサービスエンジニアリング事件（差戻控訴審）東高判平成２５年１月２３日 

判決「労働基準法は同法所定の労働者の労働条件についての基準を定めるものである

が，その他の労働者が同法の定める基準を参照して自己の労働条件の改善交渉を求め

ることを何ら妨げるものではない。団体交渉において労働者が自己の労働条件に関す

る改善を求めることは，団体交渉権が認められた趣旨から当然のことである。したが

って，労働基準法上の労働者に該当しない労働者であっても，労働組合法上の労働者

として組合員の労働条件その他の待遇や当該団体的労使関係の運営に関する事項であ

って，使用者に処分可能なものに関して団体交渉を求めることができ，その際労働基

準法の定める基準を参照して待遇改善を求めることは何ら違法不当なものではなく，

使用者はそのような団体交渉に応じる義務がある」。 

 

 

〇その他 

労働契約法 

 NHK 地域スタッフ・否定・大阪高判平成２８年７月２９日 

 （放送受信契約の締結や放送受信料の集金等を業務内容とする有期委託契約） 
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別紙２ 

 

◎「労働組合の行為は，典型的な事業者間の価格カルテルと同じ」は本当か 

＊図式的な分かりやすい説明として行われてきたものであり，また米国の歴史や「カ

ルテル」概念の曖昧さから出てきた説明に過ぎないのであって，実態をみれば労働組

合及びその活動と，典型的な事業者間のカルテルとでは実態が相当に異なるのでは。 

 

  事業者による価格カルテル（典

型的な事例） 

労働組合の活動の一環

として例えば賃金が協

約により決定される場

合 

カルテル／協約締結の

主体 

事業者（法人）  労働組合と使用者 

主体を構成する者（売

手側―組合については

労務提供側） 

―  労働組合のメンバーは

個人（自然人） 

売手間（供給者側）結

託・共同行為の存在を

取引の相手方側は知っ

ているか 

買手に対しては明らかにされな

い 
 

買手（使用者側）も当

然知っている 

売手・買手間の団体交

渉 

（注：組合の場合には

労務提供者と労務提供

を受ける側の間の交

渉） 

なし  あり 

売手・買手間がそれぞ

れ把握している経営，

労働条件をめぐる情報

等の相互開示 

なし  あり 

交渉・協議・意見交換

等の内容 

―（そもそも団体間交渉がな

い。） 

賃金を主とする場合で

あっても他の事項につ

いて広く行うことが多

い。例えば，組合から

当初賃上げの要求を行

ったが，経営状況等も

考慮しつつ使用者側と

交渉を行う結果とし

て，当初要求と異なる

内容―例えば労働時間

短縮―で合意成立，協
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約締結につながること

もある。 

交渉によりいずれかが

立場・方針等を変える

可能性 

―（同上。カルテルの存在を明

らかにしないまま，実はカルテ

ルに属して行う値上げについて

カルテル・メンバーが取引先と

交渉する過程で，取引先が値上

げ提案をのんだりのまなかった

りすることがり，またそれを受

けてカルテルとして対応を変え

ることがあるという程度であ

る。消費材にかかるカルテルで

あれば，一方的にカルテル実施

側が値段を上げるのであり，カ

ルテルメンバーについても「交

渉」は観念しにくい。） 

あり 

目的  競争を回避して利潤を増やす又

は維持する，倒産を回避する等 

労働者の地位向上，労

働条件の 

法的条件  一切ない  労組法上の保護が及ぶ

のは労組法２条に規定

される労働組合（下

記） 

 

参考 

労働組合法 

第二条  この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的

地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に

該当するものは、この限りでない。 

一  役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係

についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組

合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表

する者の参加を許すもの 

二  団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し、労働者が労働時間

中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるもので

はなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に

用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び 小限の広さの事務所の供与を除くものとする。 

三  共済事業その他福利事業のみを目的とするもの 

四  主として政治運動又は社会運動を目的とするもの 

 

以上 

 



労働法 独禁法

明示的な規定

自由競争基

盤侵害 能率競争侵害

就業規則作成義務違反 労契法 ― 〇

就業規則作成・変更上の手続

違反 労契法 ― 〇

採用・不採用の決定 ― ― ―

内定取消し 労契法 〇 〇

解雇 労契法 〇 ―

試用後本採用拒否 労契法 〇 〇

労働条件明示義務違反 労契法 ― 〇

配置転換 ［権利濫用法理］ 〇 ―

出向の命令 ［権利濫用法理］ 〇 ―

転籍 民法625条1項 〇 ―

昇進・降格上の不利益扱い ― 〇 ―

休職処分 ［判例］ 〇 ―

懲戒処分（特に解雇） 判例・労契法 〇 ―

賃金の設定 労基法・最賃法 〇 ―

賃金の支払方法（通貨払原則

等） 労基法 ― ―

退職金の設定 ［判例］ 〇 ―

休業手当 労基法 〇 ―

出来高払等請負制で使用する

場合 労基法 〇 ―

労働時間上限規制 労基法 ― ―

休日の付与・割増賃金 労基法 〇 ―

時間外労働 労基法 〇 ―

変形労働時間制 労基法 ― ―

労働時間計算方法 労基法 〇 〇

有給休暇付与（有給） 労基法 ― ―

差別禁止（同一労働同一賃金

） 労基法 ― ―

労働安全衛生法制 労働安全衛生法等 ― ―

労働者の辞職禁止・制限等 民法627条1項ほか 〇 〇

　強制労働禁止 憲法・労基法 〇 〇

　賠償予定禁止 労基法 〇 〇

定年制 高年齢者雇用安定法 ― ―

欺まん的「取引」誘引 労契法・労基法 ―

〇（一般指定14

項）同8項も？

不当な利益による誘引 ― ―

〇（一般指定14

項）同9項も？

物理的取引妨害 ― ― 〇

強迫による取引妨害 ― ― 〇

労働法・独禁法　規律する事項の比較



威圧による取引妨害 ― ― 〇

詐欺的行為による取引妨害 △［射程限定］ ― 〇

競業避止義務（過度に広範） △ 〇 〇

秘密保持義務（過度に広範） △ 〇 〇

購入要請 ［権利濫用か］ 〇 ―

不当な金銭提供要請 ［権利濫用か］ 〇 ―

不当な役務提供要請 労基法等 〇 ―

受領拒否 ― 〇 ―

返品 ― 〇 ―

支払遅延 労基法 〇 ―

減額 労基法 〇 ―

やり直し ― 〇 ―

対価の一方的決定 労契法 〇 ―

＊コメント：労基・労働契約法等と独禁法とでは規律事項がかなり

　共通しており，労基・労働契約法等を適用すれば保護できる場合も

　多そうではあるものの，労働者性が明らかでない役務提供者等，

　独禁法による保護（救済）（の可能性）を開いておくべき問題群は

　存在している。


