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労使が選ぶ最新重要判例
講演日：2016年6月9日（木）

全2回後 編
講 

演 

録

伊東 良徳 （37期）
●Yoshinori Ito
当会会員、労働問題検討委員会 副委員長

〈略歴〉
1983年 京都大学法学部卒業
1985年  弁護士登録

（第二東京弁護士会）
2013～2015年  第二東京弁護士会労働

問題検討委員会委員長

澤崎 敦一 （54期）
●Nobuhito Sawasaki
当会会員、労働問題検討委員会 副委員長

〈略歴〉
1999年3月 東京大学法学部卒業
2001年10月  弁護士登録、

アンダーソン・毛利法律事務所入所
2011年1月  アンダーソン・毛利・友常法律事務所

パートナー

師子角 允彬 （60期）
●Nobuaki Shishikado
当会会員、労働問題検討委員会 委員

〈略歴〉
2004年　一橋大学法学部卒業
2006年　 一橋大学大学院法学研究科

法務専攻修了
2007年　弁護士登録

竹内 亮 （61期）
●Ryo Takeuchi
当会会員、労働問題検討委員会 委員

〈略歴〉
1997年　東京大学文学部卒業
2007年　東京大学法科大学院修了
2008年　弁護士登録

橋本 佳代子 （61期）
●Kayoko Hashimoto
当会会員、労働問題検討委員会 副委員長

〈略歴〉
2001年　一橋大学法学部卒業
2007年　中央大学法科大学院修了
2008年　弁護士登録

安藤 亮 （63期）
●Ryo Ando
当会会員、労働問題検討委員会 委員

〈略歴〉
2010年12月  弁護士登録

（第二東京弁護士会）
2015年4月  労働問題検討委員会 委員
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第2報告 山梨県民
信用組合事件

判例報告1
（1）はじめに
竹 内 　本日、私がご紹介させていただくの
は山梨県民信用組合事件という最高裁平成28
年2月19日の就業規則に定められた労働条件の
不利益変更に関する判例です。
　不利益変更について、労使双方の個別合意
がある場合には、労働条件を変更することが
できるということが前提になります。これは
法律的には労働契約法9条に書いてあること
の、反対解釈ということになろうかと思いま
す。合意があれば労働条件を不利益変更する
ことができるということなんですが、その合
意の認定については厳格にかつ慎重に認定さ
れるべきであると言われております。
　これについては、賃金債権の合意相殺につ
いて日新製鋼事件という判例があり、また、
賃金債権の放棄についてシンガー・ソーイン
グ・メシーン事件という判例があります。し
かし、本件はそのような賃金債権の相殺や放
棄などではなく、労働条件そのものを不利益
に変更する場合について、個別合意をどう認
定していくかということを初めて判示した最
高裁判例ということで、実務上も非常にイン
パクトのある判例ではないかと思われます。
　重要なポイントとして、この山梨県民信用
組合について、本件の前に、甲府地裁平成19
年（ワ）第509号・同平成20年12月18日判決
と、東京高裁平成21年（ネ）第323号・同平成
21年7月9日判決という、別の原告の方が同じ
規定について不利益変更を争った事案があり、

これについては労働者側が勝訴して確定して
います。そういう事情もあったということは、
1つ参考になろうかとは思います。
（2）事案の概要
①合併の経緯
　 図表2 【合併の経緯の概略】をご覧くださ
い。平成15年に峡南信用組合が甲府中央信用
組合に合併されまして、さらに、平成16年に
やまなみ、美駒、谷村という3つの信用組合が
甲府中央信用組合に合併されて、山梨県民信
用組合（Y）に名称変更しました。このよう
に、2段階になっているわけです。
　いずれも退職金が問題になっており、平成
15年にも平成16年にも基準が変更されており
ます。本件においては平成15年の変更が主に
結果に寄与しておりますので、今日は平成15
年の変更を中心にご説明します。
　本件の原告・上告人Xらは、いずれももとも
と峡南信用組合に勤務していた者で、12名の
うち8名が管理職でした。残りの4名は非管理
職で、峡南信用組合職員組合の組合員でした。
峡南信用組合の退職給与規定においては、退
職時の本俸月額に、勤続年数と、普通退職で
ある場合と自己都合である場合の各所定の係
数をかける方式によって決めるとされていま
した。
　後で内枠方式と外枠方式という話が出てく
るんですけれども、峡南信用組合は内枠方式
を採用しています。内枠方式とは、そこで計
算された退職金の総額から、厚生年金と企業
年金の金額を控除して支払うという仕組みで
す。この点について、会社側と労働者側で争
いは本件においてはないのですけれども、そ
ういう前提があったということはご承知おき
いただければと思います。

合併の経緯の概略図表2
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甲府中央信用組合

峡南信用組合 やまなみ信用組合 美駒信用組合 谷村信用組合

山梨県民信用組合に名称変更

（Xらが勤務）

平成15年合併
（本件基準変更）

平成16年合併
（平成16年基準変更）
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②労働者に対する説明内容
　さて、平成15年の合併において会社が労働
者に対しどのような説明を行ったのかという
点が、本件の一番重要な点です。本件では、
平成14年12月13日、峡南信用組合内において
甲府中央信用組合との合併後の労働条件につ
いての職員説明会が行われ、常務理事からXら
を含む管理職に対して、「退職金の具体的金額
は甲府中央信用組合における退職金支給基準
に合わせ同一水準を保障する」、「合併後組合
幹部と職員代表により構成する委員会を発足
させ、基準の見直し・改善の検討を開始し、2
年を目処に統一を図る」という内容の同意書
案が示されました。
　しかし、実際の説明では、退職金計算の基
礎額がそれまでの「退職時の本俸の月額」か
ら「退職時の本俸額を2分の1に減じた月額」
に変更されるという、同意書案の記載内容と
は異なる説明がされていたという認定がされ
ております。
　その説明会の直後に、退職金一覧表という
内部資料があったんですけれども、管理職に
はその退職金一覧表を閲覧させて、希望者に
はコピーを交付したということが認定されて
います。この退職金一覧表は、A3の紙で、職
員約50人の名前が書いてあって、生年月日や
入社日や勤続年数などが書いてあるんですが、
その横に峡南信用組合の計算でいくとこうな
ります、甲府中央信用組合の計算でいくとこ
うなります、平成14年12月31日に合併したと
きに峡南信用組合は自己都合で退職をすると
これぐらい退職金がもらえます、甲府中央信
用組合の退職金としてはこういう計算になり
ますと、いろいろな試算が羅列してあるよう
な形式の表です。
　率直に申し上げて、一瞥して退職金の中身
が分かるようなものとはなかなか言い難いと
いうのが、記録を閲覧した私の印象です。
　そのような説明を経て、平成14年12月20日
に峡南信用組合の常務理事や監事らはXらを
含む管理職に対して、先に示された同意書案
とは別の修正された内容の同意書案を示して、
これに同意しないと合併を実現することがで

きませんなどと告げて、署名、押印を求めた
結果、Xらを含む管理職の全員がこれに応じて
署名、押印をした、という内容です。
　修正された点は2つあります。1つは、退職
金額の計算の基礎となる給与額（基礎給与額）
につき、旧規程では「退職時の本俸の月額」
とされていたのに対し、新規程では退職時の
本俸の月額を2分の1に減じた額とされたこと
です。もう1つは、基礎給与額に乗じられる支
給倍数（勤続年数に、定年等の事由による普
通退職又は自己都合退職に応じた所定の係数
を乗じて得られる数）につき、旧規程では上
限が定められていなかったのに対し、新規程
では上限が55.5とされたことです。
　最高裁判決で言っている本件基準変更とは
この2つを指すのですが、このようなものを示
されて、管理職は全員それにサインをしまし
た。説明を受けて同意をしたので、信用組合
の側から見た場合にはそれで、個別同意によ
って労働条件の変更が同意されたということ
が主張されるわけです。
　他方、管理職でない従業員に対しては、管
理職のサインしたものと同内容の労働協約書
について、峡南信用組合の職員組合の執行委
員長が署名、押印したということで、同意が
あったという取扱いです。
③退職金変更の程度について
　次に、具体的に退職金がどの程度変更になっ
たのかという例を見ていきます。Xら12名のう
ち、例としてX1という方を取り上げます。
　X1は、昭和41年に入組し、平成20年3月31日
に定年退職しました。勤続年数は合併前が37
年10か月、合併後は4年2か月です。退職時の
本俸は31万1,400円でしたが、2分の1にします
という同意書案に同意をしておりますので、2
分の1にしますと15万5,700円になります。
　厚生年金の額が約1,232万円、企業年金が約
167万円という前提で計算をしていきます。ま
ず会社側の主張する退職金は、合併前、合併
後について、それぞれ15万5,700円という2分の
1の金額をベースにすると、約675万円になり
ます。最初に説明した内枠方式を採用してい
ますので、そこから厚生年金と企業年金を引
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くと0になります。つまり退職時に退職金とし
て支給される金額は0になるということです。
　これに対して、X1の主張は、合併前につい
ての本俸は31万1,400円で、修正された合併の
同意書案への同意自体が無効だという立場に
立っておりますので、2分の1にしない金額を
元にして合併前、合併後の金額を計算してい
ます。倍数も違うのですが、そういう計算を
していくと合計約1,961万8,000円になるので、
厚生年金と企業年金を引いても約561万円残る
はずと、そういう請求を立てていたわけです。
（3）裁判所の判断
①原審の判断
　以上が前提で、原告らが退職金を請求する
訴えを甲府地裁に起こしたのですが、甲府地
裁および東京高裁は、合併前の部分について、
要旨次のとおりに判断し、原告らの請求をい
ずれも棄却すべきとしました。
　「管理職Xらは本件退職金一覧表の提示を受
けて、本件合併後にYに残った場合の当面の退
職金額とその計算方法を具体的に知ったもの
であり、本件同意書の内容を理解した上でこ
れに署名押印をしたのであるから、本件同意
書の署名押印により本件基準変更に同意した
ものということができる。従って、管理職のX
らについては合意による本件基準変更の効力
が生じている。」
②最高裁の判旨
　ここからは最高裁の判旨です。結論として
は破棄差戻しになりました。最高裁は、「労働
契約の内容である労働条件は、労働者と使用
者との個別の合意によって変更することがで
きるものであり、このことは就業規則に定め
られている労働条件を労働者の不利益に変更
する場合であっても、その後に際して就業規
則の変更が必要とされることを除き、異なる
ものではないと解される」と判示しました。
　労契法9条の反対解釈で、個別合意によって
労働条件の不利益変更ができるということを、
初めて正面から判示したものとしてこの規範
は非常に意味があるものであると思われます。
　ただし、その後に続けて、「もっとも、使
用者が提示した労働条件の変更が賃金や退職

金に関するものである場合には、当該変更を
受け入れる旨の労働者の行為があるとしても、
労働者が使用者に使用されてその指揮命令に
服すべき立場に置かれており、自らの意思決
定の基礎となる情報を収集する能力にも限界
があることに照らせば、当該行為をもって直
ちに労働者の同意があったものとみるのは相
当でなく、当該変更に対する労働者の同意の
有無についての判断は慎重にされるべきであ
る」としました。同意の判断については慎重
にするべきだということを言ったわけですね。
　さらに続けて、「そうすると、就業規則に定
められた賃金や退職金に関する労働条件の変
更に対する労働者の同意の有無については、
当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有
無だけでなく、当該変更により労働者にもた
らされる不利益の内容及び程度、労働者によ
り当該行為がされるに至った経緯及びその態
様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又
は説明の内容等に照らして、当該行為が労働
者の自由な意思に基づいてされたものと認め
るに足りる合理的な理由が客観的に存在する
か否かという観点からも判断されるべき」と
述べています。
　本件について具体的に見ていくと、「修正前
の同意書案には、Yの従前からの職員に係る
支給基準と同一水準の退職金を保障する旨が
記載されていた」、これは平成14年12月13日の
職員説明会で見せられた同意書案のことです。
そして、「退職金額の計算に自己都合退職の係
数が用いられる場合には、支給される退職金
額が0円となる可能性が高いものであったとい
うことができ、また内枠方式を採用していな
かったY（甲府中央信用組合を指します。）の
従前からの職員に係る支給基準との関係でも、
上記の同意書案の記載と異なり、著しく均衡
を欠くものであったと言うことができる」と
しました。
　当然ですけれども、もともと甲府中央信用
組合に勤務していた従業員の方は、退職金が0
になるということはあり得ないですから、合
併によってその会社の従業員になった者は0に
なるというのが、不均衡とこの判例は述べて

講演録：労使が選ぶ最新重要判例
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います。
　さらに、「自己都合退職の場合には支給され
る退職金額が0円となる可能性が高くなること
や、Y（甲府中央信用組合）の従前からの職員
に係る支給基準との関係でも、上記の同意書
案の記載と異なり著しく均衡を欠く結果とな
る」ことなどを、情報提供や説明する必要が
あったということを述べています。
　そのような前提で、Xらがその自由な意思に
基づいて同意したかどうかについて十分審理
を尽くしていないということで破棄差戻しに
なって高裁に戻されたということです。
　最高裁は、具体的な不利益を説明する必要
があったと述べていますので、使用者側の弁
護士として会社に不利益変更のアドバイスを
する場合には、今後はこういう点についてど
の程度説明するかという問題があると思うの
ですが、何らかの注意が必要であろうという
ことが言えるかと思います。
　最後に、伊東先生には、「労働者の合意の効
力の有無を厳格かつ慎重に認定する」という
判示の射程が、どういう事例にまで及ぶのか
という点に、若干触れていただけるのではな
いかと思っております。私からの報告は以上
です。

報告に対するコメント2
司 会 　では伊東先生、リクエストがありま
したので、労働者の同意が問題となった従前
の判例との関係での、この最高裁判例の位置
付け、射程についてご意見をお願いいたしま
す。
伊 東 　最高裁は「労働者の自由な意思に基
づいてされたものと認めるに足りる合理的な
理由が客観的に存在するか否か」と言ってい
る。このフレーズは、賃金債権の放棄、それ
から合意相殺というところで出てきたわけで
す。従来は、最高裁は、あくまでも現に発生
している賃金の放棄や、発生している退職金
の相殺など、労働基準法24条の賃金全額払い
の原則に違反する既発生部分に限ってこの法
理を適用してきました。

　けれども、今回の退職金は、合意時点では
将来の話でして、未発生の退職金の条件につ
いての変更について、この法理を初めて適用
したということです。
　今回の判例は、強行法規違反の議論でもな
く、かつ未発生の部分について触れていると
いう意味で、最高裁は明らかにこの法理の適
用範囲を広げてきたと私は考えております。
　次の争点として考えられるのは、最高裁自
身が賃金や退職金の不利益変更ということを
あえて挙げているわけですから、当然これか
ら賃金の切り下げを一方的に通告されたとき
について、同意があったという主張があった
場合に適用されることが予想されます。
　それから、最高裁は、この判決では賃金と退
職金を挙げていますけれども、私は賃金、退
職金というのはあくまでも重要な労働条件の
例示にすぎないと考えています。そうします
と、賃金や退職金と並ぶような重要な労働条
件として、労働者側の有期契約の不更新合意
が次のターゲットじゃないかと思っています。
司 会 　澤崎先生としてはこの最高裁判決の
射程と、今後の実務に与える影響についてど
うお考えでしょうか。
澤 崎 　まずこの判決の射程についてですが、
私としては「賃金や退職金に関するものであ
る場合には」と限っているところ、ここは使
用者側として大きくこだわるべきところだと
思います。
　次に、「もっとも使用者が提示した労働条件
の変更が賃金や退職金に関するものである場
合には」というところでは、特に就業規則に
定めた賃金や退職金に関する場合という限定
がありません。そういう意味では、例えば、
個別の労働者の賃金を引き下げるという場面
でも、あの状況で慎重に判断されるべきであ
ると最高裁が言ったんだから、就業規則の変
更かどうかにかかわらず、慎重に判断される
べきであるという意見は出てくるかとは思い
ます。
　他方、「就業規則に定められた賃金や退職金
に関する労働条件の変更に対する労働者の同
意の有無」という箇所では、いろいろ考慮要
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素が書いてあるんですが、ここについてはや
はり「就業規則に定められた」と限定されて
いる以上、就業規則の変更でないものについ
てはあてはまらないだろうと見ています。
　今後の実務に対する影響ですが、今回の事
案は合併のときの退職金の変更に関する事例
です。合併をするときに退職金をどうするの
かということは、M&Aでは大きな問題で、こ
の判決はM&A実務に大きな影響を与えると思
います。
　次に、退職金制度は、10年ぐらい前だと思
いますが、確定拠出年金や確定給付企業年金
の導入をした際に、大きく制度変更がされて
いるところです。その時に、就業規則の変更
だけではなくて、個別同意も取っているとい
うパターンもあると思います。こういう退職
金制度の大改変は、ほかにもたくさんあるは
ずで、しかもリスクが顕在化するのは例えば
10年後だったりするわけです。
　そこをどうやって戦っていくか、今後は、
この最高裁の示した「当該変更を受け入れる
旨の労働者の行為の有無だけではなく、当該
変更により労働者にもたらされる不利益の内
容及び程度、労働者により当該行為がされる
に至った経緯及びその態様、当該行為に先立
つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照
らして」という要素にしたがってきちんとし
た説明がされているかどうか。そこをやはり
弁護士として、顧問先の企業に対してきちん
とアドバイスすべきだと思います。
　今後は、弁護士がこういった説明会の資料
を見せてもらい、きちんとリスクまで書いて
あるのかということをチェックすることを、
スタンダードプラクティスとしてやっていか
なければいけないと思います。
　それから同意書を取る場合に、同意書をど
うやって書くかですね。この件は、どういう
説明があって、どういう背景で同意をしたの
かということが、同意書だけでは分からない
ような事案でした。かつ、退職金の事件とい
うのはリスクがすぐに顕在化するわけではな
くて、10年後、20年後に顕在化するわけです。
そうすると、使用者側としてはどうやって同

意を得た事実を立証していくのかということ
を考えておくことが必要になってきます。例
えば、何月何日の説明会に基づき同意をしま
したと示す場合、説明会の資料は別途、永久
保存とまでは言いませんけれども、きちんと
保存しておいてもらうようにクライアントに
アドバイスする必要があるのではないかと思
います。
　あとは資料なども社内の機密資料だからと
言って参加者に持ち帰らせない、映写するだ
けとするパターンもあるかも分かりませんが、
それだときちんと説明されたかどうかも分か
らない。スライドで話したけれども、飛ばし
たかもしれませんよねと言われてしまうと何
とも言いようがないので、希望があれば配布
する。あるいは全員に配る。後でそういうク
レームを言ってくる人が誰か分からないので、
そういう意味で全員に配りましたというふう
にしておいた方が、より立証の観点からは安
全かと思います。
　あとどこまで不利益を説明するべきかです
が、本件は、かなりミスリーディングな説明
をしていたと認定されています。ですからき
ちんとそれが違うということを説明しなけれ
ばいけなかったという文脈での話なので、最
高裁はかなり詳細に説明せよということを言
っていると思います。ですからきちんとミス
リーディングなことはせず、分かりやすい説
明を心がけていれば、ここまで具体的に説明
すべきだったという話にはならないのではな
いかと思います。
　他方でやはり重要な不利益変更については、
つまりいいところだけではなくて、大きな不利
益としてこんなのがあるのですよと必ず説明す
る、ということが重要ではないかと思います。
 

第3報告 セクハラ・パワハラを原因
とする懲戒処分の有効性

司 会 　続いての報告に移ります。次は「セ
クハラ・パワハラを原因とする懲戒処分の有
効性」です。安藤先生、お願いします。

講演録：労使が選ぶ最新重要判例
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判例報告1
安 藤 　労働問題検討委員会の委員の安藤で
す。これから「セクハラ・パワハラを原因と
する懲戒処分の有効性」に関する最高裁判例
と裁判例を2つ紹介します。
Ⅰ L館事件
　L館事件という最高裁平成27年2月26日判決
についてご紹介します。この最高裁の判例は、
管理職2名に対するセクハラを理由とした懲戒
処分、出勤停止と降格処分の有効性が争われ
た事案です。
（1）事実関係等
①概要
　L館という水族館（Y社）の営業部内の話
で、X1、X2が1審の原告、AとBが被害者の女
性です。X1は責任者の立場のマネージャー、
X2は複数の課長代理のうちの1人ということに
なっています。
　平成23年当時、Y社の従業員の過半数は女性
であって、同水族館の来館者も約6割が女性で
あったという、女性が非常に多い環境でした。
また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
員に対して義務付けるなど、熱心に行ってい
ました。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（セクハラ禁止文書）を作成して従業員に
配布し、職場にも掲示するなど、セクハラの
防止のために種々取組みを行っていました。
②Y社の就業規則等
　次にY社の就業規則について説明しますと、
以下のように規定されていました。

　また、セクハラ禁止文書には、以下のよう
な記載がありました。
・  禁止行為として「①性的な冗談、からかい、
質問」、「③その他、他人に不快感を与える性
的な言動」、「⑤身体への不必要な接触」、「⑥
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」等が列挙され
ていた。
・  これらの行為が就業規則4条（5）の禁止する
「会社の秩序又は 職場規律を乱すこと」に含
まれることや、セクハラの行為者に対して
は、行為の具体的態様（時間、場所（職場か
否か）、内容、程度）、当事者同士の関係（職
位等）、被害者の対応（告訴等）、心情等を総
合的に判断して処分を決定することなどが記
載されていた。
　そして、Y社において、セクハラ禁止文書は
就業規則4条（5）に該当するセクハラ行為の
内容を明確にするものと位置付けられていま
した。
　さらに、Y社の資格等級制度規定には、就業
規則46条に定める懲戒処分を受けたときは審
査会の審査を経て、相当とされた社員につき
降格処分が下されるという規定がありました。
③Xらのセクハラ行為の内容
　Xらは、平成22年11月から23年12月の間に、
図表3 に記載の行為をしました。
　平成23年12月、AらはY社に対してセクハラ
行為を受けたという申告をしました。なお、A
は、同じ12月にY社を退職して辞めています。
　また、事情聴取の過程で、X2には以前から
女性従業員に対しての言動について多数の苦
情が出ていたということが判明しています。
④Xらに対する処分の内容
　平成24年2月17日、Y社は、調査に基づきセ
クハラ行為と懲戒事由として就業規則46条の3
により、以下の処分を下しました。
　X1については、出勤停止30日、X2について
は出勤停止10日の処分をしています。そして
重ねて降格処分もしています。この降格処分
は先ほど述べた資格等級制度規定に基づくも
ので、それぞれ1等級降格ということになって
います。この出勤停止処分と降格処分によっ

4条（5）： 社員の禁止行為の一つとして「会社の秩序又
は職場規律を乱すこと」が掲げられていた。

46条1項： 就業規則に違反した社員に対し、その違反
の軽重に従って、戒告、減給、出勤停止又は
懲戒解雇の懲戒処分を行う。

46条の3： 社員が「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」等に該当す
る行為をした場合は、Y社の判断によって
減給又は出勤停止に処する。

D13254_12-23.indd   18 17/03/06   18:03



NIBEN Frontier●2017年4月号 19

て、給与および賞与が具体的には 図表4 のと
おりに減額されています。
（2）第一審判決
　第一審の大阪地裁判決は、結論については、
懲戒処分と降格処分をいずれも有効と判示し
ています。懲戒処分を有効とした理由は次の
とおりです。
① Xらの行為が就業規則4条（5）およびセクハ
ラ禁止文書に列記されている各事項に該当
する。
② X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、X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、
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。
③ 本件各処分は、客観的に合理的な理由があ
り、社会通念上相当であると認められる。

Ｌ館事件・セクハラ行為一覧表図表3

ア　X1
①出勤停止による減額等
・ H24年3月分および4月分の給与：合計49万2933円
・同年6月分の賞与：15万5459円
・ H24.4の昇給（基本給の一つである年齢給）を受け
られず：月額1490円
②降格処分による減額等
・ H24.3から課長代理以上の管理職に支給される管
理職手当（H24.3まで月額6.9万円、H24.4から月
額5.5万円）
および、
  H24.4に新設されたマネージャー手当（月額2万円）
 の支給を受けられなくなった
・ 基本給の一つである職能給がM0の26号俸からS2
の36号俸へ：月額1万6600円減額
イ　X2
①出勤停止による減額等
・H24年3月分の給与：17万2774円
・同年6月分の賞与：15万5459円
・ H24.4の昇給（基本給の一つである年齢給）を受け
られず：月額1490円
②降格処分による減額等
・ H24.3から管理職手当（H24.3まで月額6.9万
円、H24.4から月額5.5万円）の支給を受けられなく
なった
・ 基本給の一つである職能給がM0の19号俸からS2
の36号俸へ：月額6800円減額

給与および賞与の減額等一覧表図表4

講演録：労使が選ぶ最新重要判例

Ｘ１の行為
No 時期 内容
1 H23 Aが1人で勤務している際、Aに対し、複

数回、自らの不貞相手と称する女性の年
齢や職業の話をし、不貞相手とその夫と
の間の性生活の話をした。

2 H23
秋頃

Aが1人で勤務している際、A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 H23 Aが1人で勤務している際、A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 H23.
12下旬

Aが1人で勤務している際、A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 H23.
11頃

Aが1人で勤務している際、Aに「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 H23.
12

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。

8 Aもいた休憩室において、本件水族館の
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。

Ｘ２の行為
No 時期 内容
1 H22.

11
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 H23.7 Aに対し、「30歳は、22、23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。」等の発言を繰り返した。

3 H23.
12下旬

ほかの社員（主任）もいた精算室内で、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 H22.
11以後

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 H23
秋頃

Aおよび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。
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　次に降格処分についても次の理由により有
効としています。
① 本件各懲戒処分が有効である以上、本件各
降格については、客観的に合理的な理由が
ある。
② Xらが、Y社の管理職という立場にありなが
ら、職場において悪質なセクハラ行為等を
繰り返し行ったことに照らせば、Xらについ
て、M0の等級から1段階降格してS2の等級
に格付けしたことが、社会通念上相当性を
欠くとはいえないことは明らかである。
③ 本件各降格は、人事権の行使として、有効
なものである。

（3）控訴審判決
　次に控訴審の判決ですが、結論が逆になり
まして、次の理由により懲戒処分と降格処分
を無効と判示しています。
ア 懲戒処分について
ⅰ　 Xらの行為は、言辞によるセクハラ行為等

としては軽微とは言い難い。
ⅱ　 Y社はセクハラ防止活動に力を入れてい

た。
ⅲ　 Xらは、管理職としてセクハラの防止に努

めるべき立場にあった。
ⅳ　 本件各懲戒該当行為が一因となってAがY

社での勤務を辞めるに至っている。
しかしながら、
① 本件各処分はその基礎の一部を欠いている
（Y社の主張する懲戒事由には、事実として
認められないもの、懲戒事由に該当しない
もの、処分当時、その理由としていたもの
か疑問であるものが含まれる）

② Aの意に反することを認識しながら、又はA
に対する嫌がらせを企図してあえて行った
とは認められない

③ Y社において、一般的な注意以上に、従業員
の個々の言動について適切な指導がされて
いたのか疑問がある

④ Xらには、Y社がセクハラ行為に対してどの
程度の懲戒処分を行う方針であるのかを認
識する機会がなかった

⑤まとめ
　 これらを考慮すると、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、突如、出勤停止処分を行うことは、
Xらにとって酷にすぎるというべきである。
本件各処分は、その対象となる行為の性質・
態様等に照らし、重きに失し、社会通念上
相当とは認められず、権利の濫用として無
効である。

イ 降格処分について
　Y社は資格等級制度規程に基づき、Xらが本
件各処分を受けたことを理由として本件各降
格処分をしたものであるところ、「本件各処分
は無効であるから、本件各降格処分は、理由
がないことに帰し、無効である」とした。
（4）最高裁の判示
　最高裁は、再び結論を覆し、次の理由によ
り、懲戒処分と降格処分を有効と判示してい
ます。
ア 本件出勤停止処分と懲戒権の濫用
　「Aらに対し、X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。」
　Y社は「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、Xらは…Y社の管理職
として上記のようなY社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
…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。」
　「Aは、Xらのこのような本件各行為が一因
となって…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X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Y社の企業秩序や
職場規律に及ぼした有害な影響は看過し難い」
　「（原審は、Xらの誤信をXらに有利な事情と
して斟酌するが）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
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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
し控えたり躊躇したりすることが少なくない
と考えられることや…本件各行為の内容等に
照らせば、仮に上記のような事情があったと
しても、そのことをもってXらに有利に斟酌す
ることは相当ではない。」
　「原審は、Xらが懲戒を受ける前にセクハラ
に対する懲戒に関するYの具体的な方針を認識
する機会がなく、事前にYから警告や注意等を
受けていなかったなどとして、これらもXらに
有利な事情として斟酌するが、Yの管理職であ
るXらにおいて、セクハラの防止やこれに対す
る懲戒等に関するYの方針や取組を当然に認識
すべきであったといえること…1年余にわたり
Xらが本件各行為を継続していたこと…Aらか
ら被害の申告を受ける前の時点において、Yが
Xらのセクハラ行為…を具体的に認識して警告
や注意等を行い得る機会があったとはうかが
われないことからすれば、Xらが懲戒を受ける
前の経緯についてXらに有利に斟酌し得る事情
があるとはいえない。」
　以上によれば、Xらが過去に懲戒処分を受け
たことがなく、Xらが受けた各出勤停止処分が
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、本件処分が懲戒
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。
イ 本件降格処分と人事権の濫用
　懲戒処分を受けたことを降格事由として定
めた趣旨は、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
めの降格処分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。
　（本件事案において）YがXらをそれぞれ1
等級降格したことが社会通念上著しく相当性
を欠くものということはできず、このことは、
上記各降格処分がその結果として課長代理と
しての地位が失われ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、左右されるものではない。
　本件各降格処分は、Yにおいて人事権を濫用
したものとはいえない。
　以上がL館事件の紹介です。
Ⅱ   T大学事件
（東京地判平27.9.25 労経速2260-13）
　事案の概要を簡潔に紹介しますと、大学に
おける准教授を務めていた原告Aらが、同僚
のG准教授や事務職員に対してパワハラをして
いたということで、停職を内容とする懲戒処
分を受けたので、この処分は無効であるとし
て、無効確認を求めた事案です。
　本件の判決の要旨ですが、懲戒処分を無効
と判断しています。先ほどのL館事件との関係
で重要と思われる、事前に改善の機会が与え
られていなかったとの判示に関連する点に絞
ってご紹介いたします。まず「原告Aの認識
について」ですが、G准教授は、少なくとも外
面的には原告らと良好な人間関係を保ってい
たと判示しています。「深刻な被害感情を持っ
ているということまではうかがえないところ
もあり、こうした事情の下では、原告Aにお
いてG准教授が深刻な被害感情を抱いているも
のにまで思いが至らなかったとしてもやむを
得ない面がある」と判示しています。
　そして、「原告Aについての社会的相当性」
について、「外面的には良好な関係を保ってい
て、深刻な被害感情に思いが及ばなかったと
してもやむを得ないこと等からすると、Gの
心情等を原告Aに理解・自覚させた上で改善
を待つなどの機会を与えないまま、いきなり
停職という重い処分を科すことの相当性には
疑問を持たざるを得ない」、さらに経済的に約
189万円もの損失を被っているとし、このよう
な事情を踏まえると、「より軽い処分を経て改
善・更正の機会を与えないまま、大きな経済
的損失を伴う停職を科したことは結論として
社会通念上相当性を欠く」と判断しています。
Ⅲ 検討事項
　今回ご紹介した裁判例、最高裁判例等に照
らして、どの程度の行為に対して、どの程度
までの重さの処分をすることができるかとい
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った相場観の検討をしたいというのがまず1点
目です。
　次に、L館事件について、懲戒処分としての
出勤停止と、人事権の行使としての降格処分
は二重処罰にならないのかという疑問点があ
りますので、こちらも検討していただきたい
と思います。
　さらに、懲戒処分の有効性の判断において、
事前の警告や注意を行うべきこと、より軽い
処分を経て改善・更正の機会を与えるべき
（であるが行っていない）ことなどの事情は、
結論においてどの程度重視されるのかという
ことについてもご意見を伺いたいと思います。
私からは以上です。

報告に対するコメント2
（1）二重処罰に該当するか否か
司 会 　ではコメンテーターの先生にお伺い
します。まずL館事件について、人事権の行使
としての降格処分と懲戒処分としての出勤停
止処分は、二重処罰にならないかという点に
ついて、澤崎先生、いかがでしょうか。
澤 崎 　懲戒処分は刑事手続に似たものだと
考えられていまして、いわゆる適正手続をき
ちんと取りましょうという話になっておりま
す。その中の1つとして、一事不再理の原則と
二重処罰の禁止というものがあります。このL
館事件は、いったん出勤停止処分をした後に、
人事上の措置として後日降格処分がなされて
いるので、会社的には2回処分しているわけで
す。
　そうすると一事不再理なり二重処罰の禁止
に違反しないのかというのが一応論点になる
のですが、この最高裁判例はその点には全然
触れていません。したがって懲戒処分とは別
に降格などの人事上の措置を講ずることにつ
いては、二重処罰の禁止はおよそ論点になら
ないと私は考えております。
伊 東 　全く主張の余地がないかどうかは別
として、裁判官にこれを二重処罰の禁止を理
由に無効だということを納得させるのは、私
はやっぱり難しいと思っています。ただ先に

懲戒処分がされて、その後、人事権の行使で
降格処分されていることを争うときに、懲戒
処分もなされていることで不利益が合算され
るということと、それから既に懲戒処分を行
った後にもう一遍さらに降格処分する必要が
あったのかということの観点から、人事権濫
用の議論をするときの考慮要素にはなるだろ
うと。その程度の話かなと思います。
（2）  事前の警告や注意の有無が懲戒処分の

有効性に与える影響
司 会 　次に、懲戒処分の有効性の判断にお
ける事前の警告や注意について、L館事件の最
高裁判決は、およそ出勤停止などの懲戒処分
については事前の注意がなくてもいいという
趣旨として受け止めていいのでしょうか。
伊 東 　これは判決文をよく読んでいただき
たいのですが、最高裁はあくまでも大きく4つ
述べています。1点目は使用者が一生懸命セク
ハラ防止の活動に取り組んでいて、かつ労働
者が管理職という立場からそれを自分が指導
すべき立場だったにもかかわらずという点。
次に、被害申告に躊躇することが多いという
セクハラの特徴という点が2点目。それから、
行為が1年間も、要するに長期にわたって反復
継続していたということが3点目。それから被
害者の申告の前に使用者が気付いて警告、注
意する機会があったとはうかがえないことが4
点目。おおむねこの4つのことを判示した上
で、そういう事情だから事前警告がないこと
を原告Xらに有利に斟酌しなくてもいいのだと
いうことを言ったわけで、最高裁は結構気を
使っているわけですね。だからそこを見落と
さないようにしていただきたいと思います。
最高裁は決して解雇ではなくて出勤停止レベ
ルならば事前注意はいらないとか、あるいは
セクハラならもう注意はいらないとか、そん
なことを言っているわけではないということ
はきちんと認識していただきたいと思います。
（3）懲戒処分の有効性の判断のポイント
司 会 　最後の質問に移ります。今回安藤先
生からご報告いただいた裁判例では、ハラス
メントと懲戒処分の有効性について判断が分
かれていますけれども、有効、無効の判断ポ
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イントについて、澤崎先生、どのようにお考
えでしょうか。
澤 崎 　いくつか判断要素はあると思います
が、まずどういった行為をしたのか、その行
為がどれだけ悪質なのか。また、その行為に
ついて、どういう処分をするのかという罪刑
の均衡ですね。もちろん手続的には事前に警
告をしておいて、それにもかかわらず同じこ
とをもう1回やったという場合であれば、そち
らの方がさらに重たくすることができるわけ
ですから、事前警告があった方が、ないより
は重い懲戒処分を科しやすいと言えるだろう
と思います。
　それからあとは適正手続ですね。聴聞の機
会を与えると就業規則に書かれているんだっ
たらきちんとそれをしましょうということで
す。もし仮に書いてなかったとしても、懲戒
解雇など、身分を失わせるような処分を科す
のであれば、やはり弁明の手続を与えるのが
実務上鉄則ではないかと思います。
　あと事前警告がなければ懲戒解雇できない
のかとか、事前警告がなければ降格処分はで
きないのかというのはケース・バイ・ケース
で、やはり強制わいせつや暴行など、あとは
いじめの件であれば、被害者がメンタルを患
ってしまったなど、そういったかなり悪質な
ものは、事前警告がなくても懲戒解雇なり降
格処分という重たい処分をすることは十分あ
り得ると思います。
司 会 　判断ポイントや相場観について、伊
東先生、補足がありましたらお願いします。
伊 東 　要するに加害労働者から相談を受け
たときに、どういう事件なら戦えるかという
観点だと思いますけれども、基本的にはまず
処分の重さ、これは解雇されたのか、出勤停
止とかそういうレベルなのかということ。そ
れとの比較で加害行為の重さとの対応。それ
から先ほどの注意、指導等の事前警告があっ
たのかということなどを中心的に考えていく
ことになると思います。
　これから当然強制わいせつなどはどんどん
重くなっていくだろうと思います。時代の雰
囲気として、それはある意味仕方ないし、当

然だと思います。ただ昨今、言葉だけのセク
ハラなど、そういうケースでもわりと重い処
分をすることが増えていると思いますけれど
も、さすがに言葉だけのケースは、解雇はも
ちろんのこと、出勤停止や降格処分であって
も、事前の注意、指導がないようなケースで
は十分戦えるのではないかと私は考えており
ます。
　先ほども言ったように最近はどんどんセク
ハラやパワハラなどは、ある意味厳しく処分
していけるみたいな雰囲気があり、時代の流
れとしてそういう方向だとは思いますけれど
も、ここで立ち止まって弁護士として少し冷
静になりたいと思います。
　例えば、先ほどのL館事件の最高裁、実は高
裁でもセクハラとしては結構たちが悪いとい
う趣旨の認定をしています。しかし、特にX2
のような行為について、判決の中では悪質だ
と言われているけれども、この被害者の方か
ら相談を受けて、これで私は損害賠償請求し
たいんですと言われたときに、被害労働者側
の弁護士はこの件で慰謝料100万円取れますと
は怖くて言えないと思います。問題はそうい
うケースについて、X2は月給5万円減ってい
るわけですから、生涯賃金が何百万円も変わ
るわけです。懲戒処分をそれで有効として本
当にいいのかということも、一度立ち止まっ
て考えてみる必要が私はあると思っています。
加害労働者側の弁護士としては、そういうバ
ランスということを考えれば、特に言葉だけ
のケースは、懲戒処分は本来争えるものでは
ないのかという視点も忘れずにいたいと思っ
ています。
司 会 　ありがとうございました。本日の研
修はこれで終了いたします。 
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