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“Labour is not a commodity.”*

• 蓄積不可能、陳腐化

• 情報不完全

• 長期の不完備契約

• 流動性・弾力性

• 初期状態（家庭環境、教育等）

• 労働が生活においてもつ意味

• 尊厳をもって扱われるべきこと

＊「労働市場」、「労働者」等の言葉について

*国際労働機関（International Labour Organisation (ILO)）, Declaration of 
Philadelphia (1944) I(a).









補論：クラウドワーカー・ギグワーカー
「働き方改革」の歴史的意義

•自営型就労者（self-employed worker、自営業者）

•フリーランス、アスリート、フランチャイジー…

•デジタル経済下の労働強化、プラットフォーム経済

•事業者・労働者の境界の曖昧化

•古くて新しい現象

cf. 近代前の労働力供給・雇用*

* Victoria Daskalova, Shae McCrystal and Masako Wakui "Labour protection for non-employees: how the gig economy 
revives old problems and challenges existing solutions" in Jeroen Meijerink, Giedo Jansen and Victoria Daskalova (eds) 
Platform Economy Puzzles: A Multidisciplinary Perspective on Gig Work (Edward Elgar, forthcoming) 



労働分野における独禁法

•使用者の市場支配力形成

•労働条件はいかに決まるか（労働組合はカルテルか？）

•雇入れ市場における自由で公正な競争の確保：企業結合規制

•使用者による単独行為（搾取、妨害、不公正な競争手段等）

•労働者、賃金等の操作による￥ライバル排除行為の可能性
（＊分野横断型値上げによる労働集約型ライバルの排除？ 日本ではこのような行為が行われることは

考えにくいし、行うとしたら最賃法によるので独禁法上の問題にはならない。）



使用者間のカルテル

•賃金カルテル

•引抜き防止協定

•賃金抑制を目的とする数量制限

⇒ 原則違法（２条６項・３条後段、８条１号違反）



「…大阪毛斯倫東洋毛斯倫の二社は相当在庫品を持越して其処分に窮して居るが下落の影響は独り会社側
に打撃を与えたのみでなく名古屋方面の毛斯倫組合に関する四千台の手機業者は何れも昨年より本年一二
月頃の高価な、原料を持って此の暴落に遭い非常な打撃を蒙ったので之れが市価維持の必要上今回右組合
は操業短縮賃銀引下を断行する事を決議したが其内容は

一、従来昼夜共継続したるものは昼間のみに止め夜間の操業を廃止する事
一、昼間のみの操業者は三割の生産を減する事
一、賃金は全部一様に二割引下ぐる事... 」

出典：神戸大学経済経営研究所新聞記事文庫毛織物業(03-037)東京朝日新聞 1923.7.27 (大正12)「毛斯綸暴
落 操短賃金下げ」



神戸大学経済経営研究所新聞記事文庫社会政
策(3-150)大阪朝日新聞 1920.10.28 (大正9)「惨澹
たる燐寸界解雇者一千三百人首の繋がってる
職工も賃銀の減額で散々の体たらく」

「… 既報の如く神戸の燐寸界は今
や不況時代のドン底に落ち込もうと
して、当業者は茲許青息吐息の境に
フラついて居る、去る十四日安全燐
寸同業組合は協議の揚句此際工賃二
割下げ操業短縮を一斉に実施しよう
と云うことに決定し、東洋燐寸を始
め個人経営の工場に至るまで休業す
るもの頻出し職工は何れも解雇の憂
目に逢着した其数は実に千三百余人
の多きに上る解雇職工の受けた涙金
は大抵が最高日給の十日分最低は二
日分という所もある…」



「全国毛斯綸会社は二十八日当市三越呉服店楼上に於て第三回連合会を開き東京毛斯綸会社の提出に係る職工争奪禁止案を
協議し左の案件を議決せり
一、各会社は徳議を守り他会社の工女を争奪せざるものとす
二、他会社在籍工女にして入社後発見したるものある時は其の旨在籍会社（以下甲会社と称す）へ通知し其の承認を得たる
後入社せしむるものとす此の場合雇入会社（以下乙会社と称す）に於ては本人に対する貸金其の他の費用は即時振替支弁
する事但し甲の承認を得る能わざる時は本人に対する貸金は全部乙会社の損失に帰するものとす
三、甲会社に於て在籍工女が乙会社に入社したる事を発見したる時は甲会社は乙会社に之が取戻を請求する事を得乙会社は
之を拒むことを得ず此の場合第二項但書を適用する」

（出典：神戸大学経済経営研究所新聞記事文庫労働(1-056)大阪朝日新聞 1913.10.29 (大正2)「工女争奪禁止会議」）



神戸大学経済経営研究所新聞記事文庫労
働(12-031)大阪毎日新聞 1937.6.10-1937.6.16 
(昭和12)熟練工飢饉

あの手この手の熟練工引き抜き戦業を煮して軍部
人員統制実施
「..こうして抜きつ抜かれつしているのでは仕事の
能率が非常に阻害されるから、工場主の間に引抜き
防止の紳士協約が何回となく結ばれた。協調会の労
務管理研究会や大阪工業会が乗り出したこともある
し、大阪の有力鉄工所が組織している二水会や、造
船業者間で締結されたものである。依願解雇を申出
た熟練工は、三ヶ月以内は何処でも絶対に使わぬ、
六ヶ月以内のものは前に勤めていた工場の承諾がな
ければ採用しないという申合せである。東京の同業
者間でも幾つかの紳士協約はあるが、それが厳守さ
れないことは映画スターの引抜きが止まないのと同
様である。あまりのひどさに、最近はついに陸海軍
当局が黙っていなくなった。
... とても民間の紳士協約くらいではおさまらぬと見
た海軍省艦政本部監督部では、まず暫定的に東京監
督管内に職工争奪防止規約を施行し、その結果がう
まくゆけば全国的にこうの規約を広げ、やがては海
軍中央部から省令として発布して、海軍関係各工場
の人員統制を行うことにしている。陸軍の方でも同
様の計画を進めている。



神戸大学経済経営研究所新聞記
事文庫軍事(国防)(45-143)大阪毎
日新聞 1938.12.12 (昭和13)国民
登録制と雇入制限

「… 現時の如く軍需工業を
初め殷賑産業が互に職工の
争奪戦を演じているのは産
業界に幾多の弊害を与え生
産力の拡充に多大の妨害と
なっている。政府はこの点
に鑑み、さきに当業者間に
職工争奪防止の紳士協定を
締結せしめたが、完全な効
果を見るに至らぬ。従って
今回従業員争奪防止のため
雇入制限令を実施すること
とした…」



春闘・団体交渉と独禁法（使用者側）

•日本国憲法は、使用者の結社の自由については特段の規定なし

•労働組合法：使用者団体制度と実際

•各種経営者団体

•春闘とは何か、何を行っているのか



参考）使用者団体及びその連合体
1948年の結社の自由及び団結権保護条約（第87号）

（ILO条約 1948/07/09、日本批准1965年6月14日）

第2条「労働者及び使用者は、事前の許可を受けることなしに、自ら選択する団体を設立
し、及びその団体の規約に従うことのみを条件としてこれに加入する権利をいかなる差別
もなしに有する。」

…

第5条「労働者団体及び使用者団体は、連合及び総連合を設立し並びにこれらに加入する
権利を有し、また、これらの団体、連合又は総連合は、国際的な労働者団体及び使用者団
体に加入する権利を有する。」

労働組合法第6条

「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用
者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。」等



2019年4月18日
機関紙連合通信社



企業結合と買手市場支配力形成

•企業結合と雇用：問題の再定義

•「一定の取引分野」に労働市場を含め、買手市場支配力を形
成、維持、強化する蓋然性を生じさせる企業結合を禁止

•問題解消措置としての雇用維持

•競争促進効果と市場を超えたトレードオフの問題

•労働市場における買手市場支配力形成等の効果をいかに判定す
るか



労働市場における買手市場支配力の判定
（市場画定と閾値）

• 役務購入範囲の画定

― 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

ー 考慮要因：企業特殊的なものを含むスキル・訓練、情報の非対
称性、バイアス

― 労働者側の競争圧力としての労働組合（？、次スライド）

• 地理的範囲の画定

• 閾値ないし目安について



【参考文献】

Suresh Naidu, Eric Posner & E. Glen Weyl, Antitrust Remedies for Labor Market Power, 132 Harv. L. Rev. 536 (2018)(small but 
significant and non-transitory decrease in wages (SSNDW) test).

Pascale Déchamps, Ambroise Descamps, Francesca Arduini, Célia Baye and Lola Damstra, Labour markets: a blind spot for 
merger control? 18(4) Comp. L.J. 190 (2019).

Herbert J. Hovenkamp & Ioana E. Marinescu, Anticompetitive Mergers in Labor Markets, 94 Ind. L.J. 1031 (2019).

〇全般

Marshall Steinbaum, Antitrust, the Gig Economy, and Labor Market Power, 82 Law and Contemporary Problems 45-64 (2019).

Hiba Hafiz, Labor's Antitrust Paradox, 87 U. Chi. L. Rev. 381 (2019).

Russell Pittman, A Proposed Pro-Labor Step for Antitrust (9 Feb 2021) <https://www.competitionpolicyinternational.com/a-
proposed-pro-labor-step-for-antitrust/>.

Eric A. Posner, How Antitrust Failed Workers (OUP August 2021).

◎その他

European Commission, Summary Report on the open public consultation on the Digital Services Act Package (15 December 
2020)(Addressing challenges around the situation of self-employed individuals offering services through online 
platforms)[module V of its Digital Services Act consultation].

OECD, Competition issues in labour markets (February 2020)<https://www.oecd.org/daf/competition/competition-concerns-
in-labour-markets.htm>.



補論: 労働組合の市場支配力を論じる意義

• 使用者側の買手市場支配力に対する競争圧力としての労働組合？

• 「労働組合はカルテル」か？

• 労働問題を考える上で労働組合を理解することは必須

（労使関係は多様、外国文献を読むうえで。）

• 零細事業者が結成する組合等類似組織の独禁法上の評価

• フリーランス・労働者間の連帯の必要性

（労働者性を欠く者と組合を構成した場合の労働組合法・独禁法上の評価は？

【参考】労働組合法第２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。」）

（詳細）和久井"A Collective Agreement is Not Inherently Anticompetitive in Japan: Trade Unions, Self-Employed Workers and the Antimonopoly 
Act"(Researchmap掲載） /「自営的就労者の組織化と独禁法――労働組合の活動の分析からの示唆」齊藤真紀ら編『企業と法をめぐる現代的
課題川浜昇先生・前田雅弘先生・洲崎博史先生・北村雅史先生還暦記念』



補論: 労働組合はカルテルか
• 「労働組合はカルテル」の誤り：

一般的に不適切だが日本では特に的を得ない議論

• 労働組合は市場における労働供給量を決定しない、どころか、組合
員の労働供給量の決定もしない。

（例外：炭鉱における賃金闘争時の大規模デモ等。

実施するならストライキという形式をとることになる。）

＊要するに、労働条件を左右することができるとしても、その方法は、労
働供給量を減らして価格を上げる―これにより死重損失を生み出す―、とい
う方法によるのでない。



補論: 労働組合とストライキ
• 労働組合は望む賃金等労働条件の実現を使用者側に提示して、団体
交渉を行い、交渉が決裂すればストライキ等の争議行動を行う。

• ストライキに対する民事免責：通常であれば行うことができない取
引妨害行為を適法に行うことが可能。

• 労働組合の影響力を左右するのは、ストライキにより使用者に打撃
を与えることができる程度。

• ストライキの結果を左右する要因：組織率（基本的には各企業レベ
ル）、組合の財政状況、使用者が直面する競争の状況、使用者側の
報復行為と救済、労使間の情報共有の程度等。

＊民主的手続きによるため組合員のやる気に左右される。

〇「ストライキは、競争法上の共同ボイコットと類似」も見当違い。



補論: 日本における労働組合

•企業別組合 cf. 職能別、産別組合（欧州型）

•排他的代表制度 cf. 米国

日本では寧ろ組合間差別が禁じられている。

使用者は団体交渉に等しく応じる義務がある。

•労働協約の効力の拡張（労組法17条）使われていない。

•ユニオンショップ協定と実態

（「尻抜けユニオン」、連帯意欲をもたない組合員）

•ストライキ忌避傾向



補論: 日本における労働組合

•労組組織率・財政の状況

•いわゆる非正規労働者（パートタイム、派遣労働者のインパク
ト）、加えてクラウド・ギグワーカー、「雇用によらない働き
方」による打撃

•いわゆる「ユニオン」（地域合同労組）の可能性と限界

•不当労働行為に対する救済制度について

•日本的雇用関係：職務の定義なし、人事考課・査定制度

•長期雇用慣行、使用者の利益と給与等のリンケージ

＊労働者間・組合間の競争が活発に維持されるシステム



独立行政法人労働政策研究・研修機構「早わかり グラ
フでみる長期労働統計」Ⅶ労使関係図2-1労働争議
<https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g07
02_01.html>

図2-1-1 労働争議件数の推移 1946年～2019年年間



独立行政法人労働政策研究・研修機構「早わかり グラ
フでみる長期労働統計」Ⅶ労使関係図2-1労働争議
<https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0
702_01.html>

図2-1-2 労働争議参加人員数の推移 1946年～2019年 年間



補論: 日本の労働組合は何をしているのか

• 団体交渉

• 政治活動、ロビー活動

• 個別的労使関係の適正化における役割

• 労使間情報共有のシステム

＊「自由vs 連帯・交渉力強化」ジレンマ

団結しない自由、誰と連帯するのかを選ぶ自由、

個別に交渉して労働条件を決定する自由

□協同組合制度との比較（法制、共同販売等事業）



補論: 公労使三者構成原則（Tripartite constituents）

ILO「1976年の三者の間の協議（国際労働基準）条約（第144号）」
（日本批准2002年）

第２条第１項「この条約を批准する国際労働機関の各加盟国は、第五
条１に規定する国際労働機関の活動に関する事項について、政府、使
用者及び労働者の代表者の間で効果的な協議が行われることを確保す
る手続を運用することを約束する。」（ILO設立当初から存在）

厚労省「労働現場のルールは、現場を熟知した当事者である労使が参
加して決めることが重要となります。国際労働機関（ＩＬＯ）の諸条
約においても、雇用政策について、労使同数参加の審議会を通じて政
策決定を行うべき旨が規定されるなど、数多くの分野で、公労使三者
構成の原則をとるように規定されています。」



使用者の単独行為

•賃金、労働時間等、労働条件を不当に低い水準に設定

•解雇・雇止め

•安全配慮義務違反

•労働条件不提示・不透明、契約違反

•各種ハラスメント

•副業禁止

•退職後の競業避止義務

•成果物利用制限、秘密保持義務等

•内部告発等に対する報復



[参考] 公正取引委員会競争政策研究センター（CPRC）
人材と競争政策に関する検討会報告書（2018年2月15日）

• 秘密保持義務及び競業避止義務

• 専属義務

• 役務提供に伴う成果物の利用等の制限

• 役務提供者に対して実態より優れた取引条件を提示し，自らと取引するようにすること

• その他発注者の収益の確保・向上を目的とする行為その他発注者の収益の確保・向上を目的とする行為

（代金の支払遅延代金の支払遅延，代金の減額要請及び成果物の受領拒否，代金の減額要請及び成果物の受領拒否、

著しく低い対価での取引要請著しく低い対価での取引要請、

成果物に係る権利等の成果物に係る権利等の一方的取扱い一方的取扱い）

（望ましくない行為）

・役務提供者にとって秘密保持義務・競業避止義務の対象範囲が不明確であること

・役務提供者への発注を全て口頭で行うこと役務提供者への発注を全て口頭で行うこと

・対価等の取引条件について他の役務提供者への非開示を求めること

・人材獲得市場において取引条件を曖昧な形で提示すること人材



[参考] 内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省（2020年12月24日公表）
「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（案）」

「３独占禁止法（優越的地位の濫用）・下請法上問題となる行為類型

（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）役務の成果物に係る権利の一方的な取扱い

（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

（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」



[参考] 内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省（2020年12月24日公表）
「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（案）」
（以下、「フリーランス・ガイドライン案」）

第３フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項

１フリーランスとの取引に係る優越的地位の濫用規制についての基本的な考え方

「どのような場合に公正な競争を阻害するおそれがあると認められるのかについては、問題となる不

利益の程度、行為の広がり等を考慮して、個別の事案ごとに判断することになる。例えば、①発注事

業者が多数のフリーランスに対して組織的に不利益を与える場合、②特定のフリーランスに対してし

か不利益を与えていないときであっても、その不利益の程度が強い、又はその行為を放置すれば他に

波及するおそれがある場合には、公正な競争を阻害するおそれがあると認められやすい。」



FR: Code de commerce Article L442-1

… de rompre brutalement, même partiellement, une relation 
commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte 
notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux 
usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

（Google 機械翻訳：… to terminate suddenly, even partially, an 
established commercial relationship, in the absence of a written 
notice which takes into account in particular the duration of the 
commercial relationship, with reference to commercial practices or 
inter-professional agreements.）



労働にかかる法と制度のグランドデザイン
日本国憲法

前文… 平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会に
おいて、名誉ある地位を占めたい…

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利につい
ては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

③ 児童は、これを酷使してはならない。

第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。



[参考] 公取委CPRC・人材検報告書から

「そもそも独占禁止法立法時に前記のとおり労働者の労働は「事業」に含まれないとの解釈
が採られたのは使用者に対して弱い立場にある労働者保護のため憲法の規定に基づき労働
組合法労働基準法を始めとする各種の労働法制が制定されたことを踏まえたものであった。

この意義自体は現在も変わらないことからすれば独占禁止法立法時に「労働者」として主
に想定されていたと考えられる伝統的な労働者，典型的には「労働基準法上の労働者」は
独占禁止法上の事業者には当たらずそのような労働者による行為は現在においても独占禁
止法の問題とはならないと考えられる。

加えて労働法制により規律されている分野については行為主体が使用者であるか労働
者・労働者団体であるかにかかわらず原則として独占禁止法上の問題とはならないと解す
ることが適当と考えられる。例えば労働組合と使用者の間の集団的労働関係における労働組
合法に基づく労働組合の行為がこのような場合に当たる。使用者の行為についても同様で
あり労働組合法に基づく労働組合の行為に対する同法に基づく集団的労働関係法上の使
用者の行為も原則として独占禁止法上の問題とはならないと解される。また労働基準法
労働契約法等により規律される労働者と使用者の間の個別的労働関係における労働者下記囲
み部分参照）に対する使用者の行為（就業規則の作成を含む。）も同様である。ただし
これらの制度の趣旨を逸脱する場合等の例外的な場合には独占禁止法の適用が考えられ
る。」（改行・強調筆者）



[参考] 内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省（2020年12月24日公表）
「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（案）」から

「…現行法上「雇用」に該当する場合には、労働関係法令が適用される。この場合において、独占
禁止法や下請法上問題となり得る事業者の行為が、労働関係法令で禁止又は義務とされ、あるいは
適法なものとして認められている行為類型に該当する場合には、当該労働関係法令が適用され、当
該行為については、独占禁止法や下請法上問題としない。」

☆本問題について詳細は岡田直己「競争法と労働法の適用関係における調整原則 : 趣旨逸脱説にお
ける例外性判断をめぐる問題を中心に」青山法学論集62(1)巻59-92頁（2020）



労働にかかる法と制度のグランドデザイン
〇労働条件決定システム

― 団体／個人（いかなる団体か）

― 規制／自治

― 法令／基準／協約／契約

ー 司法・規制機関の役割

＊解雇規制の意義

〇労使関係

〇公労使三者構成原則との関係

〇働き方

〇社会

〇（他方で／同時に）独禁法の執行システムをどうするか。



Collective Bargaining in OECD and accession countries: 
Industrial disputes
<www.oecd.org/employment/collective-
bargaining.htm>



「労働組合は必要か「必要」が5割半、「不要」の1割を大きく
上回る」

日本労働組合総連合会（連合)「日本の社会と労働組合に関する調査2017」<https://www.jtuc-
rengo.or.jp/info/chousa/data/20170831.pdf>



小林利行「低下する日本人の政治的・社会的活動意欲とその背景」
<https://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/pdf/20150101_5.pdf>

「したことない」率
請願書に署名 50%
社会・政治的活動のための寄付・募金 70%
…
デモに参加 89%
政治家や公務員に意見表明 90%
マスコミに意見表明 93%



OECD<https://data.oecd.org/healthstat/suicide-rates.htm>



「... ケインズは1930年の講演で、「100年後には、人々の労働時間は週15時間になるだろう」と語っている。」

「... ダボス会議では「正義」や「平等」は語られるが、誰も「税金逃れ」の問題を指摘しない。... そんなブレグ
マンは、ベーシックインカム論者としても知られている。オンラインメディア「De Correspondent」での連載を
まとめた著書『隷属なき道 AIとの競争に勝つベーシックインカムと一日三時間労働』*では、1日3時間労働の未
来がやってくる、と書いている。」
TEXT BY KOTARO OKADA (WIRED) https://wired.jp/2019/03/06/our-future-is-wellbeing-2-videos/
* <https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163906577>

https://wired.jp/2019/03/06/our-future-is-wellbeing-2-videos/


公取委/規制当局への期待

イラストは「イラストAC」から



線引き問題①
〇労働者の定義

（労働組合法）

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、 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

⑥顕著な事業者性

◎ 特に「顕著な事業者性」について、「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」かを考慮
（最判平成24年2月21日(ビクターサービスエンジニアリング事件）民集66巻3号955頁）

[ポイント：従業員がいれば当然に顕著な事業者性があり労働者にあたらない、とされるわ
けではない、が・・・]



線引き問題②

〇労働者の定義:  （続き）労働契約法・労働基準法、安全衛生法等で異なる

〇「フリーランス」の定義―フリーランス・ガイドライン案

定義：実店舗がなく、雇人もいない自営業主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

「実店舗」については、専用の事務所・店舗を設けず、自宅の一部で小規
模に事業を行う場合は「実店舗」に区分しないこととし、共有型のオープ
ンスペースであるコワーキングスペースやネット上の店舗も実店舗としな
い。耕地や漁船を有して、耕作や漁業をする農林漁業従事者は「フリーラ
ンス」とはしない。「雇人なし」については、従業員を雇わず自分だけで
又は自分と同居の親族だけで個人経営の事業を営んでいる者とする。



労働にかかる法と制度のグランドデザイン (1)

1. 人的・経済的従属関係とそれが作り出す諸課題の総合的把握

＊同時に独禁法分野での従属関係概念の整理、たとえば、

大規模小売業者と納入業者

（「資本金が３億円以下と低かった」令和元年10月2日エディオン審決、審査官の主張から）

vs（次スライド）

2. 労働関係事項における個人と団体／自治・自由と規制

『規制が支える自己決定』（西谷、2004）、

「規制と連帯がささえる個人と自由」

3.  労働条件決定システムの再構築、公労使三者構成原則の再生:

より包括的な社会的対話と社会的パートナーシップへ



コンビニユニオン、ウーバーイーツユニオン、ヤマ英語講師ユニオン、日本写真ユニ
オン<https://www.ubereatsunion.org/>;<https://txbiz.tv-
tokyo.co.jp/nms/news/post_193336/>；
<https://news.livedoor.com/article/image_detail/18352310/?img_id=25312854>;<http://pro
-photo-union.jp/works.html>



労働にかかる法と制度のグランドデザイン (2)
〇独禁法１条「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」

〇労働条件・政策の集団的決定プロセスへの独禁法不介入原則：競争・市場メカニズムを
機能させるべき場はどこなのか、独禁法の適用が法１条の目的実現に資するのか

〇「公正且つ自由な競争」（競争的な市場構造）と労働者

＊事業者間のカルテル、企業結合規制、排除行為規制の重要性

※団体交渉適用除外制度について McCrystal, Shae・和久井「オーストラリア競争法における団体交
渉適用免除制度－小規模事業者による団体交渉にかかる認可・届出を中心に」公取委CPRCディスカッ
ションペーパー（CPDP74-J) <https://www.jftc.go.jp/cprc/discussionpapers/r1/index.html>



労働にかかる法と制度のグランドデザイン (3)

〇どの機関が何を規制するか

― 労働分野でも公的介入は不可欠。

しかし、公的執行だけでは、やりきれない。

―労働分野には法実現の担い手としての組合が存在

― 労働関係事項の専門性、あっせん・調停型解決

〇独占禁止法執行・競争政策立案上の公取委の役割の見直し

〇特に優越的地位濫用規制について: 他分野・他国からの示唆(?)



労働分野における
法執行システム

• 労働審判制度

• 労働委員会

（都道府県・中央）

裁判所・労働審判手続
<https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/sy
urui_minzi/roudousinpan/index.html>

☆抑止効果については…

□ □


