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社会法研究会報告

関する学説の動向⁝

1西独公勤務者のストライキ権に

はじめに
四独公劫務法︵O質疑g耳︵一塁O箒閣三︸畠窪Oぎ塁8も・︶に㍑h
統的に︑公法土の勤務および忠誠関係にたつ宮吏︵ご弓＄§ε︶を

︵﹀灘ゆq窪牢・

﹂規律する三宮法と私法上の雇用契約関係に．たつ公勤畜褄川者
︵﹀吾①幽3①汀⇒窪陣ヨα離窪ユ一〇一三pU一①塁￠一職︑貝

ご9︶︑労務者︵﹀搬σ9冨H︶一を規．律する労働法とに二．分され︑

両法は根本的に相契なる法域に属するものと把握されてきた︒
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す問題提起のなかで再構成を試み最近の学説を中心に考察する
︵3︸
ことにある︒

一︑基本法︵ΦQ︶九条三項は宮吏．を含むすべての被用者に

対して団結自由︵＜嬢のぎ蒔養αqω律￠ぎ￠⁝蝕︶を保睡するが︑一部
︵5︾

の誰を除いてストライ潅の保障を含まないと解する学説が

支配的である︒これを受けて連邦宮吏法︵切ごロO︶九︸条︑官吏

法墓準法︵剛夷篤O︶五七条は二本七九条三項を確認して 琶艮の
︵6︾
団結自由のみを保障し︑㌧．説の支持を得ている︒官吏法⊥︑ス
︵7︾

トライキ権にふれた胆疋は職裂代表法︵勺くO︶五五条を除いて

﹁職業宮町制度の伝来の諸

9富O讐＆αq霧馨N￠号ω⇔⇔費二δげ勲§牢葺§謀︶

︵︑一︑器⊆σ騨︶象9＃︶︑

存論せず︑後述のように判例︑学魂は某本法三三条四項と五項
の﹁誠実義務晶

原則﹂︵密￡3謙

︵8︶
を根拠にこれを膏謁する．︑この現行法の素描から次のことが指

戦後

他方︑ この西独肩法制およびこれを支える国論に抗し︑

摘できょう︒ワイマール葱法⁝五九条を継受した基本法九条三

へ

の．公共務法制をめぐる社会的︑ 経済灼基盤の変動を反映した

項﹁および宿吏法上の団結権保障規定は冒更をも被用者として把

ヘ

理論︑ 即ち公勤蕊法統 化の理論がワイマールおよびナチス

握すろのであり︑r支のストライキ権を否定する支配説の捉え

﹁官庭の

労働者性﹂︵2・げΦ両3魯ヨ輿￠茜窪ωoげ餌津︶も否定され団結権すら

根拠とする基本俵︑二．⁝条四および五項を顧慮すれば︑

るγ︑丈像との明らかな矛盾を呈している︒すなわち︑支配説の

ヘ

時代とは相違した御点t共本法を支えつ﹁自由で民．主的な社会
︵1︾
的法治国家の理念一を基︑礎に有力にt張されてきた︒こうした
議論は⁝九七〇年公勤務法調査会の貨︑限を促がし︑同調窪会は
昨年の五月公勤務法統一化の理論を提唱した報占書︵．．︸オニ︒ぼ
︵2︸
口銭滴§§簡器陣§︑︐︶を連邦孜府に提出した︒ここでの報告の課

︵沁︶

︵9︶
否定されるのではないかという問題である︒かってワイマール
︐戦法時代︑立法論としてのみ意義をもち得たジンツハイマー教

授の並行の労働者性肯疋繭は現行法においては当然のことヒし

題は︑伝統的な．公所．務法︸誰政策を前提に︑官吏にはストライ
キ権を否冗︑公勤務被用者にはこれを．肖．止した公法学および労

て処理されている︒

︵11︾

働法学の支配説を批判し︑この周題を公勤務法の根幹をのるが

ゆ

蕪
雑

二︑公勤務被用者︵職員︑労務者︶のストライキ権の保障は

度の伝来の原則とし・ストライキ禁止の根拠を求める見瓢につ

の俸給を含めた勤務条件が法律事項とされていることを官吏制

らないという点である︒③官吏関係の公法的性格を基礎に官吏

︵20︶

判例︑学説上肯定され︑実務上もこの前提にたって運用されて

いては︑基本法七三条一七五条との関連で︑法律事項化は官吏

︵13︾

きた︒従って議論の焦点は官吏のそれについてである︒ところ
︵14︶
で官吏のストライキ権について判例は形成されていない︒支配

の資格任用制の採用による官吏の平等待遇原則の表現として確

立をみた点︑現代においては官吏関係の法的規制は︑社会国家
︵22︶
的保障の前提的形式である点が考慮されるべきである︒④スト

︵12︶

的学説の論拠は主として官吏関係が﹁公法的勤務および忠誠関

であることとストライキ禁止が﹁職業官吏制度の伝来の諸原

ライキにおける官吏と他の被用者との法的不平等性を主張する

ハ門同Φ＝①︿OHげ餅一醗鯵一ω︶

則﹂の内容であることの二点である︒この支配説については︑

根拠はすでに解消した︒官吏の終身雇用制と雇用契約の解約告

係﹂︵03中①づけ一一〇プ．﹃①σプ枠一一〇ザ①ω 一︶一〇づψ梓5￠⇔像

すでにわが国で詳細に紹介されているので以下その問題点を指

︵15︶

摘することとする︒①私法上の雇用契約関係に横たわる﹁誠実

知義務を課した従来の個人主義法的労働争議理論との予盾は︑
戸23︶
周知のしd︾O︿8卜︒c︒・一●お誤判決により解消している︒た

︵16︶

義務﹂と官吏関係の中心的指標たる﹁誠実義務﹂とは異なる内

とえストライキに際し解約告知を要求しても︑それは終身官吏

︵24︾

UdΦ9ヨ仲Φ︶にのみ妥当し︑他の官吏︵しd＄8冨

津︒げρ惹αΦ凌二厨bd8ヨ什Φ︶には採用し得ない論拠である︒こ

ｳび①コNΦ一拝

容をもつのかどうか︒誠実義務とストライキの調和的秩序形成
を原則とする社会的法治国家の理念と相反しない特質をこの概
念に設定しうるであろうか︒とくに等しく公行政に従事する被

のほか官吏のスト蔵品定説に対しては種々の問題が提出されて

︵17︶

用者たる職員と当局間で締結した労働協約で官吏と類似の義務

いる︒

︵18︶

を条項化されている現在︑義務の面での比較は意義を喪失し︑

三︑最近に至り否定説の批判的検討にたった官吏のストライ

︵25︶

むしろ雇用関係上の官吏の特権︵例えば終身官吏の制度︶を明

キ権の原則的肯定説が有力に提称されている︒これには︑各種

給付行政︵閃貯ω︒嶺Φ＜①﹃≦巴叶巷σq︶の拡大による公勤務内での

⁝

確にすることの方が重要である︒②果して官吏のストライキ禁

官吏団体の権利主張︑連轍道労組︵§︶︑連邦郵便労組︵

の問題への判例法の全く存在しない現状では重要な課題であ

労働法と官吏法の接近︑同化現象が重要な背景をなしている︒

︵26︶

止は官吏制度の原則であるかの問題の検討のために官吏制度の

O男O︶等の遵法闘争の増加とともに︑公行政の機能変化︑特に
︵28v

り︑この際考慮を要することは自由で民主的な社会的法治国家

それは︑職員︑労務者を対象とした労働協約における官吏の義

︵19︶

発達史および基本法三三条五項の成立史を回顧することは︑こ

の理念︵基本法秩序︶に対立的内容をこの原則に算入してはな

鼠
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へ

ところで凍則出講定論の論拠を概観してみよう︒①基本法三三

化︑解．雇制限法理の拡充などを含む広範な領域に及び︑極言す
︵29︶
ると︑官吏の特質は終身雇用原則を残すのみとなるに至った︒

的発達による退職および遺族年金と恩給および遺族扶助の均等

℃Φ騒〇三8鉱色け︶の特殊形態として保障され︑したがって同条

人格発展の権利︵O霧ヵ需窪p警急Φ児斑①団葺冨岸§σq︒︒①ぎ⑦

二条の自然的行為の臼由︵島Φ葛呂益9Φ＝言詞§σQω邑冨潔︶︑

る︒たとえば官吏のストライキ権は他の被用者と同じく基本法

て︑官吏と他の公勤務被用者⑳スト権を統一的に論理構成す

四︑このように︑原則的肯定論は否定説の批判的検討にたっ

条五項﹁職業官吏制度の伝来の諸原則﹂はその展開過程からみ

社会保障の継続

て官吏のスト禁止政策を含むものではなく︑この解決は連邦官

の明記するように︑ ﹁他人の権利を侵害したり︑ 基本法秩序
︵34︶
や道徳律に反しない限度で﹂保障されるとする︒この限界の究

務と同一の茂務の条項化︑ 賃金格差の解消︑

︵30︶
吏法に委任したものと判断される︒しかし政府法案︵∪2菊Φひq・

明は個々の官吏の︵同様に他の公勤務者の︶職務とその停止に

よる公共生活への影響との個別的比較衡量により得られると結

δ噌§αq器曇をξ費仁ヨしdゆρお．一一．お銀︶五七条︵禁止規定︶

︵31︶
は連邦議会︵官吏法委員会︶で削除された︒したがって官吏の

論づけるのである︒そして︑官吏を含めた全ての公務従事渚の

ストライキ権の行使においては︑その職務の公共性との関係か

︵35︶

ストライキ禁止は法制上の根拠をもつものではなく︑現在的課
題として残されている︒②基本法は高館的権能︵霞︒ぴ箪鴇87

ること︑ストライキにおいては緊急労働︵Z9ω冨5審吋ぴ魯臼ご

ら︑具体的に︑ストライギ権の行使は必要かつ最少限のものであ
O一匹ω樽と︒ユ↓鴨2Φ・

厳寒︶の行使を官吏︵︒﹀づσq9曾薦ωα①ω窪8記号︒げ窪U帯⇒ω亨
滞ρα冨ぎ①ぎ①髭O罐甲三囲ぢげ−﹃2︸ρ葛︒げ露

が確保されていること︑および保安業務︵肖誉巴酢ニコσqの鎚暫岸Φ桝μV

官吏の

︿Φ︸巴9一ω鳥撃⑦コ●．．︶に委託する︵三三条四項︶が︑

の継続という三要件が課せられるとする︒

び

職務はこの古典的専権行政︵類9巴房くΦ憎ぞ紀什§ひq︶を中心に経

む す

以上は西ドイツ公勤務法制におけるスト権法理の考察によ

済行政︑給付行政の広範な傾域を包含する︒従って特別の﹁誠
実義務﹂は重大な自己責任と命令権を有する高権行政官吏︵終

り︑わが国の問題解決の技術的示唆を得る目的から︑社会法研

︵32．︶

身官吏︶にのみ妥当する︒③すなわち公勤務における官吏法と

究会︵一九七三年四月︶で行なった報告の概要である︒

室井力﹃特別権力関係論﹄︵一九六八年︶二＝二頁以下は︑

ヴァッケの提唱する統一化理論︵5．8溶℃N二憎Z窪αqΦ露p葺岬轟

ω

労働法の同化は両覇集団灼労働法上の地位の同化を道琴くと
する法社会学灼考察︒④前述の連邦労働裁判所のストライキと
労働契約関係についての判示は終身雇用原則とストライキ権と
の法的矛盾を解消する︒
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深瀬﹁ドイツの団結権・争議﹂

轟︒藝−餐Φ旦p鋤O︵ω．ω卜︒Φ︶●

﹃労働法講座八巻︵上︶﹄

血窃じロ＄巨①籠8算鴇︾O尋9お㎝O＼㎝ごω・ω㊤O卑︶の紹介であ

＜σq隔昏竃

九五九年︶︻七八八頁以下参照︒
㈲

る︒

座談会﹁西ドイツの立法と法学﹂ジュリスト五四二号＝

︵一

被用者とともに公勤務被用者と定義され同等待遇を受ける︒︶

②
㈲ 西独公勤務者の労働基本権を論じた最近の論稿として︑近

に争議不介入の義務を課しているごとを根拠にストライキ権

同法第五五条二項が職員代表機関．︵この法律上官吏は他の

藤﹁西ドイツにおける公共労働﹂︑ ﹃公共労働の研究﹄季刊

を肯定する見解も⁝部存在するが︵O一①貫O機§O蹄鋤αq雪α￠ψ

㈲

法律学二九号＝三二頁以下︑久保﹁西独公務員の労働基本権

GQ窪色ζ2葺℃言雛おΦ︒︒噂Qっ淑︒︶疑問視されている︵Z陣ζωoF

︑一一二頁の塩野教授の紹介︒

と労働組合﹂学会誌労働法二七号一五九頁以下︑塩野﹁西ド

︶︒

切①暮臼ヨ碧乞惹︶窪島⑦︾！

︿σqだ竃碧σqo幽舞−遷①剛二．99ρ﹀暮●Φ︾下り≦ω島蝉

閃拶ヨ∋

一⑩刈ごω●一◎oO暁●

くσq溜

従てっすべての公勤務者が組合員資格を有する︒官公労働

一紹ご

O三内︒巴阿二〇塁■β昌瓢QQ酢N￠一すg算︵τ門

出煽g干2闘謹︶①a塁る帥ρω●①お駿∴δ①諺8．じ⇒＄ヨ冨コω嘗Φ寒り

二三99＾ζ9§今8ず門ρごd9署＼卜︒︾一⑩①PQ︒．㎝鵯︹α刈N︺唱

⊆ρ○瀞9一帥9践蛍①諺r．ぎ

㈹

g︒鋤ρQn●一念

以下参照︒
＜αq一●溶︒①＝﹃2筥⑦さU①暮ωoゴ①ωω藍碧巽gプ計一⑩も

ωりQo●㎝ご

イッ公務員法制の現代的諸問題﹂ジュリスト四一五号一＝頁

ω

密くΦ罫℃O一ゆ二〇αOプΦ﹁ω讐Φ一ズ￠コ鎚ω嘗9守8ゴ戸︸N一⑩㎝ωω●①れO筆二

QりE雷デ﹀げ①昌脅9ダじd二3犀冨僻・

①㎝ご︾げ魯曾︒多肉ω零①郎隼コ創く既富ω望昌σeの﹃8ぽ貯儀巽
ヨ︒焦⑦餐Φ鐸UΦヨOズ冨ユρぎ

翻

＜σq一●ωぎN滞剛ヨΦぴ02孟昌ゆq①︵剛＄＞3①申毎﹃8茸ω

ごご聾8冨ρお刈PQQ●一㊤P

⑳

ωωω①一養し

刈﹀￠P ㎝

一二び①同く興≦巴ε昌σqo︒ω寅碧毎乙ωoN陣巴ΦU①∋o閃話江￠℃一⑩3．

＜αq一一ud＞02一≦お毅ω・Q︒◎︒卜︒脳謀蔭8閃−Z一℃需乙︒ざ

ω ︒ ①⑩開二刈一●

㈲

cu斜目＼bo曽︑一㊤刈Pω．㊤一b◎竃∴︼≦ゆ雛σqo一傷ぐ二一⑦一PU器じ⇔o嵩嵩巽

O︻二嵩鳳αq⑦ω⑦欝噸一﹀⊆m．uご倉一︾一⑩0ご﹀一︐戸⑩︾5§＜麟bの嚇
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者組合の態様について︑＜σq︻●団σ曾僧O器勾①6算魁⑦ωo−留鼻8

一ドず窪U言口審ρω篇︒︒︒久保︑前掲学会誌．一六九頁以下︑垢
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