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お客様 各位 
労働法最新情報のご案内 

                    
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお

礼申し上げます。 

 さて、弊事務所の労働事件分野を扱う専門チーム（三宅労働法研究会を略しまして、「ミ

ラー研究会」と呼称しております。）では、労働事件分野における時事的なテーマに関する

情報を発信させていただいておりますが、今回は、「裁量労働制の制度概要及び改正の方向

性等」、「セクハラによる出勤停止処分・降格を有効とした事例」をご案内させていただき

ます。 
 ミラー研究会では、継続的に労働事件分野における情報を発信させていただきたいと考

えておりますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。 
敬 具 

平成２７年３月１０日 

弁護士法人 三宅法律事務所 

 

弁護士法人 三宅法律事務所 

Miyake & Partners 
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裁量労働制の制度概要及び改正の方向性等 

 

弁護士 森 進吾 

 

１ はじめに  

厚生労働省の労働政策審議会は，今後の労働時間法制等のあり方について審議を重

ねた結果，平成 27 年 2 月 13 日に，「厚生労働省において，平成 28 年４月の施行に向

けて，通常国会における労働基準法等の改正をはじめ所要の措置を講ずることが適当

である」との報告をしており，具体的には，フレックスタイム制や裁量労働制の見直

し，特定高度専門業務・成果型労働制（いわゆるホワイトカラーエグゼンプション制

度）の創設等について提言を行いました1。 

そして，厚生労働省は，この提言を踏まえ，「労働基準法等の一部を改正する法律案

要綱」を策定し，平成 27 年 2 月 17 日に，この法律案要綱につき，労働政策審議会に

対して意見を求める手続（諮問）を行っております2。 

このような経緯からすれば，本通常国会において，労働時間法制につき労働基準法

の改正が行われる可能性があることから，今回の Miyake newsletter では，改正が検

討されている法制度のうち，裁量労働制に焦点をあて，その制度概要，改正の方向性

等について説明を行います。 

 

２ 裁量労働制の概要  

（１）制度趣旨  

使用者は，労働者の労働時間を管理する義務があると考えられています。例えば，

使用者は原則として法定労働時間（1 日 8 時間，週 40 時間）を守る必要があり，もし

法定労働時間を超える場合には，労使協定（いわゆる 36 協定）を締結し，所轄の労働

基準監督署長に届け出た範囲で時間外労働を行わせることが可能となります。 

しかし，研究開発業務や情報処理システムの分析業務などは，労働者の創意工夫や

自律的な勤務を前提としていますので，仕事のやり方や時間配分を使用者が指示命令

していたのでは業務の目的達成が困難になる場合があります。また，このような業務

については，通常の方法によって労働時間の算定を行うことは必ずしも適当ではない

場合も多いと考えられます。 

そこで，業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため，手段およ

び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難な業務に従事する

者について，実際に労働した時間にかかわらず，労使協定または労使委員会の決議に

よって定められた一定の時間労働したものとみなす制度が，裁量労働制です。 

なお，みなし労働時間が法定労働時間を超える場合，時間外労働をさせることにな

るので，使用者は 36 協定を締結して労働基準監督署長に届け出ておく必要があります。 

   

                                                   
1 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981.html 
2 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000074130.html 
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（２）専門業務型と企画業務型 

裁量労働制には，専門業務型（労基法 38 条の 3）と企画業務型（同法 38条の 4）の

2種類があります3。 

以下に記載するとおり，専門業務型では，新商品の研究開発業務や情報処理システ

ムの分析業務などが典型例とされ，また，企画業務型では，企業戦略の企画立案業務

など比較的高度な能力を駆使するホワイトカラー業務がこれに当たりますが，企画業

務型では各人の同意が必要であるなど，それぞれの制度の導入要件等は異なります。 

 

  専門業務型 企画業務型 

対象業務 ①新商品または新技術の研究開発

業務 

②情報処理システムの分析または

設計の業務4 

③記事の取材または編集の業務 

④デザイナーの業務 

⑤プロデュ―サーまたはディレク

ターの業務 

⑥コピーライターの業務 

⑦システムコンサルタントの業務 

⑧インテリアコーディネーターの

業務 

⑨ゲーム用ソフトウェアの創作の

業務 

⑩証券アナリストの業務 

⑪金融工学等の知識を用いて行う

金融商品の開発業務 

⑫大学教授・研究の業務 

⑬公認会計士の業務  

事業運営に関する企画，立案，調査，分析

の業務である。例えば， 

①経営企画を担当する部署における業務

のうち，経営状態・経営環境等について調

査および分析を行い，経営に関する計画を

策定する業務 

②人事・労務を担当する部署における業務

のうち，現行の人事制度の問題点やその在

り方等について調査および分析を行い，新

たな人事制度を策定する業務 

③財務・経理を担当する部署における業務

のうち，財務状態等について調査および分

析を行い，財務に関する計画を策定する業

務 

④営業に関する企画を担当する部署にお

ける業務のうち，営業成績や営業活動上の

問題点等について調査および分析を行い，

企業全体の営業方針や取り扱う商品ごと

の全社的な営業に関する計画を策定する

                                                   
3 裁量労働制は，昭和 62 年の労働基準法改正で最初に専門業務型が新設され，その後平成

10 年の改正で企画業務型が加わりました。 
4 エーデイーデイー事件（京都地裁平成 23 年 10 月 31 日判決，大阪高裁平成 24 年 7 月 27

日判決）において，1審裁判所は，「本来プログラムの分析又は設計業務について裁量労働

制が許容されるのは，システム設計というものが，システム全体を設計する技術者にとっ

て，どこから手をつけ，どのように進行させるのかにつき裁量性が認められるからである」

と解釈した上で，システムエンジニアについて，受注していたのがシステム設計の一部に

過ぎなかったこと，専門業務型の対象業務に含まれないプログラミング業務について労働

者に相当のノルマを課して従事させていたこと，営業活動にも従事していたことなどから，

非対象業務の業務量が相当程度の比重を占めていたとして，当該労働者につき専門業務型

の要件該当性を否定しました（高裁でも同様の判断がなされています。）。このように，裁

量労働制を採用しうる業務であったとしても業務の実態からして裁量性が低ければ，適用

が否定される事例があることに留意する必要があります。 
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⑭弁護士の業務 

⑮建築士の業務 

⑯不動産鑑定士の業務 

⑰弁理士の業務 

⑱税理士の業務 

⑲中小企業診断士の業務 

業務 

対象事業場 法文上の限定なし 

 

法文上の限定なし 

（ただし，企画業務型は，その対象業務の

性質上，例えば，以下の事業場で実施する

ことができると考えられています5。 

①本社・本店である事業場 

②企業等に係る事業の運営に大きな影響

を及ぼす決定が行われる事業場 

③支社・本店の具体的指示を受けることな

く独自に，支社・支店等に係る事業の運営

に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計

画の決定を行っている事業場） 

実施要件 ・就業規則の定め6 

・労使協定締結7と労働基準監督署

長への届出8 

・就業規則の定め 

・労使委員会の 5分の 4以上の多数による

決議と労働基準監督署長への届出 

・労働者本人の同意 

みなし時間 労使協定で定めたみなし時間 労使委員会の決議で定めたみなし時間 

報告義務 なし 労働基準監督署長への報告 

→6 ヶ月以内毎に 1 回（労基規 24 条の 2

の 5，附則 66 条の 2） 

 

対象業務を見れば分かるとおり，専門業務型は特殊専門的な業務に限って認められ

ますが，他方で，企画業務型は，その対象業務が企画，立案，調査，分析とされてお

                                                   
5 労働省告示第 149 号（平 11.12.27）が厚生労働省告示第 353 号（平 15.10.22）により一

部改正された指針です。 
6 労使協定は，労基法違反の責めを免れるための効力を有するにすぎませんので，労働者に

対し，専門業務型の裁量労働制に従って就労することを命じるためには，就業規則その他

により労働契約上の義務としておくことが必要となります。 
7 各事業場における業務の実態，その遂行方法等は千差万別であるため，具体的にどのよう

な業務につき裁量労働制度を適用するかについては，各事業場における業務の実態等につ

いて熟知している労使間で協議し，労使協定で定めることとされています。 
8 労使協定は，各事業場を所轄する労働基準監督署長へ届出を行う必要があります。ドワン

ゴ事件（京都地裁平成 18年 5月 29 日判決）では，本社（東京）を所轄する労働基準監督

署長への届出を行っていたものの，大阪の事業場で届出を行っていなかったため，大阪の

事業場の労働者につき専門業務型の適用が否定されました。 
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り，一般のホワイトカラーが行う業務ですから，広くホワイトカラーの自律的な業務

に活用できる点で大きな意義があります。 

また，この裁量労働制は，機能的には，労働者の業績に応じて賃金を定めるという

成果主義あるいは年俸制の賃金体系にも対応できるという重要な意味を持ちます。 

 

（３）裁量労働制における健康・福祉確保措置，苦情処理措置 

ア 健康・福祉確保措置 
裁量労働制を導入するに当たり，労使協定または労使委員会決議において，対象労

働者の「労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置」

を，使用者が講ずることについて定める必要があります（労基法 38 条の 3第 1項 4号，

38 条の 4第 1項 4号）。 

使用者は，裁量労働制の対象労働者に対しても，労働者の生命，身体および健康を

危険から保護すべき義務（いわゆる安全配慮義務）を負っています。他方で，裁量労

働制において，使用者は，業務の遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ね，具体的な

指示をしないこととなるため，長時間労働による健康障害が発生する危険があります。

そこで，裁量労働制を導入するに当たり，健康・福祉確保措置を定めるべきこととさ

れております。 

具体的な健康・福祉確保措置の内容については，指針9が一定の考え方を示しており，

例えば，使用者が対象労働者の労働時間の状況等の勤務状況を把握する必要があり，

使用者は，対象労働者の勤務状況を把握する際，対象労働者からの健康状態について

の申告，健康状態についての上司による定期的なヒアリング等に基づき，対象労働者

の健康状態を把握することが望ましいなどとされています。 

イ 苦情処理措置   

また，裁量労働制を導入するに当たり，労使協定または労使委員会決議において，

対象労働者からの「苦情の処理に関する措置」を使用者が講ずることについて定めな

くてはなりません（労基法 38条の 3第 1項 5号，38 条の 4第 1項 5号）。 

取り扱う苦情の範囲については，上記と同様の指針が一定の考え方を示しており，

裁量労働制の実施に関する苦情のみならず，対象労働者に適用される評価制度および

これに対応する賃金制度など裁量労働制に付随する事項に関する苦情も含むものとす

ることが適当であるとされています。 

 

３ 労働政策審議会における検討の結果（厚生労働大臣への報告の内容） 

厚生労働省の第 125 回労働政策審議会 (労働条件分科会)において「今後の労働時間法

制の在り方について」が議題とされていたところ，同審議会の配布資料では，裁量労働

制について，「企業における組織のフラット化や事業活動の中枢にあるホワイトカラー労

働者の業務の複合化等に対応するとともに，対象労働者の健康確保を図り，仕事の進め

方や時間配分に関し，労働者が主体性をもって働けるようにするという制度の趣旨に即

                                                   
9 脚注4と同じく労働省告示第149号（平11.12.27）が厚生労働省告示第353号（平15.10.22）
により一部改正された指針です。 
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した活用が進むよう」以下のような見直しを行うことが適当である旨が報告されていま

す10。 

 

(１)企画業務型の新たな枠組 

・企画業務型の対象業務要件のうち，現行では「事業の運営に関する事項についての

企画，立案，調査及び分析の業務」とされている部分について，近年のホワイトカ

ラーの働き方の変化を踏まえ，以下の新たな類型を追加することが適当であるとさ

れています。 

① 法人顧客の事業の運営に関する事項についての企画立案調査分析と一体的に

行う商品やサービス内容に係る営業の業務（具体的には，例えば「取引先企業

のニーズを聴取し，社内で新商品開発の企画立案を行い，当該ニーズに応じた

課題解決型商品を開発の上，販売する業務」等を想定） 

② 事業の運営に関する事項の実施の管理と，その実施状況の検証結果に基づく事

業の運営に関する事項の企画立案調査分析を一体的に行う業務（具体的には，

例えば「全社レベルの品質管理の取組計画を企画立案するとともに，当該計画

に基づく調達や監査の改善を行い，各工場に展開するとともに，その過程で示

された意見等をみて，さらなる改善の取組計画を企画立案する業務」等を想定） 

・企画業務型の対象労働者の健康確保を図るため，同制度の健康・福祉確保措置につ

いて，一定の措置を講ずる旨を決議することが制度上の要件とされているが，長時

間労働を行った場合の面接指導等を追加することも含め検討の上，省令で規定する

ことが適当であるとされています。 

(２)手続の簡素化  

・企画業務型が制度として定着してきたことを踏まえ，①労使委員会決議の本社一括

届出を認めるとともに，②定期報告は６か月後に行い，その後は健康・福祉確保措

置の実施状況に関する書類の保存を義務付けることが適当であるとされています。 

(３)裁量労働制の本旨の徹底 

・裁量労働制を導入しながら，出勤時間に基づく厳しい勤怠管理を行う等の実態があ

ることに対応するため，始業・終業の時刻その他の時間配分の決定を労働者に委ね

る制度であることを法定し，明確化することが適当であるとされています。 

 

４ 法律案要綱の内容 

労働政策審議会から厚生労働大臣への上記のような報告を受け，厚生労働省にて以下

の法律案要綱が策定されました。 

 

                                                   
10 なお，同審議会の労働者代表委員からは，「企画業務型裁量労働制の対象業務に新たな類

型を追加することについて，みなし労働時間制のもとに長時間労働に対する抑止力が作用

せず，その結果，長時間労働となるおそれが高まる労働者の範囲が拡大することとなるこ

とから認められな」いとの反対意見がありました。 
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五 企画業務型裁量労働制 

 １ 対象業務に次の業務を追加すること。 

（一） 事業の運営に関する事項に関し、繰り返し、当該事業の実施を管理するとと

もにその実施状況を評価し、当該評価の結果に基づき、当該事業の実施につ

いての企画、立案、調査及び分析を行う業務 

（二） 法人である顧客の事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び

分析を行い、これらの成果を活用した商品の販売又は役務の提供に係る当該

顧客との契約の締結に向けた業務 

 ２ 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉

を確保するための措置であって、当該労働者に対する有給休暇（年次有給休暇を

除く。）の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定めるものを企画業務型

裁量労働制の委員会の決議で定めるところにより使用者が講ずるものとするこ

と。 

 ３ 企画業務型裁量労働において、使用者が具体的な指示をしない時間配分の決定に

始業及び終業の時刻の決定が含まれることを明確化すること。 

（注）３については、専門業務型裁量労働制においても同様の改正を行うこととする。 
 

現在，労働政策審議会において，この法律案要綱につき検討が進められております。 

 

５ さいごに 

裁量労働制は，社会の多様化・複雑化が進む中で，従来のような労働の量（労働時間）

に着目した画一的な規制・処遇では対応できないような労働者を念頭に置いて設けられ

た制度ですが，機能的には成果主義あるいは年俸制の賃金体系にも対応できる制度です。 

仕事の進め方や時間配分に関し主体性を持って働きたいという労働者のニーズは今後

高まることが予想され，現在検討が進められている改正案によって，裁量労働制（企画

業務型）の対象となる労働者の範囲は広くなるものと思われます。 

また，同じく検討が進められている特定高度専門業務・成果型労働制（いわゆるホワ

イトカラーエグゼンプション制度）は，裁量労働制の考え方をさらに一歩進めた制度と

いえ11，一定の年収要件（1075 万円が参考基準）を満たす高度な職業能力を有する労働者

を対象にして，長時間労働を防止するための措置を講じつつ，現行の労働時間規制を外

す制度とすることが想定されています。 

これらの改正については，サービス残業を助長するものである等の批判も一方であり

ますが，他方で，IT 環境の整備に伴い職場に縛られない働き方も可能になってきており，

こうした実態に応じた新しい労働時間法制の検討を進める必要はあると思われますし，

労働者の創造的な能力の発揮・育成を支えるという側面もあると思われます。 

                                                   
11 裁量労働制は「一定の時間労働したものとみなす制度」であって，そのみなし労働時間

に時間外労働が含まれる場合には割増賃金を発生しますし，休憩，深夜業，休日に関する

規定は排除されません。 
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このように，使用者と労働者双方にとって有意義な制度といえますので，弊害に留意

しながら，これらの制度の活用が広がることを期待しております。 

 

以 上 
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セクハラによる出勤停止処分・降格を有効とした事例 
（最高裁判所 平成２７年２月２６日判決） 

 
弁護士 内芝良輔 

第１ 事案の概要 
 １ 当事者について 
   Y 社は，大阪市が出資するいわゆる第三セクターとして，同市港区に所在する水族館

（海遊館）及びこれに隣接する商業施設の運営等を行う株式会社です。 
   X1 は，平成３年に Y 社に入社し，平成２１年８月から営業部サービスチームのマネ

ージャーの職位にあり，平成２４年３月当時，Y 社の資格等級制度規程に基づき，Ｍ０

（課長代理）の等級に格付けにありました。 
   X2 は，平成４年に Y 社に入社し，平成２２年１１月から営業部課長代理の職位にあ

り，平成２４年２月当時，上記資格等級制度規程に基づき，Ｍ０（課長代理）の等級

に格付けにありました。 
   A は，派遣会社から Y 社に派遣されている女性従業員で，X1 及び X2 と同じ事務室

において売上管理を担当していました。 
   B は，派遣会社の女性従業員で，当該派遣会社が Y 社から請け負っている業務（拾

得物対応）を，X1 及び X2 と同じ事務室において行っていました。 
 
 ２ Y 社の就業規則等の概要 
 (１) 就業規則の内容 
   Y 社の就業規則４６条１項では，「この規則に違反した社員に対しては，その違反の

軽重に従って，次の表に定めるところにより，戒告，減給，出勤停止又は懲戒解雇の

懲戒を行う。」とされています。 
また，同規則第４６条の３では，減給又は出勤停止について，「社員が次の各号のい

ずれかに該当する行為をした場合は，減給または出勤停止に処する。この判断は会社

が行う。」として，減給または出勤停止の事由として「会社の就業規則などに定める服

務規律にしばしば違反したとき」を挙げています。 
   さらに，同規則４条では，一般的な禁止行為が定められており，「会社の秩序又は職

場規律を乱すこと」が挙げられています。 
 
 (２) セクハラ禁止文書の内容 
   Y 社は，職場におけるセクハラの防止を重要課題として位置付け，かねてからセクハ

ラの防止等に関する研修への毎年の参加を全従業員に義務付けるなどし，平成２２年

１１月１日には「セクシュアルハラスメントは許しません！！」と題する文書（以下

「セクハラ禁止文書」といいます。）を作成して従業員に配布し，職場にも掲示するな

どしていました。 
   このセクハラ禁止文書では，「就業規則第４条（禁止行為）（５）『会社の秩序又は職

場規律を乱すこと。』には，次の内容を含みます。」として，「性的な冗談，からかい，
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質問」，「その他他人に不快感を与える性的な言動」，「身体への不必要な接触」，「性的

な言動により社員等の就業意欲を低下させ，能力発揮を阻害する行為」等を具体的な

セクハラに該当する行為として明記し，それが就業規則所定の禁止行為に該当するこ

とを明示しています。 
 
 (３) 資格等級制度規程 
   Y 社の資格等級制度規程では、M0（課長代理）や S2（係長、主任）等の等級が定め

られています。 
また、降級に関する規程も定められており、①社員が精神若しくは身体上の故障の

ため当該等級に該当しないとみなされたとき、②等級に格付けされた後も職務遂行能

力が甚だしく低く当該等級への格付けが不適当と認められたとき、又は③就業規則４

６条に定める懲戒処分を受けたときに該当し、社長等により構成される審査会におけ

る審査を経て降格を相当とされた場合には、降格の決定がなされるとされています。 
 
 ３ X1 及び X2 によるセクハラ行為 
   X1 及び X2 は，平成２２年１１月頃から平成２３年１２月までの間に，A 及び B に

対し，少なくとも下記のようなセクハラ行為を行いました（これらの事実は最高裁判

決において認定されたものです。）。なお，X2 については，このようなセクハラ行為の

以前から派遣会社の女性スタッフに対してセクハラ行為を行っており，Y 社に対して苦

情が寄せられることもありました。 
記 

  (１) X1 によるセクハラ行為 
① Ａが精算室において１人で勤務している際，同人に対し，複数回，自らの不貞

相手と称する女性の年齢（２０代や３０代）や職業（主婦や看護師等）の話をし，

不貞相手とその夫との間の性生活の話をした。 
② Ａが精算室において１人で勤務している際，同人に対し，「俺のん，でかくて太

いらしいねん。やっぱり若い子はその方がいいんかなあ。」と言った。 
③ Ａが精算室において１人で勤務している際，同人に対し，複数回，「夫婦間はも

う何年もセックスレスやねん。」，「でも俺の性欲は年々増すねん。なんでやろう

な。」，「でも家庭サービスはきちんとやってるねん。切替えはしてるから。」と言

った。 
④ Ａが精算室において１人で勤務している際，同人に対し，不貞相手の話をした

後，「こんな話をできるのも，あとちょっとやな。寂しくなるわ。」などと言った。 
⑤ Ａが精算室において１人で勤務している際，同人に対し，不貞相手が自動車で

迎えに来ていたという話をする中で，「この前，カー何々してん。」と言い，Ａに

「何々」のところをわざと言わせようとするように話を持ちかけた。 
⑥ Ａに対し，不貞相手からの「旦那にメールを見られた。」との内容の携帯電話の

メールを見せた。 
⑦ 休憩室において，Ａに対し，X1 の不貞相手と推測できる女性の写真をしばしば

見せた。 



11 
 

⑧ Ａもいた休憩室において，水族館の女性客について，「今日のお母さんよかった

わ…。」，「かがんで中見えたんラッキー。」，「好みの人がいたなあ。」などと言った。 
 
  (２) X2 によるセクハラ行為 
   ① Ａに対し，「いくつになったん。」，「もうそんな歳になったん。結婚もせんでこ

んな所で何してんの。親泣くで。」と言った。 
② Ａに対し，「３０歳は，二十二，三歳の子から見たら，おばさんやで。」，「もう

お局さんやで。怖がられてるんちゃうん。」，「精算室にＡさんが来たときは２２歳

やろ。もう３０歳になったんやから，あかんな。」などという発言を繰り返した。 
③ Ａに対し，「３０歳になっても親のすねかじりながらのうのうと生きていけるか

ら，仕事やめられていいなあ。うらやましいわ。」と言った。 
④ Ａに対し，「毎月，収入どれくらい。時給いくらなん。社員はもっとあるで。」，

「お給料全部使うやろ。足りんやろ。夜の仕事とかせえへんのか。時給いいで。

したらええやん。」，「実家に住んでるからそんなん言えるねん，独り暮らしの子は

結構やってる。ＭＰのテナントの子もやってるで。チケットブースの子とかもや

ってる子いてるんちゃう。」などと繰り返し言った。 
⑤ Ａ及びＢに対し，具体的な男性従業員の名前を複数挙げて，「この中で誰か１人

と絶対結婚しなあかんとしたら，誰を選ぶ。」，「地球に２人しかいなかったらどう

する。」と聞いた。 
⑥ セクハラに関する研修を受けた後，「あんなん言ってたら女の子としゃべられへ

んよなあ。」，「あんなん言われる奴は女の子に嫌われているんや。」という趣旨の

発言をした。 
 
 ４ セクハラ行為の発覚及び X1・X2 への処分 
   平成２４年２月１３日，A 及び B から上記セクハラ行為を行っていることを Y 社に

申告をしたことで本件が発覚しました。 
そこで，Y 社は，まず、A 及び B から事情聴取を行い、セクハラ行為に該当すると

思われる個々の行為（上記行為を含む）を把握しました。 
そして，Y 社は、これらの行為について申告者が誰であるかを分からないようにする

べく行為の相手方等を抽象化して書面に整理したうえで、X1 及び X2 に対し当該書面

を交付し，上記各行為について，実際にそのような行為を行ったのか否かを書面で提

出するように求めました。 
これに対して X1 及び X2 は，セクハラ行為として申告された事実の一部を否認した

ものの，上記のような行為については概ね認めました。 
   このような事実確認を受けて，Y 社は，まず，X1 の行為がセクハラ禁止文書の禁止

行為（①，③及び⑥）に該当し，就業規則４条(5)「会社の秩序又は職場規律を乱すこ

と」に当たるとして，X1 に対し，平成２４年２月１７日付けで，就業規則４６条の３

の規定により，同月１８日から３０日間（同年３月１８日まで）の出勤を停止する旨

の懲戒処分をしました。また，当該処分を受けたことを理由に、資格等級制度規程に

基づいて，Ｘ１の等級をＭ０からＳ２に１等級降格することを決定し，同年３月１９
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日付けで，その旨を X1 に通知しました。さらに，同日付けで，X1 を営業部サービス

チームのマネージャーから解任し，施設部施設チームの係長に任命しました。 
   そして，Y 社は，X2 の行為もセクハラ禁止文書の禁止行為（①，③，⑤及び⑥）に

該当し，就業規則４条(5)に当たるとして，同被上告人に対し，平成２４年２月１７日

付けで，就業規則４６条の３の規定により，同月１８日から１０日間（同月２７日ま

で）の出勤を停止する旨の懲戒処分をしました。また，当該処分を受けたことを理由

に、資格等級制度規程に基づいて，X2 の等級をＭ０からＳ２に１等級降格することを

決定し，同月２８日付けでその旨を X2 に通知しました。また，同日付けで，X2 を総

務部連絡調整チームの係長に任命しました。 
   本件訴訟は，このような懲戒処分及びそれに伴う降格が不当であるとして，X1 及び

X2 がその効力を争うとともに，当該処分・降格によって減額となった給与・賞与等の

支払いを求めたものです。 
 
第２ 裁判所の判断 
 １ 第１審（大阪地裁 平成２５年９月６日判決） 
   第１審では，X1 及び X2 の行為がセクハラ禁止文書において禁止されている行為に

該当することを前提としたうえで，その行為が，就業規則４条(5)「会社の秩序又は職

場規律を乱すこと」，就業規則 46 条の「会社の就業規則などに定める服務規律にしば

しば違反したとき」に該当すると認定しました。 
   その上で，X1 らの行為を「X1 らの各懲戒事由をみると，X1 らは，Y 社に派遣され

ている労働者等という弱い立場にあるAらに対し，その上司という立場にありながら，

いずれも職場内において，繰り返しセクハラ行為等を行ったものであって，その態様

は悪質なものといわざるを得ない。また，X1 らによる具体的なセクハラ行為等の内容

をみても，X1 のセクハラ行為等は，A らと１対１の状況 で，自らの性器や性欲等に関

する極めて露骨で卑猥な発言等を繰り返すなどしたというものであって，その発言は，

職場における女性従業員に対するものとしては常軌を逸しているとしか評価し得ない

ものである。X2 のセクハラ行為等についても，多数回にわたり，女性従業員を侮辱し

たり強い性的不快感を与えたりするような発言をするなどしたものであり，その行為

は悪質なものといわざるを得ない。（中略）X1 らは，上記セクハラ研修を受けていた

だけでなく，Y 社の管理職の立場にあり，本来は，部下を指導するなどしてセクハラ行

為の防止に努力すべき立場にあったにもかかわらず，むしろ，A らに対し，上記のよう

な極めて悪質なセクハラ行為等を繰り返し行ったものであって，このような X1 らの行

動が被告の職場規律に及ぼした影響は重大なものということができる。」と評価したう

えで，「X1 らによるセクハラ行為等の悪質性及びこれによる被害の程度，X1 らの役職，

Y 社におけるセクハラ行為防止の取組み等に照らせば，X1 を出勤停止３０日，X2 を出

勤停止１０日とした本件 各処分があまりにも重すぎるものとして，社会通念上相当性

を欠くとまでいうことはできない。」として，懲戒処分は有効と判断しました。 
 
 ２ 第２審（大阪高裁 平成２６年３月２８日判決） 
   第２審においても，X1 らによるセクハラ行為が認定され，かつこれが懲戒事由に該
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当することが認定されました。 
   しかし，第２審においては，「本件各処分が有効と認められるためには，本件各対象

事実について，それがセクハラ禁止事項①，③，⑤又は⑥に該当するか否かを形式的

に検討するだけでなく，他の職員の個人としての尊厳を不当に傷つけ，又は他の職員

に対し，その就業意欲を低下させたり，その能力を発揮 することの阻害となったりす

る程の強い不快感を与えるなど，Y 社の企業秩序や職場規律の維持の観点から看過し難

いといえるか否かを検討する必要があり，その検討に当たっては，懲戒権の行使があ

くまで企業秩序の維持を目的としたものであることに鑑みれば，当該行為の直接の相

手方の主観だけでなく，当該企業の職員構成や営業内容等も踏まえつつ，その一般的

な職員の感覚も考慮するのが相当である。」としました。 
   その上で，(ⅰ) X1 らが女性従業員から明確な拒否の姿勢を示されたり Y 社から注意

を受けたりしたにも関わらず、なおセクハラ行為に及んだとまでは言えないこと、(ⅱ) 
Y 社が訴訟において主張する懲戒処分該当事由には、事実確認において言及されていな

いものがあり、その点において弁解の余地が与えておらず手続の適性を欠いているこ

と、(ⅲ) Y 社ではこれまでセクハラ行為による懲戒処分は行われておらず、X1 らにと

ってセクハラ行為に対してどの程度の懲戒処分が行われるのか認識する機会がなかっ

たこと、(ⅳ) 人事院の指針において「相手の意に反することを認識の上で，わいせつ

な言辞等の性的な言動を行った」場合には減給又は戒告とし，そのような行為を繰り

返した場合に停職又は減給とするものとしていること等の事情をもとに，「事前の警告

や注意，更に Y 社の具体的方針を認識する機会もないまま，本件各懲戒該当行為につ

いて，突如，懲戒解雇の次に重い出勤停止処分を行うことは，X1 らにとって酷にすぎ

るというべきである。」として，懲戒処分の効力を否定しました。 
 
 ３ 最高裁判決 
   最高裁では，上記のような事実経過を前提にして，X1 らのセクハラ行為及びこれに

対する処分の当否を次のように評し，懲戒処分は有効であると判示しました。 
  「本件各行為の内容についてみるに，被上告人Ｘ１は，営業部サービスチームの責任

者の立場にありながら，別紙１のとおり，従業員Ａが精算室において１人で勤務して

いる際に，同人に対し，自らの不貞相手に関する性的な事柄や自らの性器，性欲等に

ついて殊更に具体的な話をするなど，極めて露骨で卑わいな発言等を繰り返すなどし

たものであり，また，被上告人Ｘ２は，前記２(5)のとおり上司から女性従業員に対す

る言動に気を付けるよう注意されていたにもかかわらず，別紙２のとおり，従業員Ａ

の年齢や従業員Ａらがいまだ結婚をしていないことなどを殊更に取り上げて著しく侮

蔑的ないし下品な言辞で同人らを侮辱し又は困惑させる発言を繰り返し，派遣社員で

ある従業員Ａの給与が少なく夜間の副業が必要であるなどとやゆする発言をするなど

したものである。このように，同一部署内において勤務していた従業員Ａらに対し，

被上告人らが職場において１年余にわたり繰り返した上記の発言等の内容は，いずれ

も女性従業員に対して強い不快感や嫌悪感ないし屈辱感等を与えるもので，職場にお

ける女性従業員に対する言動として極めて不適切なものであって，その執務環境を著

しく害するものであったというべきであり，当該従業員らの就業意欲の低下や能力発
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揮の阻害を招来するものといえる。しかも，上告人においては，職場におけるセクハ

ラの防止を重要課題と位置付け，セクハラ禁止文書を作成してこれを従業員らに周知

させるとともに，セクハラに関する研修への毎年の参加を全従業員に義務付けるなど，

セクハラの防止のために種々の取組を行っていたのであり，被上告人らは，上記の研

修を受けていただけでなく，上告人の管理職として上記のような上告人の方針や取組

を十分に理解し，セクハラの防止のために部下職員を指導すべき立場にあったにもか

かわらず，派遣労働者等の立場にある女性従業員らに対し，職場内において１年余に

わたり上記のような多数回のセクハラ行為等を繰り返したものであって，その職責や

立場に照らしても著しく不適切なものといわなければならない。そして，従業員Ａは，

被上告人らのこのような本件各行為が一因となって，本件水族館での勤務を辞めるこ

とを余儀なくされているのであり，管理職である被上告人らが女性従業員らに対して

反復継続的に行った上記のような極めて不適切なセクハラ行為等が上告人の企業秩序

や職場規律に及ぼした有害な影響は看過し難いものというべきである。」 
  「以上によれば，被上告人らが過去に懲戒処分を受けたことがなく，被上告人らが受

けた各出勤停止処分がその結果として相応の給与上の不利益を伴うものであったこと

などを考慮したとしても，被上告人Ｘ１を出勤停止３０日， 被上告人Ｘ２を出勤停止

１０日とした各出勤停止処分が本件各行為を懲戒事由とする懲戒処分として重きに失

し，社会通念上相当性を欠くということはできない。」 
 
第３ 考察 
 １ セクハラの概要及び防止策 
   セクシュアルハラスメントとは，「職場において行われる，労働者の意に反する性的

な言動に対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり，性的な言動

により就業環境が害されること」と定義されており（男女雇用機会均等法第１１条第

１項），近年各企業においてその防止策の徹底が求められています。 
   この点，「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ず

べき措置についての指針」（平成１８年厚生労働省告示第６１５号）において定められ

ているように，使用者としてはセクハラが起きないような社内環境の整備（労働者へ

の周知徹底や相談環境の整備等）が重要となりますが，他方で，セクハラに関する事

象が発生した場合における対応も重要となってきます。 
セクハラを防止するという観点からは，セクハラを行った従業員への処分は厳正に

行う必要性がありますが，一方で，行為に比して過度な処分を行ったような場合には，

当該処分が相当性を欠くなどとしてその効力を否定されてしまうリスクもあり，使用

者側としては難しい判断を迫られることがあります。 
本判決は，そのような場面での判断において重要な先例となると考えられるもので

あり，今後の労務管理において非常に参考になるものと思われます。 
 
 ２ 本件判決の評価 
 (１) 懲戒処分の妥当性 
   本件では，一部事実関係の主張に齟齬はあるものの本書面２頁から３頁において紹
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介したようなセクハラ行為があったことには争いはありません。 
   このような行為を見ると，そのほとんどが明白なセクハラ行為であり，最高裁が指

摘する通り，いずれも女性従業員に対して強い不快感や嫌悪感ないし屈辱感等を与え

るもので，職場における女性従業員に対する言動として極めて不適切かつ悪質なもの

と言えます。その意味で，加害者に対して厳しい処分を科すことは当然許容されるべ

きと考えられます。 
   そして，出勤停止処分は懲戒解雇処分に次いで重い処分と位置付けられているとこ

ろ，その適用に当たっては慎重であるべきという観点もありますが，上記のような行

為の悪質性や処分対象者が被る不利益という意味で懲戒解雇と出勤停止処分の間に大

きな差があることからすれば，本件について出勤停止処分を有効とした最高裁判決は

適切であると考えられます（ただし、X1 に対して課された出勤停止３０日という処分

は一般的に見てもかなり重い処分であると考えられます。）。 
   本件のようにセクハラ行為を行った者に対する懲戒処分の有効性が争われた事例は

多数存在しますが，今回の判決は，セクハラ行為を行った労働者に対して厳しい態度

で臨むという最高裁のスタンスを示したものとも考えられるところです。 
   なお、第２審では、女性従業員が明確な拒否の意思を示していなかったことが、処

分対象者に有利な事情として斟酌されましたが、職場におけるセクハラ行為について

は，被害者が内心でこれに著しい不快感や嫌悪感等を抱きながらも職場の人間関係の

悪化等を懸念して，加害者に対する抗議や抵抗ないし会社に対する被害の申告を差し

控えたりちゅうちょしたりすることが少なくないと考えられることからして、これを

処分対象者に有利な事情とすることは相当でないと考えられます。 
   また、第２審では、人事院の指針を一つの参考にしていますが、当該指針が民間企

業に直接適用されるわけではありませんし、セクハラ行為を行った場合に Y 社でどの

ような処分がなされるか認識することが出来なかったという点についても、X1 らは管

理職であり、セクハラ行為に対して Y 社が厳しい態度で臨むことを周知する立場にあ

ったのですから、処分対象者に有利な事情とすることは相当でないと考えられます。 
   さらに、第２審では、弁解の機会の付与が不十分であったなどと指摘され、これが

X1 らに有利な事情として斟酌されています。この点、懲戒事由に該当する全ての行為

について懲戒処分の前に弁解の機会を与えるのが本来的な対応ではありますが、今回

の件では、上記のような主要な事実関係については弁解の機会が与えられていたこと

からすると直ちに懲戒処分の効力を否定するような事情にはならないと考えられます。 
 
 (２) 降格処分の妥当性について 
   懲戒処分を受けたことを根拠として X1 らに対してなされた降格処分について最高

裁は、「資格等級制度規程は，社員の心身の故障や職務遂行能力の著しい不足といった

当該等級に係る適格性の欠如の徴表となる事由と並んで，社員が懲戒処分を受けたこ

とを独立の降格事由として定めているところ，その趣旨は，社員が企業秩序や職場規

律を害する非違行為につき懲戒処分を受けたことに伴い，上記の秩序や規律の保持そ

れ自体のための降格を認めるところにあるものと解され，現に非違行為の事実が存在

し懲戒処分が有効である限り，その定めは合理性を有するものということができる。」
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として、降格処分も有効であると判示しました。 
   最高裁判決が判示するとおり，社員が懲戒処分を受けたことを独立の降格事由とす

る定めが，企業秩序や職場規律の保持それ自体のための降格を認める趣旨であるとし

て合理性を有することを前提とすれば，本件について懲戒処分に加えて降格処分を行

うことも許容されることになろうかと考えられます。 
もっとも，懲戒処分を受けたこと自体によって，降格になるとすれば，一つのセク

ハラ行為に対して懲戒と降格という二重処罰（本件の降格処分は人事権の行使として

の降格であるため厳密な意味での二重処罰ではない）を行っているともとらえられか

ねないことから、セクハラ案件が発生した場合に、懲戒と降格の両方を行おうとする

場合には、降格の根拠となる定めの合理性，人事権の行使としての降格を行う理由に

ついて慎重に判断する必要があると考えられます。 
 
 ３ セクハラ行為を行った従業員に対する懲戒処分の留意点 
 (１) 就業規則の整備 
   既にご存知のこととは思いますが，使用者が懲戒処分を行うに当たっては就業規則

上の根拠が必要であり，これがない場合には，以下に不適切な行為があろうとも懲戒

処分は出来ません。 
   古くからの就業規則をそのまま利用している会社などでは，セクハラ・パワハラな

ど近時社会的な注目を集め，厳正な対応が求められる事項について懲戒事由として明

示していないことがあります。セクハラ案件が発生した場合に適切な処分を行うこと

が出来るようにするため，セクハラ行為が懲戒事由に当たることを就業規則等におい

て明記しておくべきです。 
 
 (２) 事実確認を適切に行うこと 
   セクハラ案件が発生した場合には，加害者・被害者から十分な聞き取りを行う必要

があります。特に，懲戒処分との関係においては，処分の相当性の判断に際して，処

分対象者に十分に弁解の機会を与えたか否かが重要視され，この手続が欠けた場合に

はセクハラ行為を適切に処分できない恐れがあります。本件の第２審は懲戒処分が重

きに失するという判断をしましたが，その根拠の一つが事実確認手続の不十分さでし

た。 
   そこで，このような問題を発生させないため，事実関係の確認を十分に行うことが

重要です。 
セクハラ案件においては，まず被害者側から事実確認を行うケースが多いと思われ

ますが，被害者側から聴取した具体的な行為について一つ一つ処分対象者に確認を行

い，事実か否かを見極めていくといった方法が代表的です。なお、本件のように申告

者が誰であるかを加害者側に特定されないようにするため、申告内容を抽象化すると

いう方法ではどうしても事実確認が不十分となってしまう（十分に弁解の機会を与え

たとは言えなくなる）恐れもありますので、具体的なセクハラ行為の被害者等につい

ても明確にして加害者側に事実確認を行うことを原則とすべきです。もっとも、被害

者側から秘匿を強く求められた場合には事象を抽象化せざるを得ないかと思われます
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が、その際には、被害者側に対して、加害者への処分が十分に行えなくなる可能性が

ある旨伝えておくことも重要であると考えます。 
また、本件のように書面において事実確認を行う方法も考えられますが、一般的に

は、双方と個別に面談し、事実関係を直接ヒアリングする手法が一般的かと思われま

す（その上で、ヒアリング結果を書面にまとめ、その内容に間違いがない旨の署名押

印を求めるということになります。）。 
 
 (３) 適切な処分を選択すること 
   以上のようなステップを踏まえて，使用者として適切な処分を選択することが最も

重要ですが，これが最も難しい作業となります。一口にセクハラ事案と言っても様々

な事案があり，どのような処分が適切かはまさにケースバイケースです（今回の最高

裁判決ではセクハラ行為に対する出勤停止処分が有効とされましたが，全てのセクハ

ラ案件に対して出勤停止処分が許されるわけではありません）。 
   あまりに処分が厳しいと，やはりその処分の有効性が争われ，場合によって処分の

効力が否定される可能性も否定できませんので，そのようなリスクを出来る限り回避

しつつ事後のセクハラ行為への抑止となるような処分とするべく，（場合によっては事

実確認の段階から）弁護士等の専門家の意見を踏まえつつ処分を検討することが重要

です。 
以 上 


