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最近話題の AB 5・AB 2257 労働法に基づく独立請負業者と
正社員の分類の違いについて 

最近 Uber や Lyft の労働法問題に関するニュースをよく耳
にしますが一体何の騒ぎなのかと不思議に思われる方も多い
かと思います。カリフォルニア州の雇用法・労働法は毎年の
ように書き変えられ、法律は常に時代と共に進化しておりま
す。雇用主、労働者、従業員の皆様が米国・カリフォルニア
での雇用法・労働法をしっかり把握しておくことによって、
多くの法的トラブルを避けることができます。 

AB 5 の説明：AB 5 とは Assembly Bill 5 と言う意味で、正
式には California Labor Code Section 2750.3 と呼ばれ、
2019 年 9 月 18 日に制定された独立請負業者と正社員の違
いに関するカリフォルニア州の労働法です。それは、2018
年にカリフォルニア州最高裁判所が下した Dynamex 
Operations W. Inc.  対 Superior Court と言う判決を基に制
定された “ABC Test”と呼ばれる労働法でした。しかし最
近、2020 年 9 月 4 日に “AB 2257” (Assembly Bill 2257)が緊
急発令されたことにより、新たな労働法 Cal. Labor Code 
Section 2775 が制定され、以前の労働法 (AB 5・Cal. Labor 
Code Section 2750.3) による独立請負業者と正社員の違いに
関する解釈が大きく書き直されました。 

なぜこの法律が大事かと言うと、雇用主としては、この先誤
った労働者の分類を行ってしまうと、誤分類 
(Misclassification)と言う訴因が発生し、様々な法的責任と
多額のペナルティを被る恐れがあります。正社員であるの
に、独立請負業者として誤った分類をされてしまったら、労
働法や差別禁止法等の法的権利の保護が無くなり、病気やケ
ガ休暇等の手当が無くなってしまう恐れがあります。 

以下は今現在有効である最新法令、Cal. Labor Code 
Sections 2775-2787（カリフォルニア労働法第 2775 条~第
2787 条）を簡単にまとめたものです。雇用主・従業員の皆
様が共にこの労働法をしっかり理解しておくことによって
後々多くの法的問題を防ぐことが可能となります。 

＊注＊この書面には以前まで有効だった労働法との比較や
分析、又は法的アドバイス等は全く含まれておりませんの
で、この書面に関する責任は一切負えません事をご了承願
います。 

 

 

議会労働法案第 2257 号(AB 2257）で制定されたカリフォル
ニア労働法第 2775-2787 条のまとめ： 

労働法第 2775 条： 
 
以下 2 件の雇用法に関する重要なカリフォルニア州最高裁判
所の判例引用：（i）Dynamex（Dynamex Operations W. Inc. 
v Superior Court (2018) 4 Cal.5th 903 および（ii）Borello
（ SG Borello ＆ Sons 、 Inc. v Department of Industrial 
Relations (1989) 48 Cal.3d 341. 
 
カリフォルニアで賃金のために労働またはサービスを提供す
る従業員はすべて、雇用主が以下 Dynamex ケースで必要と
される ABC テストの 3 つの条件を全て満たさない限り、CA
労働法、CA 失業保険法、および産業福祉委員会の賃金命令
の もと、 独立 請負業 者では なく 正社員 と見 なされ る。
Dynamex test の３つの条件とは： 

（A） 職務の遂行に関し契約上も、そして実質的に
も、雇用主の管理と指示を受けない。 

（B） 労働者は雇用主の通常業務の範囲外の職務を
行っている。 

（C） 労働者は独立して確立された事業・業務を通
常から行い、雇用主の事業と同じ性質の事業
に従事している。 

次に、上記の 3 部構成の Dynamex ABC テストが法的例外の
根拠に基づいて適用できないと裁判所が判断した場合、正社
員又は独立請負業者であるかの決定は Borello テストで実行
する必要がある。労働法第 2775 条には、その Borello テス
ト（「多要素」テストとも呼ばれる）の詳細な説明は含まれ
ていない為、以下簡単に説明します。  

Borello テストとは、雇用主の作業方法や手段に対する管理
の必要性や、その他の様々な要素に左右され、単一要素によ
り決定されないため、関連する可能性のあるすべての事実全
体を考慮する必要があるテストです。考慮しなければならな
い Borello テストの要素とは： 

1. 労働者が雇用主とは異なる職業または事業に従事
していることを主張しているかどうか。 

2. 実施された作業が雇用主の通常の事業の一部であ
るか、不可欠な部分であるか。 

3. 雇用主または労働者が手段、ツール、および作業
場所を提供するかどうか。 

4. 労働者がビジネスや仕事に必要な設備や資材等に
投資したかどうか。 

5. 提供されるサービスに特別なスキルが必要かどう
か。 
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6. 職業の種類、および仕事が通常雇用主の指示の下
で行われるか、もしくは監督なしで専門家によっ
て行われるか。 

7. 労働者の管理スキルに応じた利益または損失の機
会があるか。 

8. サービスが実行される期間。 
9. 仕事上の関係の永続性の程度。 
10. 支払い方法（時間別または仕事別）。 
11. 労働者が自社で従業員を雇用しているかどうか。 
12. 雇用主が自由に解雇する権利を持っているかどう

か、または解雇により元従業員が契約違反の訴訟
を起こすかどうか。 

13. 労働者と将来的な経営者が雇用主と正社員の関係
を築いていると信じているかどうか（この事実だ
けでは法的に決定的ではない）。 

 
注：裁判所では、状況に応じて、Borello 多要素テストの
様々な要素を強調しています。 例えば、雇用主が労働者の
仕事の詳細を管理していない場合でも、(1）雇用主が業務全
体の管理を保持していて、（2）労働者の義務が雇用主業務
の不可欠な部分であり、その上（3）作業の性質により、詳
細な管理が不要である場合は、その労働者は正社員と見なさ
れることもあります。(例：Yellow Cab Cooperative、Inc. v. 
Workers ’Compensation Appeals Boards (1991) 226 
Cal.App.3d 1288). 
 
労働法第 2776 条： 

労働者が個人事業主、パートナーシップ、有限責任会社、又
は有限責任パートナーシップの法人としてサービス提供の契
約書を相手側（事業法人、公的機関または準公社）と交わし
た場合は上記の第 2775 条・Dynamex テストから例外と見な
され、以下基準を全て満たさなければ雇用ステータスは
Borello テストで決められる： 

(1) 仕事の遂行に関して、契約のもと、そして実
際には、雇用主の管理と指示を受けていない。 

(2) 雇用主のクライアントでは無く、雇用主に直
接サービスを提供している（ただし、定期的
に他のビジネスと契約し、従業員が契約サー
ビスを単独で行う場合はこの項目から除外さ
れる）。 

(3) 契約は書面で締結され、実行されるサービス
の支払い額（該当する支払い率を含む）とサ
ービスの支払い期日等が契約書に明記されて
いる。 

(4) ビジネスライセンスまたはビジネス税の登録
を必要とする管轄区域で作業が行われる場合

は、必要なビジネスライセンスまたはビジネ
ス税の登録を取得してある。 

(5) ビジネスの所在地・場所が契約先とは別であ
る。 

(6) 実行される作業と同じ性質の作業に通常から
従事している。 

(7) 他のビジネスとの契約が可能であり、同じま
たは類似したサービスを提供し、雇用主から
の制限なしに顧客を維持できる。 

(8) 同じまたは類似したサービスの提供が可能で
あることを公に宣伝している。 

(9) 業務の性質に応じて、サービスを実行するた
めの独自のツール、車両、および機器（専有
材料以外）を提供している。 

(10) 料金交渉が可能である。 
(11) 業務の性質に応じて、独自の時間と業務の場

所を設定できる。 
(12) 請負業者のライセンスが必要とされる種類の

作業を行っていない。 

労働法第 2777 条： 

以下のサービス業で、法人として派遣会社、又は紹介代理店
等との契約書に基づいて提供する労働者は上記の第 2775
条・Dynamex テストから例外と見なされる。 

(1) グラフィックデザイン  
(2) ウェブデザイン  
(3) 写真撮影 
(4) 家庭教師 (教育機関や私立校と契約されてい

る教師は抜く)  
(5) コンサルタント  
(6) 青年スポーツコーチ(教育機関や私立校と契

約されているコーチは抜く)  
(7) ゴルフキャディー  
(8) ウェディングまたはイベント企画サービス 
(9) 小規模な家の大工・修理  
(10) 引っ越し  
(11) 家事等のサービス代理業(errands)  
(12) 家具組み立て 
(13) ペットケアサービス（ペットホテルも含む）  
(14) 犬の散歩  
(15) 犬のグルーミング  
(16) ピクチャーハンギング（picture hanging） 
(17) プール洗浄  
(18) 庭掃除  
(19) 通訳者(認定または登録された通訳者のみ)  
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(20) 上記には用務サービス、配達、トラック運送、
農業労働、小売、伐木、在宅介護、土建サー
ビス業務等は含まれておりません。   

上記サービス業に関して、派遣会社又は紹介代理店が以下の
基準を全て満たさなければ、雇用ステータスは Borello テス
トで決められる: 

(1) 職務の遂行に関し契約上も、そして実質的に
も、派遣会社又は紹介代理店の管理と指示を
受けていない。 

(2) ビジネスライセンスまたはビジネス税の登録
を必要とする管轄区域で作業が行われる場合
は、必要なライセンスを既に持ち、そのライ
センス認証書を派遣会社又は紹介代理店が三
年間保持しておく。 

(3) ライセンスが必要な作業を請負業者が行う場
合は、そのライセンスを持っていることを示
す事ができる。 

(4) 専門的なライセンス、許可、認証、または登
録等が必要な場合はライセンスがあると言う
認証書を派遣会社又は紹介代理店が三年間保
持しておく。 

(5) 紹介代理店や派遣会社の名前でサービスを提
供する必要無く、個人名で提供できる。 

(6) 独自のツール、および機器を提供する。 
(7) 実行される作業と同じ性質の作業を通常従事

している。 
(8) 紹介代理店からクライアントを維持すること

を制限されず、他の場所で自由に仕事を探す
ことができる。 

(9) 紹介代理店からの差し引き無しに、独自の就
業時間と業務内容をクライアントと直接、設
定・交渉できる。 

(10) 紹介代理店からのペナルティ無しに、クライ
アントとの契約を自由に受け入れたり拒否す
る事ができる（契約違反の場合には当てはま
らない）。 

労働法第 2778 条： 

雇用主が以下の要素を全て満たさなければ、下記専門サービ
ス業者の雇用ステータスは Borello テストで決められる。 

(1) 労働者個人が雇用主とは別の（住居も含む）事業
所を維持している。（実際働く場所は雇用主の事
業所でも可能である）。 

(2) この労働法発効日から 6 か月以降から行われ、ビ
ジネスライセンスや専門的なライセンス等が必要

な地域内で仕事をする場合は、労働者個人が必要
なライセンス等を既に取得してある。 

(3) 労働者個人でのサービス料金交渉が可能である。 
(4) プロジェクト完了日と妥当な営業時間外では独自

の就業時間設定が可能である。 
(5) 実行される作業と同じ性質の作業に通常から従事

していて、他のクライアントにも同じタイプの仕
事を提供する事が可能であることを提示している。 

(6) 通常、サービスの実施において裁量権と独立した
判断を行使している。 

専門サービス（“Professional services”）とは以下を含む： 

(A) マーケティング 
(B) 人事担当者（Human Resource Administrator） 
(C) 旅行代理店 
(D) グラフィックデザイナー 
(E) 研究助成金申請書作成業者 
(F) 美術家（Fine Artists） 
(G) 認可された IRS エージェント 
(H) 独立販売組織を通じた支払い処理エージェン

ト 
(I) 書面による契約に基づき、映画、テレビ、劇

場以外の場でサービスを提供する写真家、フ
ォトジャーナリスト、ビデオグラファー、写
真編集者、デジタル コンテンツ アグリゲー
ター（他でも働く事が可能である前提） 

(J) 書面による契約に基づいてサービスを提供す
るフリーランス筆者、通訳者、編集者、コピ
ー編集者、イラストレーター、新聞漫画家
（他でも働く事が可能である前提） 

(K) 書面による契約に基づいて活動する教育的な
ジャーナルや出版物向けのコンテンツ寄稿者、
アドバイザー、プロデューサー、ナレーター、
または地図製作者（他でも働く事が可能であ
る前提） 

(L) 以下の条件を全て満たす、資格のあるエステ
ティシャン、エレクトロロジスト（電気分解
療法専門家）、ネイリスト、理髪師、または
美容師： 

(1) 自分のレートを設定し、クライア
ントから直接支払われる。 

(2) 自分の作業時間を設定し、クライ
アントの数とサービスを独断で決
定できる。 

(3) 独自のクライアント リストを持
ち、自分でスケジュールを組む事
ができる。 
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(4) クライアントに提供するサービス
に必要な独自のビジネスライセン
スを維持している。 

(5) 雇用主の店舗（サロン等）でサー
ビスを提供する場合は、賃貸料を
収めた分の Form 1099 を雇用主に
発行している。 

(6) 2022 年 1 月 1 日以降に認可を受け
たネイリストはこの項目から除外
される。 

(M) 舞台芸術会社(Performing arts company) が 1
週間以内のマスタークラスを教えるために雇
った専門のパフォーマー・芸術専門家（「マ
スタークラス」とは、普段働いていない芸術
専門家が教える期間限定の専門コースを意味
する） 

(N) 認可された不動産鑑定士 
(O) 認可されたプロの森林管理者 
(P) 認可された不動産業者 
(Q) 認可された住宅診断士 
(R) 契約上も、そして実質的にも、職務の遂行に

関して雇用主からの管理と指示を受けない、
認可された差し押さえ機関 

労働法第 2779 条： 

個人同士又は個人事業主法人同士の間で契約書を交わし、単
発もしくは同じ場所で定期的に週に一回以下の間隔で行われ
るイベントの為にサービスを提供する労働者又は個人事業主
法人は以下の条件により労働法第 2775 条・Dynamex テスト
から例外と見なされる（ただし清掃員、配達、宅配便、輸送、
トラック輸送、農業労働、小売、伐採、在宅介護、または建
設サービスなどの危険度の高いサービス業は例外に含まれな
い）。 

(1) どちら側からもお互いの作業の実行に関しての
管理および指示を契約上、そして実質的に、与
えたり受け入れなくても良い。 

(2) 個人同士でのサービス料金の交渉が可能である。 
(3) 両個人同士が交わした契約書には、単発のイベ

ントで提供されるサービスの支払い総額と、各
個人に支払われる特定の料金が指定されている。 

(4) 個人同士お互い別の（住居も含む）事業所を維
持している。 

(5) 個人同士が独自のツール、車両、および機器を
提供する。 

(6) ビジネスライセンスや専門的なライセンス等が
必要な地域内で仕事をする場合は、個人同士が
必要なライセンス等を既に取得してある。 

(7) 契約上実行する作業と同じ性質の作業をお互い
が通常から従事していて、他のクライアントに
も同じタイプの仕事を提供する事が可能である
ことを提示している。 

(8) 他のビジネスとの契約が可能であり、同じまた
は類似のサービスを提供し、お互いを制限する
ことなくクライアントを維持できる。 

労働法第 2780 条： 

以下にリストされたサウンドレコーディングまたは楽曲の作
成、マーケティング、宣伝、配布に関連する職業は上記の第
2775 条・Dynamex テストから例外と見なされ、Borello テ
ストで雇用ステータスが決められる。 

(A) レコーディングアーティスト＊ 
(B) ソングライター、作詞家、作曲家、校正者、アー

ティストのマネージャー 
(C) レコードのプロデューサーとディレクター 
(D) サウンドレコーディングの作成に携わる音楽エン

ジニアとミキサー 
(E) サウンドレコーディングの作成に携わるミュージ

シャン・音楽家＊  
(F) ボーカリスト・歌手＊  

＊注: ( ロイヤルティ（使用料）の権利を持たない
レコーディングアーティスト、ミュージシャン・
音楽家、やボーカリスト・歌手は労働法に基づき、
組織化及び従業員としての権利を行使することが
できる) 

(G) 写真撮影、アルバムカバー、その他のプレスおよ
び宣伝目的の為に取り組んでいる写真家 

(H) 独立したラジオプロモーター 
(I) 主にサウンドレコーディングまたは楽曲の作成、

マーケティング、プロモーション、または配布に
関連するクリエイティブ、制作、マーケティング、
または独立した音楽広報サービスを提供すること
に従事するその他の個人 

(J) シンフォニーオーケストラ・テーマパーク・遊園
地・劇場等での講演、又は 1500 人以上の観客がい
る 場で の主 演（ ヘッド ライ ナー ）、 もし くは
18,000 枚以上のチケット数を売るフェスティバル
等での単発のライブパフォーマンスの為に採用さ
れたミュージシャン・ミュージカルグループ 

(K) 以下四つの条件を満たす、オリジナル創作品の個
人パフォーマンスアーティスト： 

(i) 契約上、そして実質的に、パフォーマンス
全ての要素に関して雇用主から管理および
指示を受けない 
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(ii) パフォーマンスによって作成された自己の
知的財産に対する権利を保持する 

(iii) 仕事の性質に応じて、仕事の条件を設定し、
料金を設定または交渉できる 

(iv) 雇用者より何らかの形で罰せられることな
く、各個人のパフォーマンス契約を自由に
受け入れたり拒否したりできる 

しかし、以下２つの職業に当てはまる方は Dynamex テスト
で雇用ステータスが決められる： 

(A) 視聴覚作品のライブまたは録音されたパフォーマ
ンスに取り組んでいる映画やテレビの写真家や映
画撮影者を含む制作クルー 

(B) 独立した音楽広報担当者ではない広報担当者  

注：すべてのイベントにおいて、雇用ステータスの最終決
定は該当する労働組合とそれぞれの雇用主との間の団体交渉
協定または契約上の合意の諸条件の基で決められる。 

労働法第 2781 条: 

建設請負業者の元で作業を行う下請け業者(Subcontractor)
（ 個人又 は法 人）は 以下の 条件 を全て 満た さなけ れば
Dynamex テストから例外と見なされ、Borello テストで雇用
ステータスが決められる。 

(a) 書面による下請契約がある。 
(b) 下請け業者は州の請負業者認可委員会によって認

可されており、作業はその認可の範囲内にある。 
(c) 下請け業者が事業許可または事業税登録を必要と

する管轄区域に居住している場合、下請け業者は
必要な事業許可または事業税登録を持っている。 

(d) 下請け業者は、請負業者の事業所または作業場所
とは別の事業所を維持している。 

(e) 下請け業者は、仕事を実行するにあたり、人を自
由に雇ったり解雇したりする権限を持つ。 

(f) 下請け業者は、保険、補償義務、履行保証、労働
保証等によって証明された労働・サービスの過失、
または不作為に対する財政的責任を負う。 

(g) 下請業者は、慣例的に実施された作業と同じ性質
の事業に独立して従事している。 

(h) この法律は、2020 年 1 月 1 日以降に行われた建設
トラック輸送サービス（商用運転免許証の必要な
トラックの操作または車両の総重量定格が 26,001
ポンド以上の輸送サービス）を公共事業請負業者
として労使関係省に登録されている下請業者法人
が従業員又は自分でトラックを操作し、契約を交
渉し、直接報酬を受ける場合には適用されない。
2020 年 1 月 1 日以降に複数の建設用トラックを使

って運輸サービスを下請業者法人に提供する業者
はその複数のトラック運転手の従業員と見なされ
る。しかしこの法律は 2022 年 1 月 1 日に無効とな
る。トラックを所有する個人がトラック会社の従
業員として働き、その雇用の範囲内でトラックを
利用することは可能である。トラック運送会社使
用のために自分のトラックを提供する個人従業員
は、その個人トラック使用にかかった妥当な費用
をトラック運送会社から払い戻されるものとする。 

労働法第 2782 条: 

データアグリゲーター（データ集計者）とデータフィードバ
ックを行う個人は以下の条件を全て満たさなければ Borello 
テストで雇用ステータスが決められる。 

(A) データフィードバックを行う個人はフィードバッ
クの内容に関して、データ集計者から管理および
指示を受けない。（データアグリゲーターとは、
ユーザーインターフェース、製品、サービス、人、
概念、アイデア、提供物、又は経験に関するフィ
ードバックを収集する企業、研究機関、または組
織です。） 

(B) データフィードバックに対して支払われる対価は
最低賃金以上の金額である。（「最低賃金」とは
市または州の最低賃金のいずれか高い方）  

(C) データアグリゲーターにフィードバックを提供す
る個人は、独立した判断と裁量を行使する必要が
ある。 

(D) フィードバックを提供する個人はデータ集計者か
らいかなる形でも罰せられることなく、データ集
計者の要求を拒否することができる。 

労働法第 2783 条: 

Dynamex テストは以下の職業には当てはまらなく、かわり
に Borello テストにて雇用ステータスが決められるものとす
る： 

(a) 保険会社（保険局(Department of Insurance)から
認可を受けた個人・組織）又は保険および金融サ
ービス業界にて引受検査、保険料監査、リスク管
理、または損失管理業務を提供する者。 

(b) 医療事業体に専門・医療サービスを実行するカリ
フォルニア州で認可された医師および外科医、歯
科医、足病医、心理学者、または獣医。（個人事
業、パートナーシップ、または専門企業として組
織化された法人を含む）連邦法に基づく組織化お
よび団体交渉の権利は制限されないものとする。 
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(c) カリフォルニア州から認可を受けた 弁護士、建
築家、景観設計家、エンジニア、私立探偵、また
は会計士。 

(d) 証券取引委員会又は金融業界規制当局から認可さ
れている証券ブローカーディーラー又は投資顧問
とその代理人及び代表者。 

(e) 失業保険法第 650 条に記載されている直販販売員
（ただし、雇用条件から除外と見なされている場
合に限る）。 

(f) 安全衛生法に基づく製造住宅販売員。 
(g) アメリカの船で働く商業漁業免許を持つ商業漁師

（漁船舶整備員等は含まれるが、訪問者またはゲ
ストは含まれない）。商業漁師は失業保険の給付
を（延長されない限り） 2023 年１月１日まで受
ける資格がある。 

(h) 新聞社と契約を結んでいる新聞販売業者、および
新聞配達業者。この法律は議会によって延長され
ない限り、2021 年 1 月 1 日に無効となる。 

(i) US DOS（アメリカ合衆国国務省）に認可された
国際交流訪問者プログラムに従事している国際交
流プログラム実施者（参加者は含まれない）。 

(j) 競技の結果を決定したり、競技の規則を施行した
りする目的で、裁量と独立した判断の行使をする
専門知識を備えた競技審査員。アマチュア審判ま
たは審判も含まれる。 
 

労働法第 2784 条: 

保険法で認可されているモータークラブ（AAA 等）を通し
て別の独立した事業サービス（けん引サービス等）を提供す
る第三者の雇用ステータスは Borello テストで決められる。 

労働法第 2785 条: 

上記労働法第 2775 条は既存の法律を変更するものではなく、
産業福祉委員会および労働法の賃金命令の法律を宣言するも
のである。また、労働法第 2776 条から第 2784 条が雇用主
の責任を免除する限り、法律で認められる最大限の範囲で、
既存の請求および訴訟に遡及的に適用される。この法律は
2020 年 1 月 1 日以降に実行されるすべての作業に適用され
る。また、雇用主が上記の第 2776 条から第 2784 条に記載
されているすべての条件への準拠を実証できる場合、個人の
雇用ステータスは Borello テストによって決められる。 

労働法第 2786 条: 

独立請負業者としての従業員の継続的な誤分類を防止するた
め、司法長官、地方検事、または（人口が 750,000 人を超え

る市の）市検事は雇用主に対し差し止めによる救済を行う事
ができる。 

労働法第 2787 条: 

本条の規定は分離可能であり、いずれかの規定が無効と見な
された場合は、他の規定に影響を及ぼさないものとする。 
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