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 司法試験 労働法 平成18年 第２問 
問題文 

  以下の事案を読んで，Ｘ労組がＹ社に対してとり得る法的手段について論じなさ
い。 

  Ｚ社は，Ｙ社が製造する製品を梱包する仕事を同社から請け負い，自社が雇用す
る２０名の社員をＹ社の工場において就労させている。Ｙ社の工場は老朽化が進ん
でおり，特に梱包作業を行う場所は換気が十分でなく，また，賃金もＹ社の正社員
と比べると格段に安かったため，Ｙ社の工場で働くＺ社の社員はかねてから不満を
持っていた。そのため，Ｙ社で働くＺ社の社員であるＡが，Ｘ労働組合（以下「Ｘ
労組」という。）の役員であるＢに相談したところ，Ｘ労組に加入すれば，Ｘ労組
として改善に取り組むことが可能だとＢが述べたため，ＡはＸ労組に加入するとと
もに，他の社員にも加入を働きかけた。この結果，Ｙ社の工場で働くＺ社の社員の
うち，チームリーダーを除く１９名がＸ労組に加入することとなった。なお，Ｘ労
組は，近隣の様々な企業で働く労働者によって組織された労働組合である。 

  Ｘ労組がＺ社に対し，Ｙ社の工場における換気の改善と賃金引上げを求めて団体
交渉を申し入れたところ，Ｚ社はこれに応じ，換気の改善をＹ社に申し入れること
を約束した。また，賃金引上げについても，Ｙ社からの請負代金が増額されなけれ
ば実現が難しいので，Ｙ社に対し請負代金の増額を求めると回答した。これに基づ
き，Ｚ社はＹ社に対し，換気の改善と請負代金の増額を求めたが，Ｙ社はこれを承
諾せず，かえって，これ以上文句があるのであれば，Ｚ社との請負契約の解除も考
えると述べた。Ｚ社は，Ｙ社から融資を受けていることもあり，これ以上求めるの
は無理と判断し，Ｘ労組に対してその事情を説明した。Ｘ労組はＺ社と交渉しても
成果を得られないと判断し，今度は，Ｙ社に対して換気の改善と請負代金の増額を
求めて団体交渉を申し入れた。これに対し，Ｙ社は，Ｘ労組と交渉する義務はない
として団体交渉を拒否したが，Ｙ社で労務を担当する総務課長Ｃは，問題が大きく
なりはしないかと心配した。そこで，ＣはＡに対し，Ｚ社の社員がＸ労組を脱退し
なければ，Ｚ社との請負契約は解除されるだろうと述べた。なお，Ｘ労組は労働組
合法第２条の要件を満たしている。 
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解説 

第１ X 労組が Y 社に対してとり得る法的手段 

X 労組は，行政救済として，労働委員会に対し，①団交拒否（労組法 7 条 2 号）及び②支

配介入（労組法 7 条 3 号）を理由とし，団交応諾命令及びポスト・ノーティス命令を求めて，

不当労働行為救済申立て（労組法 27 条 1 項）を行うことが考えられる。 

また，司法救済として，①団交拒否について，団交を求め得る地位の確認請求及び団交を

求め得る地位を仮に定める仮処分（民事保全法 23 条 2 項）並びに不法行為に基づく損害賠

償請求（民法 709 条），②支配介入について，不法行為に基づく損害賠償請求を行うことが

考えられる。 

 

第２ 不当労働行為の成否 

X 労組の申立て及び請求が認められるためには，Y 社につき団交拒否及び支配介入の不当

労働行為が成立する必要があるため，それぞれ検討する。 

 

１ 団交拒否 

⑴ 使用者性 

 まず，X 労組に加入した A ら 19 名は，Z 社に雇用された労働者である。にもかかわらず，

直接の雇用主でない Y 社が「使用者」（労組法 7 条 2 号）といえるか。 

この点，朝日放送事件（ 判平 7.2.28【百選 4】）は，「労働組合法 7 条…が団結権の侵

害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除，是正して正常な労使関係を回復するこ

とを目的としていることにかんがみると，雇用主以外の事業主であっても，雇用主から労

働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ，その労働者の基本的な労働条件等について，

雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配，決定することができ

る地位にある場合には，その限りにおいて，右事業主は同条の『使用者』に当たるものと

解するのが相当である。」と判示している。 

したがって，本件でも，朝日放送事件の判示に照らして，Y 社が A らの基本的な労働条

件等について，Z 社と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配，決定す

ることができる地位にあるといえるか否かを判断する必要がある。 

 

⑵ 義務的団交事項 

 Y 社が「使用者」といえると解した場合，次の点が問題となる。すなわち，X 労組は，Y

社に対して工場の換気の改善と請負代金の増額を求めて団体交渉を申し入れているところ，

Y 社は X 労組と交渉する義務はないという理由のみで団体交渉を拒んでいる。かかる Y 社

の団交拒否は「正当な理由がなく」（労組法 7 条 2 号）といえるか。 

この点，「正当な理由がなく」といえるためには，少なくとも労働組合が交渉を申し入れ

た事項が義務的団交事項に当たる必要がある。ここで，労組法が「労働者が使用者との交

渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること」

等を目的としていること（同法 1 条 1 項）に鑑みれば，義務的団交事項とは，①労働条件



司法試験 労働法 平成 18 年 第２問 解説 

 

 17 

その他労働者の待遇に関する事項，又は労使関係の運営に関する事項であって，②使用者

に処分権限があるものをいうと考えるべきである。 

したがって，本件でも，工場の換気の改善と請負代金の増額が①労働条件その他労働者

の待遇に関する事項，又は労使関係の運営に関する事項であって，②使用者に処分権限が

あるものにあたるか否かを判断する必要がある。 

 

２ 支配介入 

⑴ 言論の自由と支配介入の成否 

まず，C は，A に対し，Z 社の社員が X 労組を脱退しなければ Z 社との請負契約は解除

されるだろうと述べている。かかる発言は「支配…介入」（労組法 7 条 3 号）に該当するか。

C の「言論…の自由」（憲法 21 条）との関係で問題となる。 

この点，プリマハム事件（東京地判昭 51.5.21，東京高判昭 56.9.28【百選 103】， 判昭

57.9.10）は，「およそ使用者だからといって憲法 21 条に掲げる言論の自由が否定されるい

われがないことはもちろんであるが，憲法 28 条の団結権を侵害してはならないという制約

をうけることを免れず，使用者の言論が組合の結成，運営に対する支配介入にわたる場合

は不当労働行為として禁止の対象となると解すべきである。これを具体的にいえば，組合

に対する使用者の言論が不当労働行為に該当するかどうかは，言論の内容，発表の手段，

方法，発表の時期，発表者の地位，身分，言論発表の与える影響などを総合して判断し，

当該言論が組合員に対し威嚇的効果を与え，組合の組織，運営に影響を及ぼすような場合

は支配介入となるというべきである」と述べている。 

したがって，本件でも，プリマハム事件の判示に照らして，C の発言が X 労組の組合員

に対し威嚇的効果を与え，組合の組織，運営に影響を及ぼすか否かを検討する必要がある。 

 

⑵ 使用者への帰責 

C の発言が「支配…介入」に該当すると解した場合，次に，C は，Y 社で労務を担当す

る総務課長に過ぎないことから，そのような C の行為が「使用者」の「行為」（労組法 7 条

柱書）といえるかが問題となる。 

この点，JR 東海事件（ 判平 18.12.8）は，「労働組合法 2 条 1 号所定の使用者の利益代

表者に近接する職制上の地位にある者が使用者の意を体して労働組合に対する支配介入を

行った場合には，使用者との間で具体的な意思の連絡がなくとも，当該支配介入をもって

使用者の不当労働行為と評価することができるものである。」と述べている。 

したがって，本件でも，JR 東海事件の判示に照らして，C が利益代表者に近接する職制

上の地位にあるか否か，及び C が使用者の意を体して労働組合に対する支配介入を行った

か否かを検討する必要がある。 

 

第３ 結論 

①団交拒否及び②支配介入の不当労働行為の双方又は一方が成立すると解した場合，当該

不当労働行為を理由とする不当労働行為救済申立ては認められる。 

また，①団交拒否が成立すると解した場合，団交を求め得る地位の確認請求及び団交を求

め得る地位を仮に定める仮処分も認められる。憲法 28 条，労組法 7 条 2 号，労組法 6 条等
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から，私法上も，使用者が団交に応ずべき地位にあることは認められるからである（なお，

国鉄事件（ 判平 3.4.23【百選 110】）は，何ら理由を示すことなく，「X 組合から Y 社に対

し…団体交渉を求め得る地位にあることの確認を求める本件訴えが，確認の利益を欠くもの

とはいえず，適法である」と述べている。）。また，Y 社の団交拒否という「故意又は過失に

よって」団体交渉権という X 労組の「権利又は法律上保護される利益を侵害した」といえる

ので，不法行為に基づく損害賠償請求も認められる。なお，団交義務履行請求や団交応諾仮

処分は認められない。憲法 28 条はかかる請求を認めるには抽象的過ぎるし，労組法 7 条 2

号は公法上の義務を課すのみだからである。 

さらに，②支配介入が成立すると解した場合，Y 社の支配介入という「故意又は過失によ

って」団結権という X 労組の「権利又は法律上保護される利益を侵害した」といえるので，

不法行為に基づく損害賠償請求が認められる。なお，団結権に基づく妨害排除・妨害予防請

求及び妨害排除・妨害予防仮処分（民事保全法 23 条 1 項）は認められない。憲法 28 条はか

かる請求を認めるには抽象的過ぎるし，労組法 7 条 3 号は公法上の義務を課すのみだからで

ある。 

 

以上 
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解答例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

第１ Ｘ労組がＹ社に対してとり得る法的手段 
  Ｘ労組は，行政救済として，労働委員会に対し，①団体交渉拒否（労
組法７条２号）及び②支配介入（労組法７条３号）を理由とし，団交応
諾命令及びポスト・ノーティス命令を求めてする不当労働行為救済申立
て（労組法２７条１項）を行うことが考えられる。 

  また，司法救済として，①団体交渉拒否について，団体交渉を求め得
る地位の確認請求及び団体交渉を求め得る地位を仮に定める仮処分（民
事保全法２３条２項）並びに不法行為に基づく損害賠償請求（民法７０
９条），②支配介入について，不法行為に基づく損害賠償請求を行うこ
とが考えられる。 

第２ 不当労働行為の成否 
  Ｘ労組の申立て及び請求が認められるためには，Ｙ社につき団体交渉
拒否及び支配介入の不当労働行為が成立する必要があるため，それぞれ
検討する。 

１ 団体交渉拒否 
 ⑴ まず，Ｘ労組に加入したＡら１９名は，Ｚ社に雇用された労働者で

ある。にもかかわらず，直接の雇用主でないＹ社が「使用者」（労組
法７条２号）といえるか。 

   この点，労組法の趣旨は，労働者の経済的地位の向上のため，団体
交渉を促進する点にある。とすれば，労組法上の「使用者」を労働契
約の当事者に限定する必要はない。具体的には，労働者の基本的な労
働条件・待遇等について，雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に
現実的かつ具体的に支配，決定することができる地位にある者は，労

組法上の「使用者」にあたると解すべきである。 
   これを本件についてみると，Ｘ労組は工場の換気の改善と請負代金

の増額を求めて団体交渉を申し入れている。このうち，工場の換気に
ついては，職場環境という労働者の基本的な待遇に関連するものであ
るところ，工場はＹ社が自社で営むものであるから，その改善はＹ社
に依存しているということができる。また，請負代金の増額について
は，請負代金の増額とＡらの賃金の引上げとは連動性を有するため
（このことは，賃金引上げについては，Ｙ社からの請負代金が増額さ
れなければ実現が難しい旨のＺ社の発言から明らかである。），賃金と
いう労働者の基本的な労働条件に関連するものであるところ，Ｙ社が
請負代金の増額を提案すれば，利益になるＺ社はこれを当然に応諾す
ると考えられるので，請負代金の増額についても，Ｙ社に依存してい
るということができる。 

   すなわち，工場の換気の改善と請負代金の増額のいずれについて
も，Ｙ社はＡらの基本的な労働条件・待遇について，Ｚ社と部分的と
はいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配，決定することがで
きる地位にある者といえる。 

   したがって，Ｙ社は「使用者」といえる。 
 ⑵ 次に，Ｘ労組は，Ｙ社に対して工場の換気の改善と請負代金の増額

を求めて団体交渉を申し入れているところ，Ｙ社はＸ労組と交渉する
義務はないという理由のみで団体交渉を拒んでいる。かかるＹ社の団
体交渉拒否は「正当な理由がなく」（労組法７条２号）といえるか。 

   この点，「正当な理由がなく」といえるためには，少なくとも労働

 

２ 

１ 
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表の手段，方法，発表の時期，発表者の地位，身分，言論発表の与え
る影響などを総合して判断し，当該言論が組合員に対し威嚇的効果を
与え，組合の組織，運営に現実に影響を及ぼした場合，又は一般的に
影響を及ぼすような可能性のある場合は「支配…介入」となるという
べきである。 

   これを本件についてみると，Ｃの言論の内容は，Ｚ社の社員がＸ労
組を脱退しなければ，Ｚ社との請負契約は解除されるだろうというも
のであるところ，Ｙ社及びＺ社間の請負契約に基づきＹ社で就労して
いるＡにとって，請負契約が解除されれば就労場所を失うことを意味
する。また，発表の手段，方法としても，ＣとＡが一対一の場で面と
向かって発言している。これらに鑑みると，Ｃの発言はＡに大きな衝
撃を与えたものと考えられる。また，発表の時期としても，Ｙ社が，
Ｚ社に対し，これ以上文句があるのであれば，Ｚ社との請負契約の解
除も考えると述べた後のことであり，これとＣの発言を併せて考える
ならば，請負契約解除の可能性は現実的なものとして受け取られても
やむを得ない状況にあったといえる。さらに，発表者の地位，身分に
ついては，確かにＣは労務担当の総務課長であり，直接請負契約の解
除権限を有するわけではないものの，比較的高位の職位にある者であ
るから，それが会社の決定であるように受け取られる可能性もあった
といえる。これらの事実に鑑みれば，言論発表の与える影響として，
ＡにＸ労組からの脱退を検討させ得る契機を生じさせる可能性があっ
たといえる。 

   したがって，Ｃの発言は，Ｘ労組の組合員に対し威嚇的効果を与

組合が交渉を申し入れた事項が義務的団交事項にあたる必要がある。
ここで，労組法が「労働者が使用者との交渉において対等の立場に立
つことを促進することにより労働者の地位を向上させること」等を目
的としていること（同法１条１項）に鑑みれば，義務的団交事項と
は，①労働条件その他労働者の待遇に関する事項，又は労使関係の運
営に関する事項であって，②使用者に処分権限があるものをいうと考
えるべきである。 

   これを本件についてみると，上記⑴のとおり，工場の換気の改善は
労働者の待遇に関する事項，請負代金の増額は労働条件に関する事項
といえる。また，上記⑴のとおり，これらの決定はＹ社に依存してい
るから，使用者に処分権限があるといえる。したがって，工場の換気
の改善と請負代金の増額は，義務的団体事項にあたる。 

   したがって，Ｙ社がＸ労組と交渉する義務はないという理由のみで
団体交渉を拒んでいることは「正当な理由がなく」（労組法７条２
号）といえる。 

 ⑶ よって，団体交渉拒否の不当労働行為が成立する。 
２ 支配介入 
 ⑴ まず，Ｃは，Ａに対し，Ｚ社の社員がＸ労組を脱退しなければＺ社

との請負契約は解除されるだろうと述べている。かかる発言は「支配
…介入」（労組法７条３号）となるか。Ｃの「言論…の自由」（憲法２
１条）との関係で問題となる。 

   この点，「言論…の自由」も団結権（憲法２８条）を侵害してはな
らないという制約を受けることも免れない。そこで，言論の内容，発

３ 

４ 
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  ⑶ 以上より，支配介入の不当労働行為も成立する。 
第３ 結論 
  以上より，①団体交渉拒否及び②支配介入の不当労働行為の双方が成
立するため，これらを理由とする不当労働行為救済申立ては認められ
る。 

  また，①団体交渉拒否については，団体交渉を求め得る地位の確認請
求及び団体交渉を求め得る地位を仮に定める仮処分も認められる。憲法
２８条，労組法７条２号，労組法６条等から，私法上も，使用者が団体
交渉に応ずべき地位にあることは認められるからである。また，Ｙ社の
団体交渉拒否という「故意又は過失によって」団体交渉権というＸ労組
の「権利又は法律上保護される利益を侵害した」といえるので，不法行
為に基づく損害賠償請求も認められる。なお，団体交渉義務履行請求や
団体交渉応諾仮処分は認められない。憲法２８条はかかる請求を認める
には抽象的過ぎるし，労組法７条２号は公法上の義務を課すのみだから
である。 

  さらに，②支配介入については，Ｙ社の支配介入という「故意又は過
失によって」団結権というＸ労組の「権利又は法律上保護される利益を
侵害した」といえるので，不法行為に基づく損害賠償請求が認められ
る。なお，団結権に基づく妨害排除・妨害予防請求及び妨害排除・妨害
予防仮処分（民事保全法２３条１項）は認められない。憲法２８条はか
かる請求を認めるには抽象的過ぎるし，労組法７条３号は公法上の義務
を課すのみだからである。 

以 上 

え，組合の組織，運営に一般的に影響を及ぼすような可能性のあるも
のとして，「支配…介入」となる。 

 ⑵ もっとも，上記⑴のとおり，Ｃは，Ｙ社で労務を担当する総務課長
に過ぎない。そのようなＣの発言が「使用者」の「行為」（労組法７
条柱書）といえるか。 

   この点，ある行為が「使用者」の「行為」（労組法７条柱書）とい
えるか否かは，行為者の地位と使用者の関与の程度の相関関係により
決すべきである。具体的には，「使用者の利益を代表する者」（労組法
２条１号）に近接する職制上の地位にある者が使用者の意を体して
「支配…介入」を行った場合には，別組合の組合員としての行為又は
個人的な関係に基づく行為であることが明らかである等の特段の事情
のない限り，「使用者」の「行為」といえると解すべきである。 

   これを本件についてみると，上記⑴のとおり，Ｃは，Ｙ社で労務を
担当する総務課長であって，比較的高位の職位にある者であるから，
「使用者の利益を代表する者」に近接する職制上の地位にある者とい
える。また，Ｃは，上記⑴のとおり，Ｙ社がＺ社との請負契約の解除
も考えると述べ，Ｘ労組からの団体交渉申入れを拒否した後に，問題
が大きくなりはしないかと心配して発言を行っているから，Ｙ社がＸ
労組を快く思っていないことを汲んだ上でかかる発言を行ったものと
いえ，使用者の意を体して「支配…介入」を行ったと認められる。さ
らに，これが別組合の組合員としての行為又は個人的な関係に基づく
行為であることが明らかである等の特段の事情はない。 

   したがって，Ｃの発言は「使用者」の「行為」といえる。 

５ 

6 
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出題趣旨 

〔第１問〕 
本問において，Ｘの代理人として請求するのは，平成１８年３月分賃金２７
万円と退職金１１８万円（退職金規程（規程）により算出される。）の支払いで
あることは明らかであろう。 
これらの請求につき，Ｙの言い分から考えられる主な争点としては，①Ｘに
対する懲戒解雇と規程第８条第２号該当性，②規程第９条第３号による退職金
支給制限の効力と同号該当性，③誓約書における退職金債権全額放棄約束の効
力，④Ｙによる賃金・退職金を受働債権とする相殺の可否が挙げられる。これ
らの争点につき主として論ずべき事項としては，①については，Ｘの辞職の意
思表示の効力発生時期と懲戒解雇の意思表示の時期との先後関係からみた規程
第８条第２号該当性，②については，退職金の賃金（労働基準法第１１条）該
当性及び法的性質，退職金支給制限規定が同法第２４条等に違反して無効とな
るか否か，退職後の競業行為を理由とする退職金支給制限の可否など，③につ
いては，規程第９条第３号との関係での同法第９３条の適用，退職金債権放棄
の可否など，④については，同法第２４条第１項の全額払原則が使用者のなす
相殺に及ぶかなどの点が挙げられ，それぞれにつき本問の事実関係を踏まえた
検討が必要となる。 

 
〔第２問〕 

本問は，不当労働行為の成立要件及び法的救済手段に関する理解を問うもの
である。 
成立要件に関しては，Ｙ社が団体交渉を拒否した行為，及び，Ｙ社の総務課
長であるＣの発言が，それぞれ不当労働行為を成立させるか否かが問題とな
る。この判断のためには，Ｙ社が労働組合法第７条における「使用者」と言え
るのか，要求された交渉事項のうちどの事項について団交拒否の不当労働行為
が成立するのか（労働組合法第７条第２号），総務課長であるＣの発言がＹ社の
不当労働行為と言えるのか，使用者側の発言がいかなる場合に不当労働行為を
成立させるのか（労働組合法第７条第３号）等の問題を検討する必要がある。 
法的救済手段に関しては，労働委員会に対する不当労働行為救済申立て（労
働組合法第２７条第１項）と裁判所に対する訴えの提起等が考えられるが，労
働組合が前者の申立てをするためには，労働組合法に定められた要件を満たし
ている必要がある（労働組合法第５条第１項）。また，裁判所での手続について
は，団交拒否に対してどのような訴訟や仮処分が考えられるのかという点や，
不当労働行為に関する損害賠償請求の可能性とそのための要件等を検討する必
要がある。 
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ヒアリング  

労働法の出題の趣旨であるが（これは恐らく他の科目も同じだと思われるが），
労働法の分野について基本的な制度の理解ができているか，概念の理解ができて
いるかということを問い，そして，それを実際に具体的な事案に対して適用する
ことができるのかということを問うている。労働法には個別法，集団法の二つの
分野があるが，今回は初回でもあり，両方の分野について出題したほうが良いで
あろうということから，第１問は個別法，第２問は集団法から出題した。第１問
の方は，労働者側，使用者側のそれぞれの言い分を書いて，規範を適用していく
能力を見るというものであり，第２問の方は，単に事案を書き，それを分析して
もらうという形にした。問題のレベルとしては，第２問の方で扱った事案は判例
百選やケースブック等，どこにでも掲載されていて，しかも，大きく扱われる著
名な最高裁判決の事案におおむね近いもの，つまり，問題を見ればすぐにその判
決が浮かぶようなものを出し，その事案について法的な分析をさせる形になって
いる。法科大学院で必ず扱うであろう判例であるから，法科大学院で授業を受け
ていれば，かなり簡単であろうと考えていた。第１問の方については第２問とは
異なり，こちらで色々考えて事案を作出した。したがって，第２問とは異なり，
「あれかな」という形で一つの裁判例をそのまま参考にできるものではない。た
だ，問題となっている規範自体については，それほど難しくはなく，基本的な理
解があれば，すぐに解答できるものなので，考査委員としては，第２問よりは難
しいであろうが，基本的には簡単な問題であると考えていた。実際に弁護士会の
アンケート等を見ると，労働法については大体適当なレベルという意見が多く，
法科大学院で勉強していればできたのではないかと言われている。学生に対する
アンケートでも，大体できたというように書いてある。しかし，採点実感を申し
上げると，それとはかなり乖離しているというのが実際の印象である。 
まず，第１問について申し上げる。第１問は，小問で具体的にいくら請求する

かという金額の計算を問うている。これについては，なぜそのような計算をしな
ければならないのかという批判もあるが，それは小問２への導入で，それを考え
る前提と理解していた。簡単な問いであると考えていたが，実際には，正しい答
えを書いていない答案が半数くらいに及んだのではないかと思われる。また，請
求を根拠付けるところで規範の適用を見ると，事案の読み方が非常に甘い印象を
受けた。例えば，退職した後に懲戒解雇している点を正しく分析した答案は非常
に少なく，懲戒解雇の効力に関して論ずる必要があるのかを深く考えずに長々と
論じている答案が多かった。これでは正しい分析をしているとは言えず，第１問
では多くの解答者が期待されるレベルに到達しなかったという結果である。法的
に重要な事実と関係のない事実を区別することの困難さはある程度予想していた
が，受験生は，事案が出れば，必ずすべての事実に何らかの意味があると考えて
いるようである。実際の事件では，意味のある事実と意味のない事実を分別する
ことが，法曹の重要な仕事である。残念ながら，この点に関して考査委員が期待
したレベルは少し高かったようである。 
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第２問の方は，基礎的な概念についての理解はそこそこあって，また，論点に
ついての理解もあったと考えている。ただ，できている人とできていない人の差
がかなりあるというのも事実である。また，一応の理解がある人の場合でも，判
例の論理に対する理解という点でいうと，確かに勉強してはいるが，それを正確
に自分で理解しているかというとかなり怪しいというものも多かった。部分的使
用者概念という最高裁の考え方が問題となってくるが，それについての理解を正
確にしている人は少なかったように思う。判例を勉強するに当たって，とにかく
判旨の重要な部分のフレーズだけを覚えるだけで，内容をきちんと理解していな
い人が相当いるように思われる。 
法科大学院の教育に求めることを言わせていただくと，今回は，労働法に関す

る基礎的理解を問う問題を出題したと考えているが，結果的には，かなり高いレ
ベルのものを求めたことになったようである。特に事案の分析という形で，実際
のルールを知っているだけではなく，それを具体的な事案に適用できるかという
ことを問うたが，労働法の分野について，こうした教育を行っている法科大学院
がどの程度あるのか，疑問に感じたところである。判例の分析に関しても，判例
の論理をじっくり読み込んでいるという感じが見受けられないので，これももう
少し要求したいところである。ただ，選択科目に法科大学院生が実際に使える時
間がどれくらいあるのかということも考える必要があろう。私が以上で申し上げ
たのは労働法の考査委員としてはそのように考えるということであるが，全体的
な視点から見ると，過大な要求を選択科目にするのは受験生の負担になりすぎる
ように思われる。 
今後の労働法の出題ということについては，今回の試験結果を見ると，基礎的

な力のある人と不十分な人を見分けることは十分にできていたと考えられるの
で，特に基本方針を変更する必要があるとは考えてない。ただ，事案を出題する
場合に，関係のないものを入れるということについては，その方法などに関して
あらためて検討する必要があるかもしれない。 
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