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弁護士法人 三宅法律事務所  
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Miyake newsletter Ｎｏ.１５ 
 

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、「従業員が罰金刑に処せられたことによ

る懲戒解雇を有効とした事例」、「メンタルヘルスに関する情報の申告の有無と、過失相殺

の可否」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２６年１０月２０日 

弁護士法人 三宅法律事務所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ 本ニュースレターに関するご質問・ご相談、その他労働法分野のご相談がございましたら、

下記にご連絡ください。 

三宅労働法研究会 

（大阪事務所）            （東京事務所） 

〒541-0041                  〒100-0006 

 大阪市中央区北浜３丁目５番２９号      東京都千代田区有楽町１丁目７番１号 

 日生淀屋橋ビル５階             有楽町ビルヂング北館９階 

 ℡ 06-6202-7873 Fax 06-6202-5089     ℡ 03-5288-1021 Fax03-5288-1025 

 弁護士 猿 木 秀 和           弁護士 黒 田 清 行 

  同  内 芝 良 輔            同  井 上 響 太 

                        同  大 浦 智 美 

ミラー研専用メールアドレス：mirror-ken@miyake.gr.jp 
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従業員が罰金刑に処せられたことによる懲戒解雇を有効とした事例 

（大阪高裁平成 25年 9月 24 日判決（原審：大津地裁平成 25 年 3 月 5 日判決）） 

 

弁護士 内芝良輔 

 

１．事案の概要 

(１) 当事者 

   本件における被告会社（以下「Ｙ社」といいます。）は、京都府内に本店を置く電子

部品の製造販売を主たる事業とする上場企業です。 

   原告（以下「Ｘ」といいます。）は、平成元年４月にＹ社に入社し、役職なしの従業

員として、被告野洲事業所において生産技術部門の制御系エンジニアとして生産設備

設計・開発及び要素技術開発の業務等に従事していました。 

 

(２) 就業規則の内容 

   Ｙ社の就業規則では、懲戒に関して下記のような規程が置かれています。 

記 

【懲戒の内容】 

    従業員に対しておこなう懲戒は次の５種類とする。 
（ア）譴責 始末書を提出させる 
（イ）減給 始末書を提出させ，１回について平均賃金の半日分を減給する。た

だし一賃金月度に２回以上にわたる場合があっても，１カ月の賃金

の１／１０をこえて減給することはない。 
（ウ）出勤停止 始末書を提出させ，１４労働日以内の期間出勤を停止し当該期

間に対する賃金は支給しない。 
（エ）諭旨退職 従業員を説諭の上，退職願を提出させて退職させる。なお，こ

の処分を受けた日から７日以内に退職願の提出がない場合は懲戒解

雇とする。 
（オ）懲戒解雇 予告をおこなうことなく即時解雇する。この場合行政官庁の認

定をえたときは予告手当を支給しない。 
   【懲戒解雇事由】（一部抜粋） 

    従業員がつぎの各号の一に該当した場合には懲戒解雇に処する。ただし情状によ

り諭旨退職にとどめることがある。 
（ア）法律に違反して有罪の判決を受けたとき。ただし犯罪事実の明白なときは

ただちに，また特別の事情があるときは起訴されたとき 
（イ）氏名または重要な経歴を偽りその他会社に対して偽りの行為があったとき 
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(３) Ｘによる行為の概要 

   Ｘは、平成１３年頃から、自宅に設置した自己のパソコン内に複数のファイル共有

ソフトをインストールし，インターネットを経由して画像ファイルや音楽ファイルな

どをダウンロードしていました。そのうち、「ｅＭｕｌｅ」というファイル共有ソフト

は、入手したファイルが，そのまま他のユーザーのために自動的にアップロードされ

るという特徴を有していました。 
   Ｘは、平成１５年頃から、児童ポルノをいくつもダウンロードしその内容を閲覧し

ていました。そして、Ｘは、平成２３年になって、児童ポルノかつわいせつ図画であ

ることが明らかな動画ファイルを入手し、この動画ファイルが「ｅＭｕｌｅ」を通じ

て不特定多数が閲覧できる状態になりました。 
   これによりＸは、パソコン内に保存した女児のわいせつ動画を，ファイル共有ソフ

トを利用して不特定多数が閲覧できる状態にした旨の，児童売春，児童ポルノに係る

行為等の処 罰及び児童の保護等に関する法律違反（公然陳列）及びわいせつ図画公然

陳列の被疑事実で，平成２３年１月２６日に群馬県警察に逮捕され，勾留を経て同年

２月４日に上記被疑事実と同一の公訴事実で前橋簡易裁判所に略式起訴され，同日，

罰金５０万円に処せられました。 
   なお、この事実は、逮捕日の翌日である平成２３年１月２７日，毎日新聞群馬版，

群馬新聞中毛・西毛版及び毎日新聞インターネットニュースで実名報道されましたが，

Ｙ社の社名が記載されたものはありませんでした。 
 
(４) Ｙ社による懲戒解雇処分 

   Ｙ社では、本件についてＸ本人への事実調査を踏まえた上で、同年３月３日、Ｘを

懲戒解雇処分（「法律に違反して有罪の判決を受けたとき」に該当）とし、その旨Ｘに

通知しました（以下「本件第１処分」といいます。）。 

   また、Ｙ社は、ＸがＹ社による事情聴取に際して虚偽の説明をしたことを理由に、

懲戒解雇事由である「氏名または重要な経歴を偽りその他会社に対して偽りの行為が

あったとき」に該当するとして、平成２４年１０月１６日、原告を懲戒解雇とし、そ

の旨原告に通知しました（以下「本件第２処分」といいます。）。 

   なお、本件第２処分は、本件が第１審に係属中、しかも既に審理が相当進んだ段階

でなされているようです。このような対応がなされた経緯ははっきりしませんが、第

１審における主張立証の状況・本件第１処分に関する裁判所の心証等を踏まえたもの

ではないかと推測されます。 

 

(５) Ｘによる訴訟提起 

   Ｘは、Ｙ社による本件第１処分及び本件第２処分が解雇権を濫用したもので無効で

ある旨主張し、雇用契約上の地位確認及び未払賃金の支払いを求めて本件訴訟を提起
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しました。 

 

２．本件における争点 

本件の争点は、本件第１処分及び本件第２処分が解雇権を濫用したものと評価される

か否かという点です。 

 

３．判旨 

（１）原判決 

この点について原判決（大津地裁）では、本件第１処分につき「本件犯行は，児童

に対する性的侵害（直接的でないものを含む。）の総合的防止の観点から問題となって

いる児童ポルノの公然陳列事案であり，社会的非難を免れないものであるが，反面，

本件犯行は，Ｘの私生活上の非行であってＹ社の事業に直接関連するものではないし，

内容的にも，強姦，強制わいせつ，児童買春，淫行など直接の侵襲行為であったり，

撮影など直接的な侵害性のある行為だったりするものではないし，ＸのＹ社における

地位は単なる従業員である上， 本件犯行についての報道には，Ｙ社の社名を含むもの

はなく，インターネット検索の結果からみても，ＸとＹ社との関係が明らかになって，

そのことによりＹ社の名誉や信用等，企業秩序に具体的な損害が生じるとは考えにく

く，また，現に損害が生じたことを認めるに足りる証拠はない」とし、解雇権の濫用

に当たると判断しました。 

また、本件第２処分については、ＸがＹ社に対して虚偽説明を行った事実を認めつ

つも、「虚偽陳述は，いずれも，懲戒処分に先立つ弁明聴取や，懲戒処分に対する撤回

要請等における，懲戒処分対象行為に係る弁明としてなされたものであるところ，制

裁措置である懲戒処分に係る弁明行為については，制裁を受ける者の防御権を考慮す

る必要があることも考慮すると，証拠隠滅や偽証教唆，その他防御権の行使として許

容できない行為を含まない，単なる否認や過少申告は，それ自体としては懲戒処分の

根拠とならず，懲戒処分対象行為に係る反省の状況資料として情状面で考慮し得るに

とどまる」とし、解雇権の濫用に当たると判断しました。 
   これらの点を踏まえ、原判決では原告の請求を認めたため、Ｙ社側が控訴しました。 

 

（２）本件判決 

本件判決（控訴審）では、原判決とは異なり、以下のような判示をして本件第１処分

が解雇権の濫用には該当しない有効なものであると結論付け、Ｘの請求を全て棄却し

ました。 

具体的に、本件判決では、本件第１処分について「本件犯行は，児童に対する性的侵

害の総合的防止の観点から問題となっている児童ポルノで，かつわいせつ図画でもあ

る動画データの公然陳列事案であり（中略）インターネットを通して児童ポルノの被
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害が拡大し，深刻化していることを考えても，Ｘの行為は， 破廉恥かつ悪質なもので

あって，社会的に厳しい非難を免れないものである。そして，従業員がこのような行

為をすることが，客観的にみて，その雇用先の会社に対する名誉・信用その他の社会

的評価の低下や毀損につながるおそれがあることは明らかである」、「Ｘは，１３歳の

児童に対する極めて悪質な性交類似行為等を撮影した動画データを，その内容を確認

した上で，共有状態となるフォルダに保存し，約１２日間にわたり，同じファイル共

有ソフトを利用する不特定多数のインターネット利用者に対し再生閲覧が可能な状態

にしたものであり，撮影された児童に与える被害が軽微であるとは到底いえない。（中

略）客観的にみて，本件犯行が，児童買春事案に比べて，特に犯情が軽いとか，社会

的非難の度合いが低いと評価することはできない。」、「地方版とはいえＸの実名を伴う

報道が複数されたことは，本件犯行に一定の社会的な関心があることを示す事実とい

える。また，Ｘの氏名によるインターネット検索の結果からすれば，本件犯行に関す

る記事などとともに，Ｘの氏名がＹ社の名称とともに掲載された記事が出てくるので

あり，報道に記載されたＸの住所が滋賀県野洲市であり，職業が会社員とされ，同市

にＹ社の事業所があることからすると，本件犯行をしたＸがＹ社の従業員であると推

測することは可能といえる」、「Ｙ社は，従業員らに対し，高い倫理観の保持や社会に

おける責任を自覚して行動することを企業倫理規範・行動指針として示し，また，児

童ポルノに対し日本より厳しい立場を取っている国を含む海外の取引先も多く，そこ

から企業の社会的責任（ＣＳＲ）を強く求められるような状況にあり，自身のホーム

ページにおいても，人権の尊重などのＣＳＲへの取組を公表しているが，本件犯行は，

企業活動に伴うものではないものの，そのようなＹ社の経営方針とは相容れないもの

であるといえるし，その事業の態様からしても，本件犯行がＹ社の社会的評価に悪影

響を及ぼすおそれは大きいといえる。」といった理由で、解雇権の濫用には該当しない

としました。 

 

４．解説 

(１) はじめに 

従業員が犯罪行為を行ったことが発覚した場合、それが業務に関するものか、私生活

上の非行に関するものであるかを問わず、会社経営者や人事担当者としては、会社の社

会的名誉や他の従業員への影響等を考慮して、懲戒処分の中でも最も重い懲戒解雇を選

択せざるを得ないとの判断に至ることが多く、その判断は自然なものと思われます。 

  しかし、当該懲戒解雇を裁判等で争われた場合、本件の原判決のように、解雇権の濫

用であるとして無効と判断されるケースも散見され、特に私生活上の非行に関する犯罪

行為である場合，懲戒解雇の可否について慎重に検討する必要があります。 

そこで、以下では、従業員が犯罪行為をした場合の懲戒解雇の可否の判断について、

裁判実務の考え方をご説明いたします。 
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(２) 懲戒解雇の可否に関する考え方 

  まず、従業員に対して懲戒処分を行うに際しては、従業員の問題行為が懲戒処分の対

象になることを就業規則等で規定しておく必要があります（これを欠いている場合には、

懲戒処分はできません。）。もっとも、本稿で問題としているような犯罪行為については、

通常懲戒事由（しかも懲戒解雇事由）として記載されているかと思われます。 

  しかし、従業員の行為が懲戒解雇事由に該当するとしても、直ちに処分が有効と認め

られるわけではありません。労働契約法第１５条は、「使用者が労働者を懲戒することが

できる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他

の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められな

い場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする」と規定しており、

懲戒処分に対して「社会通念上相当」であることを求めています。これが解雇権濫用法

理と言われるものです。 

 

(３) 裁判実務の考え方 

  以上のような法理を前提にして、犯罪行為、特にそれが会社の業務と関係のない私生

活上の非行に関するものである場合、どのような要件で懲戒解雇が許されるのでしょう

か。 

  この点について最高裁は、懲戒解雇が許されるためには、「当該行為の性質、情状のほ

か、会社の事業の種類・態様・規模、会社の経済界に占める地位、経営方針及びその従

業員の会社における地位・職種等諸般の事情から綜合的に判断して、右行為により会社

の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合でなければな

らない」（日本鋼管事件 昭和４９年３月１５日判決）という基準を示しており、その後

の裁判例もこの基準を参考にしていると考えられます。 

  そして、この基準をもとに懲戒解雇の有効無効が争われた事案は数多く存在しますが、

有効・無効いずれの結論も多数存在しており、まさにケースバイケースという状況です。 

 

(４) 最後に 

  執筆者は、本件の従業員の行為の悪質性・Ｙ社の他の従業員を含めた第三者に与える

嫌悪感等の事情を考慮すると、本件判決（高裁判決）が指摘したような理由によって懲

戒解雇を有効とすべきと考えます。 

ただし、本件でも地裁レベルでは懲戒解雇が無効とされていることからも分かるよう

に、従業員が犯罪行為をしたからといって直ちに懲戒解雇が認められるわけではなく、

諸般の事情を考慮したうえでの微妙な判断が必要となってきます。 

  実際には、従業員による犯罪行為が発覚した場合、使用者としては、従業員本人と協

議の上、自主退職を促すという方法（この方法であれば事後の紛争が生じ津リスクは軽
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減できると言えます）もありますが、従業員がこれに応じない場合には、懲戒解除を検

討せざるを得ない可能性があります。また、その犯罪行為の内容、社会的影響や他の従

業員への影響を考慮して、経営判断として当該従業員を懲戒解雇とせざるを得ないケー

スもあるかと思われます。そのような場合においても、その有効性を争われた場合のリ

スクが存在することを踏まえたうえで判断をしていただければと考えます。 

以上 
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メンタルヘルスに関する情報の申告の有無と、過失相殺の可否 

（東芝事件 最高裁判所第二小法廷平成２６年３月２４日判決） 

 

弁護士  大浦 智美 

 

１．事案の概要 

本件は、Ｙ社（株式会社東芝）の従業員であるＸ（技術職の女性社員）が、Ｙ社に対し、

休業期間満了後に行われた解雇は、Ｘが業務上の疾病（鬱病）に罹患して休業していたに

もかかわらずなされたものであって、労基法１９条１項に反し無効であると主張し、雇用

契約上の地位確認・解雇から判決確定までの賃金支払を、また、Ｙ社の安全配慮義務違反

を理由とする慰謝料等の支払を求めた事案です。 

 

労基法１９条１項 

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及び

その後３０日間・・（略）・・は、解雇してはならない。（略） 

 

（１）事実経緯 

H2.4   入社 

H12.5   定期健康診断で不眠と回答。 

H12.6   工場の診療所で不眠と診断される（レンドルミンを処方）。 

H12.7   内科で慢性頭痛と診断される（デパス錠・セルシン錠を処方）。 

H12.11 頃 液晶ディスプレイの製造ラインを構築するプロジェクト（「本件プロジェクト」）

が発足。Ｘは本件プロジェクトの一工程において、プロジェクトリーダーとな

る（Ｘにとって初）。 

H12.12  神経科医院で神経症と診断される（デパス錠を処方）。 

H13.3.15 時間外超過者健康診断を受診。自覚症状として、頭痛・めまい・不眠を回答。 

H13.4.24 時間外超過者健康診断を受診。自覚症状として、頭痛・めまい・不眠を回答。 

H13.5 中旬 本件プロジェクトに加え、新たに、異種製品開発業務、技術支障問題対策業務

の担当を指示される。 

同月頃 同僚から見て、体調が悪い様子で仕事を円滑に行えるようには見えず。 

H13.5.15  技術支障問題の担当を断る。 

H13.5.23～H13.6.1 

激しい頭痛のため連続して欠勤。予定されていた重要な会議を欠席。 

H13.6.4  技術支障問題の担当から外れていないことを知り、再度断る。 

H13.6   神経科医院へ月数回の通院を行うようになる。 

H13.6.7  時間外超過者健康診断を受診。自覚症状として、頭痛・めまい・不眠を回答。
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体調不良で 1週間欠勤したことを伝える。 

H13.6 下旬 異種製品開発業務の担当を断ろうとするが、課長の了解を得られず。 

H13.7.9  欠勤。 

その後、異種製品開発業務の担当業務の限定を求め了解を得るが、後任者が定

まらず（そのため業務は限定されず）。 

H13.7.17  時間外超過者健康診断を受診。自覚症状として、頭痛・めまい・不眠を回答。 

H13.7.28～H13.8.6 

有給休暇を取得し療養。 

休暇明け  課長や同僚は、Ｘが元気がなく席に座って放心したような状態であることを認

識。大丈夫かと声をかける等。 

H13.9.3～9.30 

診断書を提出して 1か月の休暇を取得。 

H13.10.9～ 診断書等を提出して欠勤。 

H15.1.10  Ｙ社、Ｘに対し休職を発令。 

H16.8.6  休職期間満了を理由とする解雇予告通知。 

H16.9.9  解雇の意思表示。 

H16 頃   本訴提起。 

H16.9～H21.5 

休業補償給付の支給を求めたところ、労基署が支給しない旨を処分。Ｘは処分

取消訴訟を提起。H21.5 に、鬱病には業務起因性が認められるとして給付を認

める判決が確定。 

 

なお、Ｘの労働時間については、H12.12～H13.4 の 5 カ月平均の所定時間外労働時間は

90 時間 34分、法定時間外労働時間は 69 時間 54分と認定されています（一審判決）。 

 

（２）就業規則の定め 

・休職  業務外の傷病により欠勤をしている者が「欠勤期間」を超えて欠勤するとき

は，休職を命ずる。 
・欠勤  欠勤開始からの一定の期間が「欠勤期間」となる。欠勤期間は勤続年数に応

じて定められており、１０年以上２０年未満の者は、最長１５か月。 

・休職期間満了後の解雇 
業務外の傷病により休職を命ぜられた者は，その休職期間が満了したときは

解雇される。 
 

２．本件の争点 

（１）解雇の有効性（鬱病は「業務上の疾病」か） 
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（２）Ｙ社の安全配慮義務違反の有無、同義務違反に基づく損害額 

※なお、損害額の認定に関連して、Ｘが給付を受けた傷病手当金額を控除できるかという点も争点となっていますが、

本レターでは割愛します。 

 

３．各審級における争点判断 

争点 一審 控訴審 最高裁 

解雇の有効性 無効 一審維持 ― 

（※Ｘのみ上告） 

安全配慮義務違

反の有無 

あり 一審維持 ― 

（Ｘのみ上告） 

過失相殺・素因

減額の有無 

（特に言及なし） 過失相殺 

(理由①)Ｘが通院や病

名・薬剤の処方等に関

する情報を申告しなか

ったこと 

(理由②)Ｘの個体側の

脆弱性 

過失相殺はできな

い（差戻し） 

 

４．最高裁判旨 

 

（通院・投薬に関する情報の不申告について） 

「上告人が被上告人に申告しなかった自らの精神的健康（いわゆるメンタルヘルス）に

関する情報は，神経科の医院への通院，その診断に係る病名，神経症に適応のある薬剤

の処方等を内容とするもので，労働者にとって，自己のプライバシーに属する情報であ

り，人事考課等に影響し得る事柄として通常は職場において知られることなく就労を継

続しようとすることが想定される性質の情報であったといえる。使用者は，必ずしも労

働者からの申告がなくても，その健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全

配慮義務を負っているところ，上記のように労働者にとって過重な業務が続く中でその

体調の悪化が看取される場合には，上記のような情報については労働者本人からの積極

的な申告が期待し難いことを前提とした上で，必要に応じてその業務を軽減するなど労

働者の心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきである。また，本件にお

いては，上記の過重な業務が続く中で，上告人は，平成１３年３月及び４月の時間外超

過者健康診断において自覚症状として頭痛，めまい，不眠等を申告し，同年５月頃から，

同僚から見ても体調が悪い様子で仕事を円滑に行えるようには見えず，同月下旬以降は，

頭痛等の体調不良が原因であることを上司に伝えた上で１週間以上を含む相当の日数の

欠勤を繰り返して予定されていた重要な会議を欠席し，その前後には上司に対してそれ



11 
 

までしたことのない業務の軽減の申出を行い，従業員の健康管理等につき被上告人に勧

告し得る産業医に対しても上記欠勤の事実等を伝え，同年６月の定期健康診断の問診で

もいつもより気が重くて憂鬱になる等の多数の項目の症状を申告するなどしていたもの

である。このように，上記の過重な業務が続く中で，上告人は，上記のとおり体調が不

良であることを被上告人に伝えて相当の日数の欠勤を繰り返し，業務の軽減の申出をす

るなどしていたものであるから，被上告人としては，そのような状態が過重な業務によ

って生じていることを認識し得る状況にあり，その状態の悪化を防ぐために上告人の業

務の軽減をするなどの措置を執ることは可能であったというべきである。これらの諸事

情に鑑みると，被上告人が上告人に対し上記の措置を執らずに本件鬱病が発症し増悪し

たことについて，上告人が被上告人に対して上記の情報を申告しなかったことを重視す

るのは相当でなく，これを上告人の責めに帰すべきものということはできない。」 
 
（Ｘ固有の個体による脆弱性について） 
「また，本件鬱病は上記のように過重な業務によって発症し増悪したものであるところ，

上告人は，それ以前は入社以来長年にわたり特段の支障なく勤務を継続していたもので

あり，また，上記の業務を離れた後もその業務起因性や損害賠償責任等が争われて複数

の争訟等が長期にわたり続いたため，その対応に心理的な負担を負い，争訟等の帰すう

への不安等を抱えていたことがうかがわれる。これらの諸事情に鑑みれば，原審が摘示

する前記３（２）の各事情（引用注：「入社後慢性的に生理痛を抱え，平成１２年６月ないし７月頃及び同年

１２月には慢性頭痛及び神経症と診断されて抑鬱や睡眠障害に適応のある薬剤の処方を受けており，業務を離れて治

療を続けながら９年を超えてなお寛解に至らないこと」）をもってしてもなお，上告人について，同種

の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるぜい弱性な

どの特性等を有していたことをうかがわせるに足りる事情があるということはできない

（最高裁平成１０年（オ）第２１７号，第２１８号同１２年３月２４日第二小法廷判決・

民集５４巻３号 １１５５頁参照）（引用注：いわゆる電通事件）。」 

 

５．本判決に対する評価 

本判決は、過重な業務が続く中で労働者の体調の悪化が看取される場合には、労働者が

使用者に対し、精神疾患を理由とする通院・投薬治療を行っている旨を申告していなかっ

たとしても、使用者は、安全配慮義務違反によって生じた労働者の精神疾患の発症・増悪

につき、全面的に責任を負う場合がある旨を示しており、本判決の実務へのインパクトは

小さくないものと思われます。 

ただ、本事案においては、Ｘはほぼ毎月時間外超過者健康診断を受診するなど長時間労

働を常態としていたこと、Ｘの同僚は早くからＸの体調不良を認識しており、上司も認識

し得たと思われること、体調不良を原因に 1週間以上の欠勤をしていたこと、その前後に

はそれまでしたことのない業務の軽減を繰り返し申し出ていた等の事情が認定されており、



12 
 

Ｘからの申告の有無を問わず、会社の予見可能性が相当程度認められる事案であったとい

う点が特徴として挙げられます。 

これらの認定が、過失相殺否定という結論へ大きく影響したのではないかと推測されま

すので、本判決の射程範囲は限定的に捉える必要があると考えます。 

 

６．本判決を踏まえた実務上の対応 

本事案においては、一審から一貫して使用者の安全配慮義務違反が認められています。

使用者としては、労働者にとって過重な業務が続く中で労働者から体調不良や業務軽減の

申し出がなされた場合には、使用者の予見可能性が認められやすいことに留意し、労働者

が通院や投薬治療を行っているのか否かに拘らず、速やかに過重労働を是正することが望

ましいと言えます。 

 

また、裁判所は、直属の上司が有していた情報のほか、産業医が有していた情報にも着

目した上で、使用者の安全配慮義務違反を認定し（控訴審）、また、過失相殺を否定してい

ます（上告審）。 

労働安全衛生法上、産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、

事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができると定められて

います（同法１３条）。控訴審判決が、「産業医としては、上記の問診結果を受けて、第一

審原告に対するより詳細な診察を実施するなどして、第一審原告の健康状態に問題がない

ことを確認すべき責務があったものというべき」、「上記『時間外超過者健康診断』におけ

る第一審原告の主訴の内容や問診結果をＡ課長が知らなかったとしても、それは第一審被

告内部における連携ないし連絡の不十分さを意味するにすぎず、上記注意義務の存在を否

定するものとはならない」等と判示している点を踏まえると、裁判所は、事業者と産業医

が緊密に連携し、労働者の健康維持に努めるべきとの認識を示したものと思われます。 

使用者側においては、実効性の高い産業医面談を実施することが、今まで以上に求めら

れてくるものと考えられます。 

 

なお、本件と同様に、従業員から精神的な不調に関する具体的な申出がない中で、会社

が行った諭旨退職の懲戒処分が問題となった事件として、ヒューレット・パッカード事件

（最高裁平成２４年４月２７日判タ１３７６号１２７頁）があります。 

同事案において、最高裁は、被害妄想など何らかの精神的な不調により嫌がらせを受け

ているとの認識を持ち欠勤を続けた労働者について、「使用者・・・としては、（労働者の

欠勤の原因や経緯を踏まえ、）精神科医による健康診断を実施するなどした上で、その診断

結果等に応じて、必要な場合には治療を進めた上で休職等の処分を検討し、その後の経過

を見るなどの対応を取るべき」であったとしています。 

本件及びヒューレット・パッカード事件を踏まえると、使用者においては、労働者のメ
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ンタルヘルスに関する情報の取得は必ずしもスムーズではないことに留意した上で、労働

者の抱える精神衛生上の問題を察知し、適切に対処していくことが求められているものと

考えられます。 

以上 


