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Q1

兼業（副業）禁止規定を設けることに
法的な根拠はあるか

A

労働基準法や労働契約法上、
兼業
（副業）
禁止規定を設けることに
一般的な規定は存在せず、
各企業の就業規則等がその根拠となる

❶法律上の一般的な規定の有無

裁判例においても、社員の兼業（副業）原

民間企業に勤務する一般社員については、

則禁止・許可規定の有効性については、次の

公務員とは異なり、労働基準法や労働契約法

ように限定解釈を行う傾向にあるといえる。

上、社員の兼業（副業）を禁止・制限する一

マンナ運輸事件（京都地裁 平24. 7.13判決

般的な規定は存在しない。なお、公務員につ

労働判例1058号21ページ）

いては兼業（副業）を禁止・制限する法律上

労働者の兼業については、
「雇用契約及びこ

の一般的な規定が存在する（国家公務員法

れに基づく労務の提供を離れて使用者の一般

101、103、104条、地方公務員法38条）。

的な支配に服するものでは」なく、労働者は、

そのため、民間企業に勤務する一般社員の

勤務時間以外の時間については、事業場の外

兼業（副業）の禁止・制限については、各企

で自由に利用することができるのであり、使

業における就業規則の規定等がその根拠規定

用者は、労働者が他の会社で就労（兼業）す

ということになる。

るために当該時間を利用することを、原則と
して許さなければならない。

❷就業規則の有効性

もっとも、労働者が兼業することによって、

それでは、就業規則に兼業（副業）禁止規

労働者の使用者に対する労務の提供が不能ま

定を設けておけば、社員の兼業（副業）を全

たは不完全になるような事態が生じたり、使

面的に禁止することができるのであろうか。

用者の企業秘密が漏洩するなど経営秩序を乱

回答は否であるが、実務上は、自社の業務の

す事態が生じることもあり得るから、このよ

みに専念してもらいたいといった理由や秘密

うな場合においてのみ、例外的に就業規則を

情報の漏洩防止の観点等から、社員の兼業（副

もって兼業を禁止することが許されるものと

業）を全面的に禁止していたり、許可制を採

解するのが相当である。

ろうえい

用していても現実には許可しない運用をした
りしている企業が散見されるのが現状である。

❸今後の可能性

しかし、そもそも労働時間以外の時間をど

このように、社員の兼業（副業）について

のように利用するかは原則として社員の自由

は、理論上は、実務上の原則禁止の取り扱い

である以上、社員が労働時間以外の時間を兼

とは異なり原則自由であって、具体的な支障

業（副業）に利用することも原則として社員

がある場合に限って制限できるということに

の自由に委ねられるべきものである（憲法22

なる。すなわち、社員の兼業（副業）は原則

条 1 項「職業選択の自由」参照）。

として認めるべきであり、禁止すべきやむを

そのため、この原則論からすると、就業規

得ない事由がない限り、兼業（副業）は禁止

則上の社員の兼業（副業）禁止・許可規定は、

できないという取り扱いが理論的な帰結であ

企業秩序の維持や適切な労務提供の確保のた

ろう。

めといったやむを得ない事由がある場合に限

昨今、政府は「働き方改革」として社員の

り適用されるべきものであり、その限りにお

兼業（副業）を後押しし、社員の兼業（副業）

いて有効と解すべきであろう。

を原則容認する方針を示しはじめているが、
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このような政府の方針は、兼業（副業）は原
則自由であるといった理論的な考え方に沿う

くなかったといえよう。
企業においては、自社での労働に専念して
もらいたいといったニーズや秘密情報の漏洩

ものといえる。
本稿執筆時点では（平成29年 3 月10日）、

防止等の観点から、いまだ兼業（副業）を全

厚生労働省のモデル就業規則において兼業

面的に禁止しておきたい要望が強いと思われ

（副業）原則禁止・許可規定が設けられている

るが、労働力人口自体の減少やIT技術の発達

が、このような政府の方針からすると、モデ

によりさまざまな働き方が模索されていく中、

ル就業規則からも兼業（副業）原則禁止・許

理論どおり、兼業（副業）が原則容認されて

可規定は削除される可能性が予想される。付

いく社会になっていく可能性があることにも

言すると、そもそも理論的にはこのような一

留意しておく必要がある。

般的・包括的な原則禁止・許可規定は望まし

Q2

兼業（副業）禁止規定がない場合、
会社として兼業（副業）をやめさせることはできるか

A

企業秩序に不当な影響を及ぼす場合や労務提供に格別の支障
を生じさせる場合には、やめさせることができる
❷兼業
（副業）
禁止規定

❶原則と例外
そもそも、労働時間以外の時間をどのよう

そのため、就業規則等において兼業（副業）

に利用するかは原則として社員の自由であっ

禁止規定が設けられている場合であっても、

て、社員が労働時間以外の時間を兼業（副業）

あらゆる場面で有効なものとして適用される

に利用することも社員の自由に委ねられるべ

ものではなく、企業秩序を維持する上で必要

きものである（憲法22条 1 項「職業選択の自

な限りにおいて、また、適切な労務提供を維

由」参照）。

持する上で必要な限りにおいて有効と考える

ただし、判例上、企業はその存立・運営に

べきである。

不可欠な企業秩序を定立し維持する当然の権

一方、このような企業秩序の維持や適切な

限を有する一方、社員は労働契約の締結に

労務提供の維持は労働契約の本質から導かれ

よって当然に企業秩序の遵守義務を負うもの

るものである以上、たとえ就業規則等に兼業

最高裁三

（副業）禁止規定が設けられていない場合で

民集31巻 7 号1037ペー

あっても、社員の兼業（副業）が企業秩序に

と解されている（富士重工業事件
小

昭52.12.13判決

ジ）
。

不当な影響を及ぼす場合や労務提供に格別の

すなわち、兼業（副業）は原則として社員

支障を生じさせる場合は、企業としてその兼

の自由に委ねられるべきものではあるが、当

業（副業）をやめさせることができると考え

該自由も絶対無制約ではなく、企業秩序維持

ることができる。

の観点から一定の制約を受けることになる。
また、社員は労働契約の締結によって企業

❸やめさせることができる場合

に対し適切な労務提供を行う義務を有してい

それでは、企業秩序に不当な影響を及ぼす

る以上、兼業（副業）が労務提供に格別の支

場合や労務提供に格別の支障を生じさせる場

障を生じさせる場合にも一定の制約を受ける

合として、その兼業（副業）をやめさせること

ことになると考えられる。

ができるのは、どのような場合が考えられるか。

労政時報〈付録〉 第3928号/17. 4.14

3

この問いについては、厚生労働省による「今

過ぎによって人の生命又は健康を害するおそ

後の労働契約法制の在り方に関する研究会報

れがある場合、④兼業の態様が使用者の社会

告書」
（平17. 9.15）における具体例が参考にな

的信用を傷つける場合等が含まれることとす

るため、次に、その一部を抜粋して引用する。

べきである。

■今後の労働契約法制の在り方に関する研究

※①〜④の番号は筆者による追記。

会報告書（48ページ）
労働時間以外の時間をどのように利用する

以上より、兼業（副業）をやめさせること
ができる場合の具体例としては、以下の場合

かは基本的には労働者の自由であり、労働者

を挙げることができる。

は職業選択の自由を有すること、近年、多様

①兼業が不正な競業に当たる場合

な働き方の一つとして兼業を行う労働者も増

②営業秘密の不正な使用・開示を伴う場合

加していることにかんがみ、労働者の兼業を

③労働者の働き過ぎによって人の生命または

禁止したり許可制とする就業規則の規定や個
別の合意については、やむを得ない事由があ

健康を害するおそれがある場合
④兼業の態様が使用者の社会的信用を傷つけ

る場合を除き、無効とすることが適当である。

る場合

ここで、やむを得ない事由としては、①兼業

加えて、⑤労務提供に格別の支障を生じさ

が不正な競業に当たる場合、②営業秘密の不

せる程度の長時間労働となる場合を追加で挙

正な使用・開示を伴う場合、③労働者の働き

げることもできよう。

Q3

勤務時間終了後、株取引等の個人投資によって収入を得る
ことは、兼業（副業）に該当するとして禁止できるか

A

兼業（副業）に該当するとして禁止することはできない

❶兼業（副業）を禁止できる場合

正な競業に当たる場合、②営業秘密の不正な

前述したように、労働時間以外の時間をど

使用・開示を伴う場合、③労働者の働き過ぎ

のように利用するかは社員の自由であって、

によって人の生命または健康を害するおそれ

社員が労働時間以外の時間を兼業（副業）に

がある場合、④兼業の態様が使用者の社会的

利用することも社員の自由に委ねられるべき

信用を傷つける場合、⑤労務提供に格別の支

ものである（憲法22条 1 項「職業選択の自由」

障を生じさせる程度の長時間労働となる場合

参照）。

等には、その兼業（副業）を禁止・制限する

ただし、当該自由も絶対無制約ではない。

ことができると考えることができる。

労働契約の本質から導かれる企業秩序維持や
適切な労務提供確保の必要性からやむを得な
い場合、制約を受けることになる。

❷設問の検討
勤務時間終了後における株取引等の個人投

言い換えれば、社員の兼業（副業）が企業

資が、上記①～⑤までの場合に該当すること

秩序に不当な影響を及ぼす場合や労務提供に

は通常考えられない。そもそも、株取引等の個

格別の支障を生じさせる場合、企業は社員に

人投資によって、企業秩序に不当な影響を及

対してその兼業（副業）を禁止・制限するこ

ぼす場合や労務提供に格別の支障を生じさせ

とができるといえる。

ることも通常考えられない以上、勤務時間終了

具体的には、Q 2 で見たように①兼業が不

4
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後に株取引等の個人投資によって収入を得る

ことは社員の自由であって、兼業（副業）に該

は、インサイダー取引を未然に防止するといっ

当するとして禁止することはできないだろう。

た観点から、勤務時間終了後の株取引につい

なお、証券会社等の金融機関においては社

ても一定の制限を課すことは可能と考えられ

員がインサイダー情報に触れている可能性が

る。ただし、このような制限も兼業（副業）

あったり、上場企業において自社株を購入す

制限ではなく、インサイダー取引を未然に防

る際も社員がインサイダー情報に触れている

止するといった別途の目的に基づき行われる

可能性がある場合もある。このような場合に

べきものといえよう。

Q4
A

社員が家賃収入を得ている場合、

兼業（副業）に該当するとして禁止することはできるか
兼業（副業）に該当するとして禁止することはできない

❶兼業（副業）を禁止できる場合

除すべく、兼業（副業）が前記①～⑤までの

原則として、社員が労働時間以外の時間を

いずれかに該当するとして禁止することがで

兼業（副業）に利用することは社員の自由に

きる場合は、当該①～⑤までの場合が現実的

委ねられるべきであって、例外的に当該自由

に生じ得る具体的な危険性がある場合に限ら

を制約できる場合は、社員の兼業（副業）が

れるべきであろう。

企業秩序維持に不当な影響を及ぼす場合や労
務提供に格別の支障を生じさせる場合に限ら
れるべきである。

❸設問の検討
以上を前提に設問を検討すると、社員が家

具体的には、Q 2 で見たように①兼業が不

賃収入を得ている場合が、前記①兼業が不正

正な競業に当たる場合、②営業秘密の不正な

な競業に当たる場合、②営業秘密の不正な使

使用・開示を伴う場合、③労働者の働き過ぎ

用・開示を伴う場合、③労働者の働き過ぎに

によって人の生命または健康を害するおそれ

よって人の生命または健康を害するおそれが

がある場合、④兼業の態様が使用者の社会的

ある場合、④兼業の態様が使用者の社会的信

信用を傷つける場合、⑤労務提供に格別の支

用を傷つける場合または⑤労務提供に格別の

障を生じさせる程度の長時間労働となる場合

支障を生じさせる程度の長時間労働となる場

等には、その兼業（副業）を禁止・制限する

合に該当することは通常考えられず、具体的

ことができると考えることができる。

な危険性を見いだすことができない。

❷具体的危険性

て企業秩序に不当な影響を及ぼす具体的危険

そもそも、社員が家賃収入を得ることによっ
その上で、どのような場合に兼業（副業）に

性や労務提供に格別の支障を生じさせる具体

該当するとして禁止できるかについて筆者の

的危険性も通常考えられない以上、社員が家

考え方を示しておく。そもそも兼業（副業）禁

賃収入を得ることは社員の自由であって、企

止は、一定の危険性を前提にした事前規制で

業が兼業（副業）に該当するとして禁止する

あるため、抽象的な危険性を提示することに

ことはできないであろう。

よって、あらゆる兼業（副業）を禁止するこ
とが可能になるリスクを類型的に有している。
そこで、このようなリスクを可能な限り排

したがって、社員が家賃収入を得ている場
合、兼業（副業）に該当するとして禁止する
ことはできないと考えられる。
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Q5

社員がプライベートで運営しているブログで、
アフィリエイト広告等を通じて利益を得る行為は、
兼業（副業）に該当するとして禁止することはできるか

A

兼業（副業）に該当するとして禁止することはできない

❶兼業（副業）として禁止すべきか
社員がプライベートで運営しているブログ
で、アフィリエイト広告等を通じて利益を得
る行為は、そのブログの記載内容によっては、

障を問題にするのであれば、これらの従業員
の私生活上の活動までも一律に禁止する必要
が生じることになりかねない。
すなわち、社員がブログ運営を深夜まで行

企業の営業秘密の不正な使用・開示を伴う危

うかもしれないといった抽象度の高い危険性

険性や企業の社会的信用を傷つける危険性が

を取り上げて、その活動の禁止を許容するこ

ある以上、企業秩序に不当な影響を及ぼす可

とは、企業による社員個人の私生活への過度

能性があるとして禁止すべきという見解もあ

の介入・干渉を許容する帰結を招くことにな

ろう。

りかねないのである。

しかし、兼業（副業）禁止といった一般的・

そもそも、企業による社員個人の私生活へ

包括的な規制によって設問の行為を禁止する

の介入・干渉は抑制的であるべきといえる以

ことは、兼業（副業）の自由規制として行き

上、このようないまだ抽象度の高い危険性を

過ぎである。

もって、社員の兼業（副業）の自由を制限す

言い換えれば、上記見解が指摘する危険性

ることは否定的に解すべきであろう。

はいまだ抽象度が高く、具体化されていない

以上をまとめると、社員がプライベートで

危険性にすぎない。そもそも、社員が労働時

運営しているブログで、アフィリエイト広告

間以外の時間をどのように利用するかは原則

等を通じて利益を得る行為について、企業秩

として社員の自由であって、兼業（副業）も

序に不当な影響を及ぼす具体的危険性や労務

原則として社員の自由に委ねられるべきもの

提供に格別の支障を生じさせる具体的危険性

である以上（憲法22条 1 項「職業選択の自由」

を見いだすことができない。

参照）
、このような社員の兼業（副業）の自由

したがって、社員がプライベートで運営し

を、いまだ抽象度が高く具体化されていない

ているブログで、アフィリエイト広告等を通

危険性を理由に制限することは抑制的である

じて利益を得る行為を兼業（副業）に該当す

べきである。

るとして禁止することはできないと考えられ

また、社員が深夜までブログ運営を行う危

る。

険性があり、寝不足等に伴って企業における
労務提供に格別の支障が生じる危険性がある

❷企業秩序維持違反への対応

ため、禁止すべきという見解もあろう。しか

とはいえ、抽象的ではあってもブログの記

し、このような危険性もいまだ抽象度が高く

載内容によっては、企業の営業秘密の不正な

具体化されていない危険性にすぎない。深夜

使用・開示を伴う危険性や企業の社会的信用

まで何かに熱中する危険性は、単に遅くまで

を傷つける危険性があることも否定できない。

テレビを見たり、読書をしたり、インターネッ

そこで、このような企業秩序維持違反のリス

ト上の動画を見たりすることによっても生じ

クについては、服務規律規定等に別途の規定

るのであって、企業における労務提供への支

を設けておいたほうがよいであろう。
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具体的には、ブログやSNS等において、企

止する旨の服務規律等を設けるといったより

業の営業秘密を使用・開示するような内容や

制限的でない他の手段で、企業秩序維持違反

企業の社会的信用を傷つける内容を記載する

の抽象的な危険性については対応できる以上、

ことを禁止する旨の規定を設けておくことが

設問における社員の行為を兼業（副業）に該

考えられる。

当するとして禁止することはできないと考え

裏返せば、このように、ブログやSNS等の

るべきであろう。

内容が、企業秩序維持違反とならないよう禁

Q6

兼業（副業）を行っていた社員に対し、
懲戒処分を科すことはできるか

A

就業規則に兼業（副業）禁止規定がない場合は、
原則として懲戒処分はできない。
規定がある場合も、懲戒処分できる場合は限定される

❶懲戒処分

おいて有効なものとして適用されるものでは

懲戒処分の根拠については、さまざまな学

ないことには注意が必要である。

説が存在するが、判例上は、労働契約の締結

そもそも労働時間以外の時間をどのように

によって社員は企業秩序について遵守義務を

利用するかは社員の自由に委ねられるべきも

負い、企業は社員の企業秩序違反行為に対し

のである以上、兼業（副業）を禁止できる場

て制裁罰として懲戒を科すことができるとさ

合も、やむを得ない事由がある場合に限られ

れている（関西電力事件 最高裁一小 昭58.

るべきことになる。そうすると、たとえ就業

9. 8判決

労働判例415号29ページ）。

規則に兼業（副業）禁止規定があったとして

ただし、判例上、社員に対する懲戒処分に

も、懲戒処分できる場合も限定されることに

ついては「規則の定めるところに従い」懲戒

なり、やむを得ない事由がある場合に限られ

処分ができるとされていることに注意が必要

ることになる。

最高裁三小

それは、企業秩序に不当な影響を及ぼす場

民集33巻 6 号647ページ）。

合や労務提供に格別の支障を生じさせる場合

である（国鉄札幌運転区事件
昭54.10.30判決

すなわち、判例は、懲戒権を労働契約の本

であって、具体的にはQ 2 で見たように①兼

質から導かれる企業秩序維持の一環として位

業が不正な競業に当たる場合、②営業秘密の

置づけているものの、就業規則に規定するこ

不正な使用・開示を伴う場合、③労働者の働

とによって初めて行使できるものと捉えてい

き過ぎによって人の生命または健康を害する

るといえる。言い換えれば、懲戒権を行使す

おそれがある場合、④兼業の態様が使用者の

るためには、就業規則上の規定が必要不可欠

社会的信用を傷つける場合、⑤労務提供に格

ということになる。

別の支障を生じさせる程度の長時間労働とな
る場合が考えられる。

❷規定がある場合

以上より、就業規則上に兼業（副業）禁止

そうすると、就業規則に兼業（副業）禁止

規定があり、当該禁止規定に違反した社員が

規定があり、当該規定に違反した場合は、懲

いたとしても、懲戒処分ができる場合は、当該

戒処分をすることができることになる。ただ

兼業（副業）によって上記①～⑤までの事由

し、兼業（副業）禁止規定があらゆる場面に

が生じるような場合に限られることになろう。

労政時報〈付録〉 第3928号/17. 4.14
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❸規定がない場合

定された服務規律規定に違反する場合であっ

就業規則に兼業（副業）禁止規定がない場

て、当該服務規律規定違反が懲戒処分の対象

合、就業規則において懲戒権行使の根拠がな

である旨が就業規則において明記されている

い以上、兼業（副業）禁止違反として懲戒処

場合が考えられる。

分を行うことはできない。
ただし、社員の個別の行為が、例えば不正

そこで、このような場合には、兼業（副業）
禁止違反としてではなく、社員の行為が当該

な競業に当たる場合や営業秘密の不正な使

服務規律規定に個別具体的に違反したとして、

用・開示に当たる場合等、就業規則に別途規

懲戒処分を行うことができる。

Q7

育児休業中の社員が兼業（副業）禁止規定に違反し
アルバイトしていた場合、懲戒処分できるか

A

原則として懲戒処分できない

❶育児休業の法的性質

いえよう。

育児休業は、社員がその養育する 1 歳に満

また、育児休業は、育児を行う労働者の職

たない子について、その事業主に申し出るこ

業生活と家庭生活との両立が図られるよう支

とにより休業できるとするものである（育

援することを目的とするものであって、育児・

児・介護休業法 5 条）
。この育児休業を取得で

介護休業法においても育児休業中の社員の兼

きる権利は、その要件を満たす社員が申し出

業（副業）を禁止する規定もない。

を行う場合、使用者は拒否できないとされて

したがって、育児休業中の社員が兼業（副

いることから、一方的意思表示によって労働

業）禁止に違反しアルバイトをしたとしても、

義務の消滅という法的効力を生ぜしめる形成

懲戒処分を行うことはできないと考えられる。

権であるとするのが国会での政府見解である
（第140回国会 1997年 5 月16日衆議院労働委
員会 太田芳枝婦人局長答弁）。

❷兼業
（副業）
として禁止できるか
一方、兼業（副業）の自由も絶対無制約で

このように育児休業を取得できる権利は、

はなく、兼業（副業）が企業秩序に不当な影

その要件を満たす社員が申し出を行えば、そ

響を及ぼすような場合には制限することも可

の一方的意思表示によって労働義務の消滅と

能である。

いう法的効力を生ぜしめると考えられる以上、

そのため、育児休業中のアルバイトが不正

育児休業中の時間も労働時間以外の時間と捉

な競業に当たる場合や営業秘密の不正な使

えることができる。そうであれば、労働時間

用・開示を伴う場合、またはアルバイトの態

以外の時間である育児休業中の時間をどのよ

様が企業の社会的信用を傷つける場合には禁

うに利用するかは社員の自由であって、社員

止することができ、このような禁止に違反し

が育児休業中の時間を兼業（副業）に利用す

た場合には、懲戒処分を行うことも可能と考

ることも社員の自由に委ねられるべきものと

えられる。

8
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Q8

年次有給休暇を取得した社員が、
年休日に兼業（副業）禁止規定に違反し
アルバイトしていた場合、懲戒処分できるか

A

原則として懲戒処分できない

❶年次有給休暇の法的性質

判決

民集27巻 2 号191ページ）
。

年次有給休暇（以下、年休）を取得した社

したがって、年休を取得した社員が年休日

員は、時季指定権の行使によって年休の効果

に兼業（副業）禁止規定に違反しアルバイト

である労働義務の消滅および賃金請求権の取

をしたとしても、懲戒処分を行うことができ

得を発生させることができる。

ないのが原則である。

このように社員が年休日を指定することに
よって、その日については労働義務が消滅す

❷兼業
（副業）
として禁止できるか

るという法的効力が発生する以上、年休日の

一方、兼業（副業）の自由も絶対無制約で

時間も労働時間以外の時間と捉えることがで

はなく、兼業（副業）が企業秩序に不当な影

きる。そうであれば、労働時間以外の時間で

響を及ぼすような場合には制限することも可

ある年休日の時間をどのように利用するかは

能である。

社員の自由であって、社員が年休日の時間を

そのため、兼業（副業）となるアルバイト

兼業（副業）に利用することも社員の自由に

内容が、不正な競業に当たる場合や営業秘密

委ねられるべきものといえよう。

の不正な使用・開示を伴う場合、またはアル

また、判例上も「年次休暇の利用目的は労

バイトの態様が使用者の社会的信用を傷つけ

基法の関知しないところであり、休暇をどの

る場合には禁止することができ、このような

ように利用するかは、使用者の干渉を許さな

禁止に違反した場合には、懲戒処分を行うこ

い労働者の自由である」とされている（全林

とも可能と考えられる。

野白石営林署事件

最高裁二小

昭48. 3. 2

Q9

他社の取締役に就任した社員を
兼業（副業）禁止規定違反で懲戒処分できるか

A

原則として懲戒処分をすることは難しいと考えるべきであろう

❶職務専念義務との関係
これまでの設問では主として労働時間以外

業）の可否だけではなく、労働時間内におけ
る兼業（副業）の可否も問題となる。

の時間における兼業（副業）が問題とされて

すなわち、社員が他社の取締役に就任した

きたが、他社の取締役に就任するという本設

場合、通常平日の勤務時間に開催される取締

問では、労働時間以外の時間における兼業（副

役会や株主総会に出席しなければならないこ
労政時報〈付録〉 第3928号/17. 4.14
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とになるため、労働時間内における兼業（副
業）の可否も問題となる。

この点、判例は、職務専念義務を包括的（抽
象的）専念義務として捉えており、前記目黒

この点、社員は、勤務時間中は勤務時間外

電報電話局事件においても、
「身体活動の面だ

とは異なって、労働契約の基本的な義務とし

けからみれば作業の遂行に特段の支障が生じ

てその職務に専念しなければならず他の私的

なかったとしても、精神的活動の面からみれ

活動を差し控えなければならないという職務

ば注意力のすべてが職務の遂行に向けられな

専念義務を負っている（目黒電報電話局事件

かったものと解されるから、職務上の注意力

最高裁三小

民集31巻 7 号

のすべてを職務遂行のために用い職務にのみ

974ページ）
。そのため、社員は勤務時間中に

従事すべき義務に違反」すると判示し、精神

おいては兼業（副業）の自由を原則として有

的活動の面まで着目して職務専念義務違反の

していないと考えられる。

有無を判断している。

昭52.12.13判決

とはいえ、企業としても社員が職務専念義

そうすると、社員が他社において取締役の

務に違反する場合でなければ、その行為を事

善管注意義務や忠実義務を負うことは包括的

前に禁止することも困難であろう。

（抽象的）専念義務である職務専念義務に違反
するとして、他社での取締役就任を禁止する

❷取締役への就任の問題点

ことができるという見解も成り立つであろう。

［ 1 ］包括的（抽象的）専念義務
以上を前提に他社の取締役への就任を検討

［2］
具体的
（実質的）
専念義務

すると、現実的に問題となる活動は、取締役

しかし、この見解を突き詰めていくと、社

会や株主総会への出席である。しかし、この

員がプライベートにおいて、例えば個人事業

ような出席も社員が年休によって対応するこ

主として経済活動を行うことに伴い、何らか

とができる場合、年休日の活動は社員の自由

の義務を第三者との関係で負担することに

となる以上、職務専念義務違反の具体的危険

なった場合、たとえその経済活動が勤務時間

性があるとして禁止することは困難であろ

外で行われるものであったとしても、何らか

う。

の義務負担することになる以上職務専念義務

そうすると、他社の取締役に就任すること
も禁止できないという結論になると思われる

に違反するとして、兼業（副業）を容易に禁
止できることになりかねない。

が、さらに問題となり得る事項として、社員

しかるに、今後、兼業（副業）が原則容認

が他社において取締役に就任することによっ

されていくであろう社会情勢の中で、このよ

※

て、取締役として善管注意義務 （民法644
※

条）、忠実義務 （会社法355条）を負うこと
になるため、これらの義務を負うことが職務

うな帰結は回避すべきではないだろうか。
また、職務専念義務についても、具体的
（実質的）専念義務と捉える見解も存在する。

専念義務に違反しないかという問題が挙げら

例えば、大成観光事件（最高裁三小

昭57.

れる。

4.13判決 民集36巻 4 号659ページ）における

※
「善管注意義務」は、取締役がその職務を行うこ

伊東正己裁判官の補足意見では、
「使用者の業

とにつき、善良な管理者として負う注意義務、

務を具体的に阻害することのない行動は、必

ふ えん

「忠実義務」は、善管注意義務を敷衍し、一層明

ずしも職務専念義務に違背するものではない

確にしたにとどまる義務であり、両者は性質が

と解する」とされ、菅野和夫『労働法 第11版

異なる別個の義務ではないと判例、通説におい

補正版』
［弘文堂］924ページにおいても、
「勤

て考えられている。

務時間中のある活動が職務専念義務の違反と

10
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なるのは、それが労働契約上の誠実労働義務

を負っているだけでは、身体的にも精神的に

との関係で何らかの支障を生じさせる場合で

も自社の職務に専念することを阻害するもの

あると考えられる」という見解が示されてい

ではないと捉えることも可能であり、職務専

る。

念義務に違反するものとして禁止することは

職務専念義務をこのように具体的（実質的）

できないと解することも可能であろう。

専念義務と捉えれば、たとえ社員が他社の取
締役に就任し、善管注意義務や忠実義務を負

❸こうした兼業
（副業）
を禁止できる場合

担することになったとしても、当該義務の負

なお、他社への取締役就任については、企

担だけでは職務専念義務を具体的に阻害する

業秩序に不当な影響を及ぼす具体的危険性を

ことにならないと解することができよう。

確認する必要がある。具体的には、他社への

そこで、今後、兼業（副業）が原則容認さ

取締役就任が不正な競業となる具体的危険性

れていくであろう社会情勢の中においては、

がある場合や営業秘密の不正な使用・開示を

職務専念義務も具体的（実質的）専念義務と

伴う具体的危険性がある場合、または企業の

して捉え、社員が他社の取締役に就任するこ

社会的信用を傷つける具体的危険性がある場

とも職務専念義務に違反するものではなく、

合については、その兼業（副業）を禁止する

禁止することはできないと解すべきである。

ことができると考えることができる。

また、たとえ職務専念義務を包括的（抽象

そのため、このような場合における兼業（副

的）専念義務と捉えた場合であっても、単に

業）禁止違反については、懲戒処分を行うこ

他社の取締役として善管注意義務や忠実義務

とも可能と考えられる。

Q10

兼業（副業）禁止規定は設けておらず、
実際に兼業を行っている社員もいるが、
水商売など特定の場合のみを禁止することはできるか

A

できる場合がある。
ただし、水商売など特定の場合を禁止する規定
を早急に設けるべきである

❶禁止できる根拠

このように、社員の兼業（副業）は原則と

社員の兼業（副業）は原則として社員の自

して社員の自由に委ねられるべきものではあ

由に委ねられるべきものではあるが、当該自

るが、一定の制約を受けることになる。その

由も絶対無制約ではない。社員は労働契約の

制約の根拠である企業秩序維持や適切な労務

締結によって当然に企業秩序の遵守義務を負

提供の確保は労働契約の本質から導かれるも

うと解されている以上、企業秩序維持の観点

のである。

から一定の制約を受けることになる。また、

そのため、たとえ就業規則において兼業（副

社員は労働契約の締結によって企業に対し適

業）禁止規定が設けられていない場合であっ

切な労務提供を行う義務を有している以上、

ても、労働契約の本質から導かれる企業秩序

兼業（副業）が労務提供に格別の支障を生じ

維持や適切な労務提供の確保の必要性に基づ

させる場合にも一定の制約を受けることにな

き、社員の兼業（副業）を禁止することがで

ると考えられる。

きると考えられる。すなわち、企業秩序に不
労政時報〈付録〉 第3928号/17. 4.14
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当な影響を及ぼす場合や労務提供に格別の支
障を生じさせる場合は、その兼業（副業）を
禁止することができよう。

❸規定の整備
このように一定の場合において水商売など
特定の兼業（副業）を禁止することはできる
が、兼業（副業）禁止規定を設けていない中、

❷禁止できる場合

このような禁止を命じた場合、当該社員から

設問の水商売との関係では、本来的な勤務

は、
「そもそも就業規則上規定もなく、実際に

先企業の業種や社員の職種、業務内容等との

兼業を行っている社員もいる以上、なぜ自分

関係において、水商売の内容が当該企業の社

だけ兼業（副業）が禁止されるか納得できな

会的信用を傷つける具体的危険性がある場合

い」等と反論される可能性も十分あり得、紛

（Q 2 の④）
、その水商売の兼業（副業）を禁
止することができると考えられる。

争につながるリスクを否定できない。
加えて、水商売など特定の場合の兼業（副

また、水商売により深夜遅くまで働くこと

業）を禁止する旨の就業規則上の規定もない

によって、本来的な勤務先での業務において、

中、その兼業（副業）を一方的に禁止したと

人の生命または健康を害する具体的危険性が

ころで、その禁止に違反した場合であっても

ある場合（Q 2 の③）や労務提供に格別の支

懲戒処分の根拠を欠く以上、懲戒処分を行う

障を生じさせる程度の長時間労働となる具体

ことすらできないということになりかねず、

的危険性がある場合（Q 2 の⑤）には、その

その禁止について実効性も担保できない可能

水商売の兼業（副業）を禁止することができ

性が高い。
そこで、水商売など特定の場合について兼

よう。

業（副業）を禁止したいのであれば、その旨
の就業規則の規定を早急に設けるべきである。

Q11

兼業（副業）に対し、就労日数や労働時間を制限し、

A

兼業（副業）
を実質的に禁止するような
大幅な就労日数や労働時間の制限でなければ、可能である

仕事内容・勤め先について届け出を義務づけることは可能か

❶禁止・制限できる場合

れば、社員の兼業（副業）が企業秩序に不当

前述までのとおり、労働時間以外の時間を

な影響を及ぼす場合や労務提供に格別の支障

どのように利用するかは社員の自由であって、

を生じさせる場合、企業は社員に対してその

社員が労働時間以外の時間を兼業（副業）に

兼業（副業）を禁止・制限することができる

利用することも社員の自由に委ねられるべき

といえる。

ものである（憲法22条 1 項「職業選択の自由」
参照）。

具体的には、Q 2 で見たように①兼業が不
正な競業に当たる場合、②営業秘密の不正な

ただし、当該自由も絶対無制約ではなく、

使用・開示を伴う場合、③労働者の働き過ぎ

労働契約の本質から導かれる企業秩序維持や

によって人の生命または健康を害するおそれ

適切な労務提供確保の必要性からやむを得な

がある場合、④兼業の態様が使用者の社会的

い場合、制約を受けることになる。言い換え

信用を傷つける場合、⑤労務提供に格別の支

12
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障を生じさせる程度の長時間労働となる場合

するため（前記①）
、または兼業の態様が企業

等には、その兼業（副業）を禁止・制限する

の社会的信用を傷つけるか否かを確認するた

ことができると考えることができる。

め（前記④）義務づけることも可能と考えら
れる。

❷設問の検討

ただし、就労日数や労働時間を制限するこ

そうすると、例えば、兼業（副業）が社員

とは、あくまで働き過ぎにより人の生命また

の働き過ぎによって人の生命または健康を害

は健康を害するおそれが生じないようにする

する（前記③）ことがないよう、その就労日

といった目的や、労務提供に格別の支障を生

数や労働時間を制限することは可能と考えら

じさせる長時間労働にならないようにすると

れる。また、労務提供に格別の支障を生じさ

いった目的をもって行われるべきものである。

せる程度の長時間労働にならないよう、就労

そのため、例えば、社員の兼業（副業）を

日数や労働時間を制限することも可能であろ

実質的に禁止するかのような大幅な就労日数

う。

や労働時間の制限は、社員の兼業（副業）の

一方、仕事内容・勤め先についての届け出
も、兼業が不正な競業に当たるか否かを確認

自由を不当に侵害することになると考えられ
るため、避けるべきであろう。

Q12

他社と兼業（副業）
している社員の
労働時間管理や時間外労働規制の考え方

A

兼業（副業）先での労働時間を通算する。通算した結果、時間外
労働に該当する場合、時間外労働をさせることになった使用者
が、36協定等の手続きを行うとともに、割増賃金を負担しなけれ
ばならない

❶労働時間の通算
労働時間については、
「事業場を異にする場

❷36協定および割増賃金の負担
社員が他社において兼業（副業）する場合、

合においても」
、通算して計算するとされてい

労働時間を通算することになるが、通算した

る（労働基準法38条 1 項）。通説・行政解釈

結果、時間外労働に該当する場合、36協定等

は、この「事業場を異にする場合」について、

の法所定の手続きを行うとともに割増賃金を

同一の使用者の下で異なった事業場で労働す

負担しなければならないことになる。そこで、

る場合だけではなく、使用者を異にする事業

このような場合、いずれの企業が36協定等の

場において労働する場合も含まれるとしてい

法所定の手続きを行い、割増賃金を負担しな

る（昭23. 5.14

ければならないのかが問題となる。

基発769）。

すなわち、他社と兼業（副業）している社

例えば、A企業で 8 時間労働した社員が、

員がいる場合、その社員の労働時間について

その後B企業で労働するような場合、どちら

は、自社のみならず兼業（副業）する他社で

の企業が時間外割増の支払い等の義務を負う

の労働時間も通算して取り扱わなければなら

かが問題となる。通常は、当該社員と時間的

ないという解釈がなされている。

に後で労働契約を締結した事業主、すなわち
B企業が負担すべきと考えられている。その
労政時報〈付録〉 第3928号/17. 4.14
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理由については、後で契約を締結した事業主

はあるが、実務家としての感想を述べると、

は、契約の締結に当たって、その社員が他の

企業が社員の他社での労働時間まで把握した

事業場で労働していることを確認した上で契

上で、労働時間管理を正確に行うことは現実

約を締結すべきだからとされている（厚生労

には困難な場合が多く、このような解釈はむ

働省労働基準局編『平成22年版 労働基準法・

しろ兼業（副業）を原則容認しない方向に働

上』労働法コンメンタール③［労務行政］530

くといえる。
これまでは、兼業（副業）原則禁止が一般

ページ）。
ただし、当該『平成22年版 労働基準法・

的であったため、このような解釈の実務上の

上』では、A事業場で 4 時間、B事業場で 4

対応しにくさも、あまり着目されてこなかっ

時間働いている者の場合、A事業場の使用者

たが、今後、兼業（副業）が原則容認で一般

が、社員がこの後、B事業場で 4 時間働くこ

化されることになれば、このような解釈も変

とを知りながら労働時間を延長するときは、

更を求められる可能性がある。

A事業場の使用者が時間外労働の手続きを要

現に、
「事業場を異にする場合」の解釈につ

するものと考えられるといった見解が示され

いて、
「同一の使用者の下で事業場を異にする

ている。

場合のことであって、労基法は事業場ごとに

すなわち、その社員を一定時間以上使用す

同法を適用しているために通算規定を設けた

ることにより、時間外労働をさせることとなっ

のである、と解してもよかったと思っている」

た使用者がその負担を負うべきであり、必ず

とする見解もあり（菅野和夫『労働法 第11版

しも 1 日のうちの後の時刻の使用者でもない

補正版』
［弘文堂］464ページ）
、兼業（副業）

し、また後から雇い入れた使用者でもないと

によって使用者を異にする場合、労働時間を

いった見解が示されていることに併せて留意

通算しないという解釈も十分可能であろう。

しておく必要がある。

今後、兼業（副業）が原則容認の方向に社
会が動いていくのであれば、これまでの解釈

❸今後の可能性
以上が、本稿執筆時点（平成29年 3 月10日）
での通説・行政解釈の考え方である。私見で

を変更し、兼業（副業）がなされた場合、原
則として労働時間は通算しないという解釈を
採用すべきではなかろうか。

Q13

兼業（副業）をしている社員の
業務災害および通勤災害における労災保険は
どのように適用されるか

A

それぞれの企業との雇用関係に基づいた適用がなされる

❶業務災害
まず業務災害を検討すると、A社で 8 時間
勤務している社員がB社で兼業（副業）した

①A社での勤務時間中における業務災害は、
A社での労災保険の対象となる
②B社での勤務時間中における業務災害は、

場合における業務災害の労災保険は、次のよ

B社における労災保険の対象となる

うな適用関係になる。

すなわち、労災保険に係る給付額は、発生

14
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した災害に関わる事業場から支払われていた
平均賃金を基に算定されることになる。
それゆえ、①の場合であれば、A社におい
て支払われていた平均賃金を基に労災保険上
の給付がなされることになり（B社との関係

❸今後の可能性
以上が、本稿執筆時点（平成29年 3 月10日）
での一般的な取り扱いであるが、このような
労災保険上の取り扱いにも問題点がある。
例えば、本業先であるA社での勤務での賃

では通常、私傷病休職扱いとなるであろう）、

金が高い一方、兼業（副業）先であるB社で

②の場合であれば、B社において支払われて

の賃金が低い場合において、B社での業務や

いた平均賃金を基に労災保険上の給付がなさ

通勤との関係で被災した場合、賃金が低いB

れることになり（A社との関係では通常、私

社での平均賃金を基礎とした労災保険上の給

傷病休職扱いとなるであろう）
、A社およびB

付しかなされなくなる場合に顕著となる。こ

社の平均賃金が合算された計算がなされるも

の場合、その社員が喪失した稼働能力（A社

のではない。

＋B社）と現実に支払われる労災保険上の給
かい り

付（B社のみを基準）との乖離が顕著なもの
❷通勤災害

となるからである。

次に通勤災害を検討すると、A社で 8 時間

なお、A社からの何らかの補償を期待され

勤務している社員がB社で兼業（副業）した

るかもしれないが、このような場合、A社に

場合における通勤災害の労災保険は、次のよ

とってみればA社とは無関係な災害に被災し

うな適用関係になる。

ているにすぎない以上、通常、私傷病休職と

①自宅からA社までの通勤における災害は、

して対応せざるを得ない。そのため、A社が

A社での労災保険の対象となる
②A社からB社までの移動における災害は、
B社での労災保険の対象となる
③B社から自宅までの帰宅における災害は、

私傷病休職について無給扱いとしていれば、
A社から賃金が支払われることはない。
現状、兼業（副業）原則禁止が一般的であ
るため、このような問題が着目される機会が

B社での労災保険の対象となる

少なくあまり問題視されていないが、このよ

すなわち、業務災害と同様に通勤災害の場

うな取り扱いには違和感を持つ方も多いので

合も、労災保険に係る給付額は、A社および

はないだろうか。

B社の平均賃金が合算されて計算されるので

そもそも、労災保険制度の目的は、社員が

はなく、それぞれ対象となった企業における

被災したことによって喪失した稼働能力を

平均賃金によって算定されることになる。

填補することにある以上、労災保険上の給付

それゆえ、①の場合であれば、A社におい

てん ぽ

額の算定においても喪失した稼働能力を的確

て支払われていた平均賃金を基に労災保険上

に反映させることが求められるべきであろう。

の給付がなされることになり（B社との関係

そうであれば、兼職（副業）している社員

では通常、私傷病休職扱いとなるであろう）、

における労災保険上の給付額についても、業

②の場合であれば、B社において支払われて

務災害および通勤災害の場合を問わず、それ

いた平均賃金を基に労災保険上の給付がなさ

ぞれの企業から支払われていた平均賃金を合

れることになり、③の場合であれば、B社に

算した額を基礎として算定すべきといえよう。

おいて支払われていた平均賃金を基に労災保

今後、兼業（副業）が原則容認されるよう

険上の給付がなされることになる。

になった場合、このような労災保険上の問題
点も着目される可能性があり、今までの取り
扱いが変更される可能性もあろう。
労政時報〈付録〉 第3928号/17. 4.14
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Q14

本業では時間外労働がほぼない中、
無許可で兼業（副業）をしていた社員が
長時間労働を原因として過労死した場合、
本業の会社は損害賠償責任を負うか

A

損害賠償責任を負わない

❶損害賠償責任
社員が長時間労働を原因として過労死した
場合、企業に対しては、安全配慮義務（労働

業（副業）を行っていること自体を把握する
ことは極めて困難である。
さらに、設問の本業となる会社では時間外

契約法 5 条）違反や使用者責任（民法715条）

労働がほぼないとされている以上、会社や会

に基づき損害賠償責任を追及することが考え

社の労働時間管理の担当者に対し、社員が無

られる。ただし、これらの責任は当然のこと

許可で兼業（副業）を行っていただけではな

ながら無過失責任ではなく、企業に損害賠償

く、過労死に至るくらいの長時間労働をして

責任が認められるためには、故意または過失

いたことまでの予見義務や予見可能性を要求

が必要となる。

することは極めて酷であり、不可能を強いる

すなわち、安全配慮義務違反に基づく損害

ことになりかねない。

賠償責任が発生するためには、企業が安全配

そのため、本業となる会社や会社の労働時

慮義務に違反することについての故意または

間管理の担当者に対し、そもそも予見義務に

過失があったことが必要となる。また、使用

裏づけられた予見可能性を肯定することもで

者責任に基づく損害賠償責任が発生するため

きないし、結果回避義務を肯定することもで

には、過労死した従業員の労働時間管理を

きないだろう。

行っていた社員等について故意または過失が
最低限必要となろう。

なお、当該社員の遅刻が多かった、いつも
眠そうにしていたといった事情から長時間労

このように損害賠償責任という法的責任が

働の可能性に気づくべきであったとする見解

発生する場合、故意または過失が必要となる

も予想されるが、私生活上での単なる夜更か

ところ、過失については、予見義務に裏づけ

し等も十分考えられる中、そもそも労働時間

られた予見可能性があることを前提に、結果

以外の時間は社員の自由に委ねられるべきも

回避義務に違反した場合に過失が認められる

のである以上、労働時間以外の時間における

と考えられる。

社員の兼業（副業）に伴う働き過ぎまで、本
業である会社や労働時間管理の担当者に対し、

❷設問の検討
設問の会社では兼業（副業）が原則禁止さ
れ、許可制が採用されている。それゆえ、兼
業（副業）を行っている社員から兼業（副業）
の許可申請がなければ、会社として社員が兼
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予見義務に裏づけられた予見可能性や結果回
避義務を要求すべきでないことも明らかであ
ろう。
以上より、設問における本業の会社では損
害賠償責任を負わないと考えられる。

