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　最近は，パワーハラスメント（以下，パワハラ）と
いう言葉を見聞きする機会も多くなりました。しか
し，このパワハラとは一体何を指すか，ということに
ついては，実のところ，現時点においても，法律上の
明確な定義はありません。しかし，都道府県労働局へ
のパワハラ相談が増加傾向にあるなど，職場における
パワハラは社会問題として顕在化しており，こうした
行為は社員のメンタルヘルスを悪化させ，職場全体の
士気や生産性を低下させることにもなることから，厚
生労働省に「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円
卓会議」が設置され，2012年１月30日に「職場のい
じめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グ
ループ報告」（以下，ワーキング・グループ報告）が
公表されました。
　そして，ワーキング・グループ報告において，パワ
ハラの概念を整理し，「職場のパワーハラスメントと
は，同じ職場で働く者に対して，職務上の地位や人間
関係などの職場内の優位性を背景に，業務の適正な範
囲を超えて，精神的・身体的苦痛を与える又は職場環
境を悪化させる行為」とし，パワハラと業務上の注
意・指導との関係については，「職場のパワーハラス
メントについては，『業務上の指導との線引きが難し

い』との指摘があるが，労使が予防・解決に取り組む
べき行為は『業務の適正な範囲を超え』るものである
趣旨が明らかになるよう整理を行った。個人の受け取
り方によっては，業務上必要な指示や注意・指導を不
満に感じたりする場合でも，これらが業務上の適正な
範囲で行われている場合には，パワーハラスメントに
は当たらないものとなる」としています。
　また，ワーキング・グループ報告では，職場のパワ
ハラの行為類型について，以下の６類型に分類しまし
た。

①暴行・傷害（身体的な攻撃）
②�脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言（精神的な攻撃）
③隔離・仲間外し・無視（人間関係からの切り離し）
④�業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの
強制，仕事の妨害（過大な要求）
⑤�業務上の合理性なく，能力や経験とかけ離れた程
度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
（過小な要求）
⑥私的なことに過度に立ち入ること（個の侵害）

　そして，上記６類型と業務上の注意・指導との関係
について，
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　しかし，たとえば，上記ワーキング・グループ報告
において，行為類型②の「脅迫・名誉毀損・侮辱・ひ
どい暴言」は，「原則として『業務の適正な範囲』を
超える」とされており，それ自体は半ば常識とはいえ
ますが，現実の職場では，上司が部下に対して業務上
の注意・指導を行う場合，必然的に「言葉」を伴うこ
とが多いところ，実務においてパワハラと業務上の注
意・指導の線引きが問題となるケースは，だれが見て
も「脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言」があったと
認定できるケース，または，だれが見ても「業務の適
正な範囲」であったと認定できるケースというものは
それほど多くはなく，程度の濃淡こそあれ，両者の中
間のグレーゾーンにあたるケースが多いと言えます。
　そこで，今回は，上記のようなグレーゾーンのケー
スにおいて，パワハラと業務上の注意・指導をどのよ
うな基準で線引きするか，使用者側，特に管理職の身
になった場合，パワハラと評価されないためにはどの
ような点に留意して業務上の注意・指導をするべき
か，という点について，具体的な裁判例を取り上げて
解説することで，一定の指針を示したいと思います。

　まず，①については，業務の遂行に関係するもの
であっても，「業務の適正な範囲」に含まれるとす
ることはできない。
　次に，②と③については，業務の遂行に必要な行
為であるとは通常想定できないことから，原則とし
て「業務の適正な範囲」を超えるものと考えられる。
　一方，④から⑥までについては，業務上の適正な
指導との線引きが必ずしも容易でない場合があると
考えられる。こうした行為について何が「業務の適
正な範囲を超える」かについては，業種や企業文化
の影響を受け，また，具体的な判断については，行
為が行われた状況や行為が継続的であるかどうかに
よっても左右される部分もあると考えられるため，
各企業・職場で認識をそろえ，その範囲を明確にす
る取組を行うことが望ましい。

と整理しています。
　このように，ワーキング・グループ報告において，
業務上の注意・指導も，「業務の適正な範囲」の行為
であれば，パワハラにはならないことが明確にされま
した。

Ⅰ 上司の言葉のみで，業務上の注意・
指導の範囲内か否かを判断できるか

　実務において，パワハラと業務上の注意・指導の境
界線が問題となるケースでは，少なからず「上司の言
葉」のみにフォーカスして，パワハラと業務上の注
意・指導の線引きを行おうとする（線引きが可能であ
ると考える）ケースがあるように感じられます。実際
に，パワハラの相談を受ける際，「どういうことを言っ
たらパワハラになるんですか」と質問されることが多
いところです。

　確かに，上司が部下に対して業務上の注意・指導を
行う際に，「てめーぶっ殺すぞ，コノヤロー！」「お前
みたいな給料泥棒はうちにはいらないから早く辞めち
まえ！」「お前は○○失格だ！この能なしが！早く消
えてくれ！」といった，誰が見ても部下の人格権等を
侵害する発言がなされていたようなケースでは，その
事実のみでパワハラと評価される可能性があります。
　また，部下に対する注意・指導は，通常は言葉
（メール等の文章も含む）によりなされることが多い
ことからすれば，「上司の言葉」がパワハラと業務上
の注意・指導の線引きを行ううえで，重要な判断要素

第２ パワハラか業務上の注意・指導かの判断ポイント，
パワハラとされない業務上の注意・指導を行うためのポイント
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となることは間違いありません。
　しかし，実務において，特に弁護士にまで相談がな
されるケースというのは，上記のとおり，だれから見
てもパワハラであることが明らかなケース，または，
だれから見ても適正な指導の範囲内であることが明ら
かなケースはあまり多くはなく，事案により濃淡はあ
りますが，その中間のグレーゾーンにあたるケースが
多いといえます。
　そこで，まず，そのようなグレーゾーンのケースにお
いて，「上司の言葉」のみで，パワハラと業務上の注
意・指導の線引きが可能であるかを検討してみたいと
思います。参考までに，以下の設問１，２について，パ
ワハラだと思う場合は「Ａ」を，業務上の注意・指導
の範囲内と思う場合は「Ｂ」を選んでみていただきた
いと思います。なお，回答をする場合は，深く考えずに，
感覚的に「Ａ」「Ｂ」を選んでいただければ幸いです。

〈設問１〉
　Ｙ部長は，部下であるＸ社員に対して，以下の発
言（以下，本件発言）をしました。

「お前，なにやってんだコノヤロー！」

パワハラだと思う

A

業務上の注意・指導の
範囲内だと思う

B

〈設問２〉
　Ｙ部長が本件発言をした経緯として，以下のよう
な事情があった場合はいかがでしょうか。Ｙ部長の
本件発言が，パワハラだと思う場合は「A」を，業
務上の注意・指導の範囲内と思う場合は「Ｂ」を選
んでください。設問１の結論に影響を及ぼし，設問
１の結論が変わるケースがあるでしょうか。

１―�①　Ｘ社員が，細かなミスでも社員の生命・
身体に危険を及ぼすような作業現場での作業

中に，通常ではあり得ないミスをしてしまい，
それにより他の社員の生命・身体を危険にさ
らしたことに対して，Ｙ部長が本件発言をし
たものであった。� Ａ 　　 Ｂ

１―�②　Ｘ社員が作成した会社内の報告書に，１
カ所誤字脱字があったことに対して，Ｙ部長
がきつい口調で本件発言をしたものであった。

� Ａ 　　 Ｂ

１―�③　Ｘ社員は，何かと理由を付けてたびたび遅
刻することを繰り返しており，昨日もＸ社員
が寝坊したとの理由で遅刻したため，Ｙ部長
が注意をしたばかりであった。それにもかか
わらず，今日もＸ社員が寝坊して遅刻し，反
省の態度もなかったために，Ｙ部長が本件発
言をしたものであった。� Ａ 　　 Ｂ

２―�①　Ｘ社員は取引先を失いかねない重大なミス
をしたが，Ｙ部長はそのＸ社員に対して，本
件発言とともに，「お前なんか死ね！」「ここ
にいられるだけで目障りだ！」「この能なし
が！辞めちまえ！」といった発言もしていた。

� Ａ 　　 Ｂ

２―�②　Ｙ部長は，特に喫緊の指導が必要とされる
状況ではなかったにもかかわらず，ミスをし
たＸ社員に対して，感情的に，怒りに任せて，
他の社員が萎縮するほどの大声で本件発言に
より繰り返し罵倒したものであった。

� Ａ 　　 Ｂ

２―�③　Ｘ社員は最近ケアレスミスが多く，やる気
を欠くような態度を取ることもあったために，
Ｙ部長は，改善点などを具体的に指摘してＸ
社員を指導していた。しかし，Ｙ部長の指導
に対して，Ｘ社員がふて腐れたような態度を
取ったために，Ｘ社員を叱咤する意図で，声
を荒げることなく，本件発言をしたものであっ
た。� Ａ 　　 Ｂ
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　設問１で，「Ａ」と回答した人も「Ｂ」と回答した
人も，設問２の各小問において，その設問１の結論が
変わった小問があったのではないかと思われます。
　確かに，Ｙ部長の「お前，なにやってんだコノヤ
ロー！」という言葉は不穏当な表現であり，予防法務
の観点からは，このような言葉による叱責は避けるの
が無難であるといえます。
　しかし，設問２の各小問への回答でおわかりいただ
けたと思いますが，本件発言がなされた経緯などの具
体的な状況次第では，設問１で「Ａ」と回答された人
でも，Ｙ部長の発言をパワハラで違法と認めることに
躊躇を感じた小問もあったと思われますし（特に，設
問２の「１―①」「１―③」「２―③」），反対に，設
問１で「Ｂ」と回答された人であっても，具体的な状
況において，本件発言がパワハラで違法とならざるを
得ないのではないかと考えた小問もあったと思われま
す（特に，設問２の「１―②」「２―①」「２―②」）。
　このように，グレーゾーンのケースでは，「上司の
言葉」のみで業務上の注意・指導の範囲内か否かを判
断することが難しい場合があり，上司の発言がなされ
た経緯・状況等により，業務上の注意・指導の範囲内
か否かの結論が変わりうることをご理解いただけたの
ではないかと思います。
　グレーゾーンのケースにおいては，特に，業務上の
注意・指導の範囲内か否かを判断するためには，「上
司の言葉」のみならず，上司の言動がなされた経緯・
状況等もきわめて重要な判断要素となります。

Ⅱ パワハラと業務上の注意・指導の
線引きに関する判断の留意点

　前述のとおり，グレーゾーンのケースにおいては，
上司の言葉（言動）のみで，業務上の注意・指導の範
囲内か否かを判断することが困難なケースも多いた
め，上司の言葉（言動）を含めて，どのような基準に
よって，パワハラと業務上の注意・指導の線引きを行
うのかということが問題となります。
　この点，一般論として，ある行為が違法か否かが問

題となっているケースにおいて，法律家が当該行為の
違法性を判断する場合，そのような行為を行う必要が
あったのか（必要性），そのような行為を行う必要が
あったとして，その行為は相当なものであったのか
（相当性）という２つの要素により判断することが多
いといえます。
　したがって，パワハラと業務上の注意・指導の線引
きについて判断する場合も，大枠としては，この必要
性（業務上の注意・指導の必要性の有無，目的，内
容・程度）と，相当性（業務上の注意・指導の必要性
がある場合においても，その注意・指導が業務上一般
的に必要とされる範囲を逸脱しているか否か〔部下の
人格権等への配慮〕）という枠組みで判断することが
有用であると解されます。
　そして，裁判例等において，パワハラの業務上の注
意・指導の境界線が問題となったケースにおいて考慮
されている判断要素を，必要性と相当性ごとに筆者な
りに分類したものが，以下の表になります。
　もっとも，解説の便宜のため，以下の表のように整
理を行いましたが，各判断要素は，それぞれ独立した
要素というよりは，相互に関連性があるため，実務に
おいては，以下の判断要素を総合考慮して業務上の注
意・指導の範囲内か否かを判断することになる点に
は，留意が必要になります。

★業務上の注意・指導の範囲内か否かの判断要素

業務上の
注意・指
導の必要
性

Ⅰ�．業務上の注意・指導の必要性の有無，目的，
内容・程度

　Ⅰ―ⅰ．部下の問題行動の有無，指導の目的
　Ⅰ―ⅱ．部下の問題行動の内容・程度

業務上の
注意・指
導の相当
性

Ⅱ�．業務上の注意・指導の必要性がある場合に
おいても，その注意・指導が業務上一般的に
必要とされる範囲を逸脱しているか否か（部
下の人格権等への配慮）

　Ⅱ―ⅰ�．注意・指導の内容・態様，執拗さ（人
格を侵害する言動の有無等）

　Ⅱ―ⅱ�．注意・指導の場所，時間の長さ，時
間帯等

　Ⅱ―ⅲ．他の部下に対する指導状況
　Ⅱ―ⅳ�．上司と部下の関係・職場環境（上司

の個性）等
　Ⅱ―ⅴ�．部下に対するフォローの有無（部下

とのコミュニケーション）
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れ直接名指しし，断定的な表現で，『お前やっただろ
う』等と言った行為は，さしたる根拠もないのに憶測
に基づき，Ｘらの社会的評価を低下させ，その名誉を
毀損した違法な行為で，不法行為を構成することは明
らかである」（注：下線は筆者にて加筆）と判示されて
いることが参考になります（クレジット債権管理組合
等事件・福岡地裁平3.2.13判決，労働判例582号25頁）。
　同裁判例は，純粋な業務上の注意・指導のケースで
はなく，非違行為の調査の過程で不適切な発言がなさ
れたケースですが，業務上の注意・指導のケースで
あっても，部下に問題行動がない（業務上の注意・指
導の必要性がない）にもかかわらず，注意・指導を
行った場合は，パワハラと評価される可能性が高いこ
とを示唆しています。
②�　パワハラと評価されないための業務上の注意・指
導の留意点

P oint 強い（きつめの）業務上の注意・指導は原
則として部下に問題行動があるときに限る

　部下にミスなどの問題行動があることが明白である
場合を除き，部下に対して業務上の注意・指導を行う
際は，部下に問題行動があったといえるか（部下の責
任といえるのか）という事実について，指導前にいま
一度冷静になって検討しておくことが必要であるとい
えます。

⑵�　「部下の問題行動の内容・程度」はどのように判
断されるか

①　パワハラと業務上の注意・指導の境界線

P oint① 必ずしも「厳しい指導＝パワハラ」では
ないが，部下の問題行動の内容・程度に
比して不相応に厳しい業務上の注意・指
導を行うとパワハラを肯定する要素に

　部下がミスをしたなどして，当該部下に対して業務
上の注意・指導を行う必要性があった場合でも，いか
なる厳しい指導も許容されるというわけではなく，当
然ながら，そこには限界があります。

Ⅲ パワハラと業務上の注意・指導の
線引きに関する判断要素

「業務上の注意・指導の必要性」1

⑴�　「部下の問題行動の有無，指導の目的」はどのよ
うに判断されるか

①　パワハラと業務上の注意・指導との境界線

P oint 部下に問題行動がないのに業務指導を
行うと，パワハラと評価される要素に

　業務上の注意・指導は，多くの場合，部下の業務上
のミス，能力不足，非違行為といった実際に起こった
問題行動（以下，問題行動）の改善等を目的として行
われるものであるため，部下に問題行動があること
は，業務上の注意・指導が正当化される前提条件であ
るといえます。
　したがって，業務上のミスなどの問題行動があった
部下に対して指導を行う場合は，業務指導が目的であ
り，業務上の注意・指導の必要性があったと評価され
る要素となりますが，部下に業務上のミスなどの問題
行動がないにもかかわらず指導を行えば，それは業務
指導を目的としたものではなく，上司の個人的な憂さ
晴らし，嫌がらせ，責任転嫁等の目的でなされたもの
と判断される可能性が高く，パワハラと評価される要
素になるといえます。
　裁判例においても，ある債権管理組合において，元
取締役Ａが横領していたことを知った代表者Ｙが，Ａ
と仲が良かったという理由のみで社員ＸらがＡの共犯
者であると決めつけ，他の社員全員を呼び出したうえ
で，「だれか共犯がいないと継続的なそういう犯罪行
為は成り立たない。だれか共犯がいるはずだ。」と発
言し，さらにＸに対していかにも決めつけるような言
い方で，「Ｘ，お前やっただろう。」と発言した事案に
おいて，「Ｙが多数人の面前で，Ｘらだけを，それぞ
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解説　判例・事例から学ぶパワーハラスメントと
業務上の注意・指導の境界線

　この点，業務上の注意・指導は，問題行動を起こし
た部下の業務上の問題点の改善等を目的としてなされ
るものであることから，部下の問題行動の内容・程度
に応じて，必要な範囲において指導を行うことが原則
であり，その必要な範囲を超えた指導をしてしまうと
パワハラと評価される要素となりえます。
　すなわち，たとえば，部下のミス等が重大（業務の
性質上重要）であれば，それに応じた厳しい指導をす
ることも許容されえますが，軽微なミスに対して，重
大なミスをした場合と同様な厳しい叱責をしてしまう
と，パワハラと評価される要素となりえますし，一見
すると軽微なミスであったとしても，それが繰り返さ
れるような場合であれば，問題行動の予防の観点等か
ら厳しい指導も許容され得るということになります。
このように，部下に対してどの程度の指導が許容され
るのかは，部下の問題行動の内容・程度により変わり
うるため，パワハラと業務上の注意・指導の線引きを
行うにあたっては，上司の言動自体も重要ですが，そ
もそも「部下のどのような問題行動に対する指導で
あったのか」という点もきわめて重要な判断要素にな
ります。
　裁判例においても，「そもそも，労務遂行上の指導・
監督の場面において，監督者が監督を受ける者を叱責
し，あるいは指示等を行う際には，労務遂行の適切さ
を期する目的において適切な言辞を選んでしなければ
ならない」（注：下線は筆者にて加筆）と判示されて
おり（アークレイファクトリー事件・大阪高裁平
25.10.9判決，労働判例1083号24頁），基本的には上記
と同様の趣旨と思われます。
　なお，パワハラに関する相談を受ける際，どの程度
の問題行動に対してどの程度の指導が許されるのかに
ついて，事前にマニュアル等で線引きすることができ
ないかというご相談を受けることがあります。しかし
実務では，部下の問題行動の内容・程度（さらには，
そのような問題行動が起こる背景・経緯も含む）は事
案ごとに千差万別であることから，事前に「部下にこ
のような問題行動があった場合は，このような注意・

指導までは許される」といった線引きをすることは不
可能かつ不適切であり，ケースごとに「常識」的に判
断していくほかないといわざるを得えません。そし
て，ここでいう「常識」とは，最終的には裁判所の判
断ということになりますので，過去の裁判例におい
て，どのような事案においてどのような判断がなされ
ているかを知っておくことが重要となります（しか
し，裁判例においても，微妙な事案では一審と二審で
判断が分かれるケースもあります）。そこで，本稿に
おいても可能な限り裁判例をあげて解説していますの
で，読み進めるなかで，「常識」についての「感覚」
をつかんでいただければと思います。
　裁判例における一例をあげると，建設会社におい
て，自ら設定した営業目標を達成したように装うた
め，架空出来高の計上等の不正経理を，上司に是正を
指示されたにもかかわらず１年以上にわたって続け，
工事着工後の実発生原価の管理等を行うために必要と
される工事日報の作成を怠るなどしていたＸに対し
て，Ｘの上司が毎日日報を作成して報告することを義
務づけ，その報告内容について厳しく叱責し，また，
業績検討会の席上においても，「会社を辞めれば済む
と思っているかもしれないが，辞めても楽にはならな
いぞ」「無理な数字じゃないから，このぐらいの額だ
から，今年は皆辛抱の年にして返していこうや」等と
言って，ＸやＸが所長を務めるＡ営業所の社員全員を
鼓舞したところ，Ｘが自殺したという事案において，
裁判所の判断が一審と二審とで分かれたケースがあり
ます。
　一審は，「毎朝工事日報を報告させて，その際ほか
の職員が端から見て明らかに落ち込んだ様子を見せる
に至るまで叱責したり，業績検討会の際に『会社を辞
めれば済むと思っているかもしれないが，辞めても楽
にならない』旨の発言をして叱責したことは，不正経
理の改善や工事日報を報告するよう指導すること自体
が正当な業務の範囲内に入ることを考慮しても，社会
通念上許される業務上の指導の範疇を超えるものと評
価せざるを得ない」（前田道路事件〈一審〉・松山地裁
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　新入社員にミスの繰返しや重大なミスがあったこと
から，上司の叱責等についてパワハラが否定され，業
務上の指導の範囲内であるとされたケースとして，以
下のものがあります。

裁判例 岡山県貨物運送事件・仙台地裁平25.6.25判
決，労働判例1079号49頁

事案 １．日常の指導・叱責
　運送会社の新入社員であったＸは，荷物
に傷をつける，伝票の入力を間違えると
いったミスがあり，同じようなミスを繰り
返すこともあったため，仕事に対して几帳

ミスの繰返しや重大なミスが
あったケース（パワハラ否定）判例check①

平20.7.1判決，労働判例968号37頁。注：下線は筆者に
て加筆）として，業務上の注意・指導の範囲を逸脱し
ていたと判断しましたが，二審は，「Ｘの上司からＸ
に対して架空出来高の計上等の是正を図るように指示
がされたにもかかわらず，それから１年以上が経過し
た時点においてもその是正がされていなかったこと
や，Ａ営業所においては，工事着工後の実発生原価の
管理等を正確かつ迅速に行うために必要な工事日報が
作成されていなかったことなどを考慮に入れると，Ｘ
の上司らがＸに対して不正経理の解消や工事日報の作
成についてある程度の厳しい改善指導をすることは，
Ｘの上司らのなすべき正当な業務の範囲内にあるもの
というべきであり，社会通念上許容される業務上の指
導の範囲を超えるものと評価することはできないか
ら，上記のようなＸに対する上司らの叱責等が違法な
ものということはできない」（前田道路事件〈二審〉・
高松高裁平21.4.23判決，労働判例990号134頁。注：下
線は筆者にて加筆）として，上司の業務指導は「正当
な業務の範囲内にある」と判断しました。
　一審と二審の結論が分かれた理由として，実は，Ａ
営業所の営業目標がノルマの強要であったか否かとい
う論点もあり，その点の判断が結論を分けた可能性も
ありますが，突きつめれば，上司の言動そのものと，
上司が厳しい指導をするに至った経緯（部下の問題行
動）のどちらを重視して評価したかという点に行き着
くように思われます。なお，私見としては，Ｘには不
正経理を１年以上にわたり是正していなかったといっ
た看過し得ない重大な問題行動があり，また，本件の
上司の発言はＸの人格権等を侵害するような発言とは
いえないことからすれば，二審の判断がより実質的，
かつ視野が広いものであったと思います。

P oint② 厳しい業務上の注意・指導がパワハラ
であると主張される事案のポイント
は，部下の問題行動の内容・程度

　実務において，上司の部下に対する厳しい叱責がパ
ワハラと主張され，紛争にまで至るケースは，部下に

対して指導を行った際に，程度の差こそあれ，上司が
不適当・不穏当な言動をしてしまっているケースが多
いといえます。
　しかし，裁判例の傾向として，上記のようなケース
においても，そのような事実のみで直ちにパワハラで
違法とまでは評価しておらず，部下の問題行動が重
大・重要であったり，部下が同様のミスを繰り返して
いるなどして業務上の注意・指導の必要性が高かった
ことを合理的に説明・立証がなされているケースや，
部下の問題行動に対して具体的な指導を行っていた
が，その際に若干不穏当な言動もしてしまっていた
ケース，指導を受けていた部下の態度等に問題があっ
たケースなどにおいては，不適当であるとは指摘され
ながらも，パワハラとまでは評価されていないケース
もあります。
　すなわち，部下に対して不穏当な言動を伴う指導を
してしまったケースにおいて，業務上の注意・指導の
範囲内であったか否かを判断する際，上司の言動自体
も重要な判断要素になりますが，部下の問題行動の内
容・程度，すなわち，上司がそのような不穏当な言動
を伴う指導をしてしまったこともやむを得なかったと
いえるような事情があるかという点も，きわめて重要
な判断要素になってくるといえます。
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解説　判例・事例から学ぶパワーハラスメントと
業務上の注意・指導の境界線

面で厳しかった上司Ｙ１は，Ｘがミスをし
た際に，「何でできないんだ」「何度も同じ
ことを言わせるな」「そんなこともわから
ないのか」と叱責することがあり，また，
Ｙ１は，まれにではあったが，Ｘのミスが
重大であった際には，「馬鹿」「馬鹿野郎」
「帰れ」という言葉を発することもあった。
２．自殺前日の叱責
　Ｘが酒の臭いをさせて出勤した際，Ｙ１

は「お酒を飲んで出勤し，何かあったり，
警察に捕まったりした場合，会社がなく
なってしまう」「そういった行為は解雇に
あたる」などと強く叱責したところ，その
翌日にＸが自殺した事案。

判示 １．日常の指導・叱責について
　「Ｙ１がＸに対して叱責していたのは，Ｘ
が何らかの業務上のミスをしたときであ
り，理由なく叱責することはなく，叱責す
る時間も５分ないし10分程度であったこ
と，また，Ｙ１は全ての従業員に対して同
様に業務上のミスがあれば叱責しており，
Ｘに対してのみ特に厳しく叱責していたも
のではなかったこと等に鑑みると，Ｙ１の
Ｘに対する叱責は，必ずしも適切であった
とはいえないまでも，業務上の指導として
許容される範囲を逸脱し，違法なもので
あったと評価することはできない」（注：
下線は筆者にて加筆）
２．自殺前日の叱責について
　「飲酒をした上で車を運転して出勤したと
いうＸの行動は，社会人として相当に非難
されるだけでなく，Ｙ２社が運送会社であ
るということからすればＹ２社の社会的信
用をも大きく失墜させかねないものであっ
たのであるから，上記のようにＹ１がＸに
対して厳しく叱責したことが業務上の指導
として許容される範囲を逸脱し，違法なも
のであったと評価することはできない」

Point Ｙ１の言葉のみに注目すると，「馬鹿野郎」
といった業務指導の際にあえて言う必要の
ない不穏当な言葉も散見され，判決におい
ても，「必ずしも適切であったとはいえな
い」と判示されています。しかし，それに
もかかわらずパワハラとまで評価されな
かったのは，Ｘには，ミスを繰り返したり，
重大なミスをするといった問題行動があ
り，Ｙ１の指導は，基本的には，そのよう
なＸの問題行動を改善するための指導で，
また発言自体もＸの人格権等を否定する内
容とまで至っていなかったことが重視され
たと考えられます。

　部下の問題行動が軽微であったことから，上司が反
省文の提出を執拗に求めた点についてパワハラが肯定
されたケースとして，以下のものがあります。

裁判例 東芝府中工場事件・東京地裁八王子支部平
2.2.1判決，労働判例558号68頁

事案 部下Ｘは，休暇申請を行った際，直属の上
司である製造長Ｙに直接申請すべきであっ
たところ，Ｘは書記に電話をしてＹに伝言
してもらったため，ＹがＸに対して反省文
の提出を執拗に求めた事案。

判示 「渋るＸに対し，休暇をとる際の電話のかけ
方の如き申告手続上の軽微な過誤につい
て，執拗に反省書等を作成するよう求めた
…（中略）…Ｙの行為は，Ｙの一連の指導
に対するＸの誠意の感じられない対応に誘
引された苛立ちに因るものと解されるが，
いささか感情に走りすぎた嫌いのあること
は否めず，その心情には酌むべきものがあ
るものの，事柄が個人の意思の自由にかか
わりを有することであるだけに，製造長と
しての従業員に対する指導監督権の行使と
しては，その裁量の範囲を逸脱し，違法性
を帯びるに至るものと言わざるを得ない」
として，会社と上司に損害賠償責任を認め
た。

Point 通常，休暇申請の手続きを誤っただけで，
部下に執拗に反省文の提出を求めることは
ないと思われます（部下がそのような行為
を繰り返していた場合は除きます）。また，
本件においてＹは，①口頭での注意にとど
める，②口頭で注意し，そのことを書面に
まとめ，人事部などに報告しておく，③注
意書をＸに交付する，といった対応を取る
ことも可能だったと思われ，また，そのよ
うな対応を取ることで十分であったと思わ
れるため，上記Ｙの行為が不適切であった
ということは首肯できます。しかし，本件
においてＹの行為が不適切であったとして
も，損害賠償責任まで認める必要まであっ
たのかという点については疑問がないでは
ありませんが，「思想・良心の自由」の問題
も絡む反省文の提出を「執拗」に求めた点
が，損害賠償責任まで肯定された理由と
なったように思われます。

問題行動が軽微なケース
（パワハラ肯定）判例check②
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　上司の厳しい叱責について，その発言自体が重視さ
れてパワハラが肯定されたケースとして，以下のもの
があります。

裁判例 デンソー（トヨタ自動車）事件・名古屋地
裁平20.10.30判決，労働判例978号16頁

事案 自動車部品メーカーであるＹ１社の社員で
あったＸは，Ｙ２社に長期出張し，Ｙらが
共同開発するコモンレール式エンジンの開
発に従事していたところ，平成11年11月15
日の会議までに終わっているはずの試験・
調査がＹ１社側の事情で遅れていた結果，
Ｘの担当する実車実験も遅れていたことに
ついて，ＸのＹ１社への催促の仕方が不十
分であったことから，右会議の席上，Ｙ２

社のＡ主査が，Ｘに対し，参加者全員の前
で，「Ｘさん，もうＹ１社に帰っていいよ。
使い物にならない人はうちはいらないか
ら」と発言した事案。

判示 「平成11年11月15日の会議で，ＸがＡ主査に
厳しい叱責を受け，翌日から２日間仕事を
休んだことについては，その叱責の理由が
正当でないとはいえない（Ｙ１社側の事情
で作業が期日に間に合わなかったというも
のである以上，仮にそれが事前に報告され，
やむを得ず了解したとしても，Ｙ２社側の
者としてはＹ１社側，中でも，同社社員で
あり，Ｙ１社に作業を指示すべきＸを叱責
する理由はある）までも，その表現は過酷
でパワーハラスメントと評価されても仕方
のないもの」

Point 確かに，上記Ａ主査の発言は，その表現か
らして不穏当な発言ではあったと思われま
す。しかし判決において，Ａ主査がＸに対
して日常的にパワハラと評価しうるような
指導を行っていたとは認められないと認定
されていること，また，Ｘを叱責する理由
があったとも認定されていること，Ａ主査
の発言は明確にＸの人格権を侵害する発言
であったとまではいえないと思われること
などからすれば，上記Ａ主査の発言のみを
取り上げてパワハラと評価されたことにつ
いては，発言自体を重視しすぎている面が
あるように思われ，疑問がないとはいえま
せん。この点，Ａ主査の発言が会議参加者
の面前での発言であったことなどが重視さ

厳しい叱責が違法とされたケー
ス（パワハラ肯定）判例check③

れた可能性も考えられますが，不穏当な発
言をしたケースにおいて，そのような発言
がなされた背景・経緯ではなく，発言自体
が重視されてしまうと，本ケースのように
パワハラと評価される可能性がある点には
留意が必要です。

②�　パワハラと評価されないための業務上の注意・指
導の留意点

P oint① 部下の問題行動（ミス）の内容・程度
に応じた業務上の注意・指導を行う

　業務上の注意・指導は，部下の能力等の向上にもつ
ながるものであることから，必要性がある場合に注
意・指導自体をためらう必要はまったくないといえま
す。ただし，部下に問題行動があれば，いかなる厳し
い指導も許容されるということではなく，部下の業務
上の問題点の改善につながるような注意・指導を行う
必要があるため，部下の問題行動の内容・程度に応じ
て，業務上の問題点の改善につながる指導を行うよ
う，心がける必要があります。
　問題となることが多いケースとしては，部下の問題
行動が重大・重要であった場合に言い過ぎてしまう
ケース，些末なミスに対する厳しい指導をしてしまう
ケース，必要以上に細かすぎる指導をしてしまうケー
ス，１つのミスに対して執拗に指導を繰り返してしま
うケースなどがありますので，そのような指導は避け
たほうがよいでしょう。特に，能力不足が著しいなど
の理由により将来的に退職勧奨等を考えているケー
ス，すでに部下との関係が悪化しており当該部下に対
して指導を行うことでトラブルになることが想定され
るケース等において，厳しい指導を行う場合は，拙速
な指導は避け，人事部などの管理部門に事前に相談し
て対応を協議することも検討すべきであるといえます。

P oint② 厳しい業務上の注意・指導を行う場合
はいま一度冷静な判断を

　実務上，一見すると，部下が重大なミスを犯したと
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思える場合でも，よくよく調べてみると実はそれほど
重大なミスではなかった，または必ずしも部下の責任
とはいえなかったということがあり得ます。
　そのようなケースにおいて厳しい指導を行った場
合，当該部下を辞めさせたくて，粗探しをしていたの
ではないかなどと推認されてしまう可能性があるた
め，特に，部下に対して厳しい指導を行う場合は，ミ
スの程度・内容がそのような厳しい指導をしなければ
ならないものといえるか（部下の責任といえるか）と
いった点について，事前に一度冷静になって検討して
おく必要があるといえます。
　もっとも，業務上の注意・指導は，問題行動と指導
の時間的近接性（タイミング）も重要となるため，問
題行動があってから指導を行うまでの期間が必要以上
に長期間とならないようにすることが肝要です（あま
り期間が空いてしまうと，そもそも指導の必要性が乏
しかったのではないかと評価される可能性がありま
す）。

「業務上の注意・指導の相当性」2

⑴�　「注意・指導の内容・態様・執拗さ（人格を侵害
する言動の有無等）」はどのように判断されるか

ケース１　人格等を侵害する言葉

①　パワハラと業務上の注意・指導の境界線

P oint① 部下の人格や名誉等を侵害する発言は
一発でパワハラの可能性も

　業務上の注意・指導である以上，原則として業務上
の問題点の改善につながる指導を行えば足り，通常
は，部下の人格・名誉等を侵害するような言動で指導
をする必要性は認められないと言えます（「行為」を
叱れば足り，「人格」を非難する必要はない）。した
がって，部下の人格権等を侵害するような言動により
指導を行った場合，いくら業務上の注意・指導の必要

性があったとしても，部下の人格権等を侵害するもの
として，パワハラと評価される可能性が高いといえま
す。
　裁判例においても，派遣先会社に派遣された派遣社
員Ｘが分注機の清掃の際に洗浄液をこぼしたうえ，こ
れを丁寧に拭き取らず機械の腐食や不良製品製造につ
ながるような事態を生じさせたため，派遣先会社のＹ
が，唐突に「殺すぞ」「あほ」という発言を続けた事
案において，「このような言葉は，事態に特段の重要
性や緊急性があって，監督を受ける者に重大な落ち度
があったというような例外的な場合のほかは不適切と
いわざるを得ない」と判示されており，「殺すぞ」と
いう脅迫ともいえる人格権等を侵害するような発言が
あった場合は原則としてパワハラと評価されることが
示唆されています（前掲アークレイファクトリー事
件・大阪高裁平25.10.9判決）。
　なお，この裁判例は，「殺すぞ」といった発言がな
された場合であっても，「事態に特段の重要性や緊急
性があって，監督を受ける者に重大な落ち度があった
というような例外的な場合」には，パワハラと評価さ
れない可能性があることも判示されており，部下の問
題行動の内容・程度等も重要な判断要素となることが
示唆されている点でも参考になります。

P oint② 精神論・抽象論に終始する指導を繰り
返すと，パワハラと評価される要素に

　具体的な指導がなされていた場合は，業務上の問題
点の改善につながるものとしてパワハラを否定する要
素と評価されます。しかし，「とにかく客をとってこ
い」「気合いで何とかしろ」といった精神論・抽象論
に終始するような指導をしても，必ずしも業務上の問
題点の改善につながらないと思われます。したがっ
て，精神論・抽象論での業務指導がただちにパワハラ
と評価されるということではありませんが，具体的な
指導をせずに，精神論・抽象論での指導を繰り返して
いたようなケースでは，部下に無用なプレッシャーを
かけるものとして，パワハラと評価される要素となり
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えます。
　裁判例においても，上司Ｙが，新入社員Ｘに仕事を
早く覚えさせるために業務日誌を書くよう指導し，同
業務日誌中にＹが「中継業務，工程を書け！」「書い
ている内容がまったくわからない！」など厳しいコメ
ントを記載することがあった事案において，業務日誌
の記載内容をみると，業務日誌は実際にＸの成長に役
立ったと考えられること，厳しいコメントをすること
はまれであったことなどから，業務上の指導として許
容される範囲を逸脱し，違法なパワハラであったとは
評価できないとされており（前掲岡山県貨物運送事
件・仙台地裁平25.6.25判決），基本的には業務上の問
題点の改善につながる指導を行っているなかで，精神
論・抽象論による厳しい指導がなされていたとして
も，その事実のみでは必ずしもパワハラとは評価され
ないことが示唆されています。

P oint③ 必要以上に大声での指導などもパワハ
ラと評価される要素に

　部下に対して業務上の注意・指導を行う際，通常
は，過度に大声を出して指導を行う必要性は認められ
ないといえます。また，過度に大声での指導は，そう
でない場合の指導に比して，部下に与える精神的負荷
も大きくなると思われます。したがって，特に，怒鳴っ
たり，罵声を浴びせるという程度にまで至るような大
声での指導は，パワハラと評価される要素となりえま
す。また，皮肉っぽい内容での指導，きつい口調での
指導などもパワハラと評価される要素になる場合があ
ります。
　裁判例においても，社員の県外出向について労使間
の協議を経て社員の雇用確保のために会社が取った施
策であるにもかかわらず，労使間のルールを無視して
役員に直接電話をかけ，脅迫的な言辞を用いて妨害・
中止させようとするなどしたＸに対して，上司Ｙが
「前回のことといい，今回のことといい，全体の秩序
を乱すような者は要らん。うちは。一切要らん」「何
が監督署だ，何が裁判所だ。自分がやっていることを

隠しておいて，何が裁判所だ。とぼけんなよ，本当に。
俺は，絶対許さんぞ」などと発言し，その発言をＸが
秘密録音していた事案において，Ｘに注意・指導を
行ったこと自体については「目的は正当」であったと
されたものの，「Ｙが，大きな声を出し，Ｘの人間性
を否定するような不相当な表現を用いてＸを叱責した
点については，従業員に対する注意・指導として社会
通念上許容される範囲を超えているもの」（注：下線
は筆者にて加筆）とされ（三洋電機コンシューマエレ
クトロニクス事件・広島高裁松江支部平21.5.22判決，
労働判例987号29頁），大声での指導が，パワハラを
肯定する１つの事情とされています。

P oint④ 執拗な指導がパワハラと評価される
要素に

　部下に対して業務上の注意・指導を行うなかで，つ
い言い過ぎてしまって不穏当な言動を伴う指導をして
しまうということはだれしもありうることであり，そ
のようなケースがただちにパワハラと評価されること
にはならないと思われます。ただし，そのような不穏
当な言動が繰り返されていたり，特定の部下に対して
執拗に不穏当な言葉を浴びせているという状況がある
と，それはパワハラと評価される要素になりえます。
　裁判例においても，派遣先会社の社員Ｙが，ふだん
から，派遣社員Ｘが大事にしている所有車両の故障等
に言及し，Ｘがその種の冗談ないし軽口に嫌がる態度
をみせていたにもかかわらず，そのような発言を繰り
返した事案において，「それが１回だけといったもの
であれば違法とならないこともあり得るとしても，Ｘ
によって当惑や不快の念が示されているのに，これを
繰り返し行う場合には，嫌がらせや時には侮辱といっ
た意味を有するに至り，違法性を帯びるに至る」
（注：下線は筆者にて加筆）と判示されていることが
参考になります（前掲アークレイファクトリー事件・
大阪高裁平25.10.9判決）。
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解説　判例・事例から学ぶパワーハラスメントと
業務上の注意・指導の境界線

　部下に対する指導において，人格権を侵害する言動
を繰り返したと認定され，パワハラが肯定されたケー
スとして，以下のものがあります。

裁判例 ヴィナリウス事件・東京地裁平21.1.16判決，
労働判例988号91頁

事案 部下Ｘが指示どおりに動けなかったとき
に，他の従業員がいる前で，上司ＹがＸに
対して，「ばかやろう」などと罵ったり，ま
た，別室にＸが１人だけ呼ばれ，「三浪して
Ｄ大に入ったにもかかわらず，そんなこと
しかできないのか」「結局大学出ても何に
もならないんだな」と罵倒したり，「ばかや
ろう，それだけしかできてないのか。ほか
の事務をやっている女の子でもこれだけの
仕事の量をこなせるのに，お前はこれだけ
しか仕事ができないのか」「お前ちょっと
異常だから，医者に行って見てもらってこ
い」「うつ病みたいな辛気くさいやつは，う
ちの会社にはいらん。うちの会社は明るい
ことをモットーにしている会社なので，そ
んな辛気くさいやつはいらないし，お前が
採用されたことによって，採用されなかっ
た人間というのも発生しているんだ。会社
にどれだけ迷惑をかけているのかわかって
いるのか。お前みたいなやつはもうクビだ」
などと叱責していた事案。

判示 「単なる業務指導の域を超えて，Ｘの人格を
否定し，侮辱する域にまで達しているとい
え，不法行為と評価されてもやむを得ない」

Point Ｙの発言は，Ｘの業務上の問題点の改善に
つながる発言が何一つないだけではなく，
人格否定，侮辱，無能呼ばわり，雇用を脅
かす言動といった，人格権を侵害する要素
が多分に含まれています。このような人格
権を侵害する言動を繰り返したと認定でき
るケースにおいては，いくら業務上の注
意・指導の必要性があったとしても，パワ
ハラと評価されることになります。

人格を侵害する言葉での指導
（パワハラ肯定）判例check

②�　パワハラと評価されないための業務上の注意・指
導の留意点

P oint① 部下の人格・名誉等を侵害（非難）
するような言動による指導は避ける

　あくまでも部下の「行為（問題行動）」を叱り，部
下の「人格」を非難しないことがきわめて重要である
といえます（「罪を憎んで人を憎まず」の精神）。余計
なひと言を付け加えてしまうと，それがパワハラと主
張される要素になる可能性があるので留意が必要です。

P oint② 業務上の問題点の改善に繋がる具体
的な指導を

　精神論に終始する指導や，抽象的な指導，皮肉を交
えての指導は避け，できるだけ業務上の問題点の改善
につながるような具体的な指導を心がける必要があり
ます（特に，予防法務の観点からは，新入社員などの
業務に慣れていない部下などについては，具体的な指
導を行うことがきわめて有用といえます）。
　また，常日ごろから具体的な指導をしていた場合で
あれば，まれに部下の態度などに起因して若干言い過
ぎてしまうことがあったとしても，パワハラとまでは
評価されない可能性が高まるともいえます。

P oint③ 必要以上に大きな声での指導は避け
るなど指導の際の態度にも注意を

　声の大きさなど，指導の際の態度（部下の顔をいっ
さい見ないといった部下を拒絶しているような態度は
避ける）にも留意し，感情的にならず冷静な態度で指
導することが有用といえます。

P oint④ 執拗な指導も避ける

　基本的に，１回のミスに対しては，１回の業務上の
注意・指導において完結させることが望ましく，同様
のミスを繰り返しているという事情などがない限り
は，過去の１回のミスについて，時間をおいて何度も
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　達成不可能ないし達成困難な厳しいノルマの設定と
厳しい叱責がパワハラにあたると評価されたケースと
して，以下のものがあります。

裁判例 国・諫早労基署長（ダイハツ長崎販売）事
件・長崎地裁平22.10.26判決，労働判例1022
号46頁

事案 上司であるＹ部長は，ミーティングの際に，
「売上げ，実績が上がらない，役に立たない
者は辞めてもいい」などと発言することが
あったところ，部下のＸは，他の従業員と
比べても過大で達成することがきわめて困
難なノルマを設定され，ノルマが達成でき
ないときには，Ｙから厳しい叱責がなされ，
「あんた給料高いだろ，Ａ（前任者）と同じ
考えではないだろうな。あんたは給料の５

達成困難なノルマの設定（パワハラ
肯定）判例check

叱責したり，嫌みを言ったりするような行動は避ける
必要があります。

P oint⑤ 指導が録音されていることがあるこ
とも認識する

　部下との関係が悪化している場合などは，指導の場
面が録音されている可能性もあるので，業務指導を行
う際は，録音されても問題ないような注意・指導を行
うよう，日ごろから心がける必要があります。

ケース２　暴力行為

①　パワハラと業務上の注意・指導の境界線

P oint 明白な暴力行為は即違法であり，その
他の有形力の行使も原則としてパワハ
ラと強く評価される要素に

　明白な暴力行為（特に治療を要する程度のケガをさ
せるもの）については，いくら業務上の注意・指導の
必要性が高かったとしても，業務指導としての相当性
を欠き，パワハラと評価されることになります。
　また，脇の下を小突く，胸ぐらをつかむ，物を投げ
つけるといった，明白な暴力行為とまではいえない有
形力の行使については，パワハラとして即違法となる
かは程度問題となりますが，業務指導において，通常
そのような行為を行う必要性は乏しいため，パワハラ
と評価される重要な判断要素となります。
②�　パワハラと評価されないための業務上の注意・指
導の留意点

P oint 暴力行為，有形力の行使は避ける

　業務指導において，暴力行為は絶対に避ける必要が
あります。また，物を投げつける，胸ぐらをつかむと
いった行為についても，パワハラと評価される重要な
要素となるだけではなく，パワハラ体質な上司である
という印象を与えてしまう可能性もあるため，そのよ
うな行為は避けるのが肝要といえます。

ケース３　過大な要求等

①　パワハラと業務上の注意・指導の境界線

P oint 部下の能力・職責に比して過大な業務
を課していた場合，パワハラと評価さ
れる要素に

　部下の職責・能力に応じた業務を課していたにもか
かわらず，部下がその業務を遂行できなかった場合
に，業務指導を行うことはパワハラとはいえません。
しかし，部下の職責・能力からして遂行することが不
可能，ないし著しく困難な業務を課された場合，その
こと自体で部下には相当の精神的負荷がかかるといえ
ますし，そのようなケースにおいて部下が業務を遂行
することができなかったとしても，それは必ずしも部
下のみの責任とはいえません。
　そのため，このようなケースにおいて厳しい指導が
行われた場合，部下を排除するといった目的で無用な
プレッシャーをかけていたなどと評価される可能性が
あり，パワハラと評価される要素となりえます。
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解説　判例・事例から学ぶパワーハラスメントと
業務上の注意・指導の境界線

倍くらい働かなければ合わない」と言われ
たり，他の社員等がいる前で「必要がない。
辞めてもいい」などと叱責されることも
あった結果，Ｘが自殺未遂を企図した事案。

判示 「Ｙが個人別の売上表を作成させ，ミーティ
ングにおいて『売上げ，実績が上がらない，
役に立たない者は辞めてもいい』などと述
べていたことや，外販異動前にＸがＹから
厳しい叱責を受けていたことからすれば，
ノルマの不達成につきペナルティ制度が存
在しなかったからといって，厳しいノルマ
設定によるＸの心理的負担の程度が小さ
かったということはできず，むしろ，ノル
マの不達成によりＹから厳しい叱責を受け
ることが容易に予測される状況にあったこ
とからすれば，厳しいノルマ設定によりＸ
に心理的負荷を与えた」

Point 本件は労働災害の事案であり，達成不可能
ないし達成困難な厳しいノルマの設定と厳
しい叱責という事情のほかに，長時間労働，
役職定年前の外販担当への異例の異動と
いった事情もあったケースですが，部下が
客観的に達成困難なノルマを課されていた
場合，それだけで精神的負荷がかかります
し，部下が当該ノルマを達成できなかった
としても，それは部下のみの責任とはいい
えないため，そのような状況において厳し
い叱責をした場合，部下への嫌がらせや，
部下を辞めさせる目的で叱責をしていたの
ではないかと強く推認されることになり，
パワハラと評価される一事情となりうるこ
とを示しています。

②�　パワハラと評価されないための業務上の注意・指
導の留意点

P oint① 部下の職責・能力等に応じた処遇を

　部下の職責・能力等に応じた処遇を心がけ，特に，
部下にノルマを設定するときは，部下の職責・能力等
に応じたノルマ（業務）を設定する必要があります。
また，その前提として，日ごろから部下の能力・業務
量等を適切に把握するよう努める必要があるといえま
す。

P oint② ノルマ不達成が部下の責任といえる
かを指導前にいま一度検討を

　ノルマ不達成などのパフォーマンス不足を理由とし
て，部下に対して厳しい注意・指導をする際は，その
理由を部下に帰責することができるか否か，部下から
反論を受けた場合に合理的な説明ができるかといった
点について，いま一度，事前に検討することが有用と
いえます。

ケース４　部下の私的領域への介入

①　パワハラと業務上の注意・指導の境界線

P oint 部下の私的領域に過度に介入した場合，
パワハラと評価される可能性がある

　部下とコミュニケーションを取るなかで，私生活の
ことが話題になることも当然ありうることであり，部
下と良好なコミュニケーションを図るという意味で
は，雑談などのなかで私生活上の話をすることは望ま
しい面もあるといえます。
　しかし，業務上の注意・指導は，部下の業務上の問
題点の改善等を目的として行われるものであることか
らすれば，部下の私生活上の問題に過度に介入し，部
下の私生活上の問題の自己決定権を侵害するにまで
至ったような場合には，パワハラと評価される事情に
なりえます。
　裁判例においても，取引関係にある会社の部長を家
主とする建物に居住していた部下Ｘに対して，上司で
あるＹらが，Ｘが同建物の明渡しをかたくなに拒んで
いることを知ったうえで，なお，人事上の不利益など
をほのめかしながら執拗に明渡しの説得を続けたとい
う事案において，「企業内において上司ないし序列上
上位にあるものが部下ないしは下位にある者の私生活
上の問題につき一定の助言，忠告，説得をすることも
一概にこれを許されないものということはできない」
（注：下線は筆者にて加筆）と判示したうえで，「部下
が既に諸々の事情を考慮したうえ，自らの責任におい
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て，家主との間で自主的解決に応じないことを確定的
に決断している場合に，上司がなおも会社若しくは自
らの都合から，会社における職制上の優越的地位を利
用して，家主との和解ないしは明渡要求に応じるよう
執拗に強要することは，許された説得の範囲を越え，
部下の私的問題に関する自己決定の自由を侵害するも
のであって，不法行為を構成するものというべきであ
る」と判示されているのが参考になります（ダイエー
事件・横浜地裁平2.5.29判決，労働判例579号35頁）。
②�　パワハラと評価されないための業務上の注意・指
導の留意点

P oint 部下の私的事項について過度に介入し
ない

　仕事と私生活を区別して考える社員が増えており，
特に若い世代は会社において私生活の領域にまで介入
されることを嫌う傾向にあることから，私生活上の問
題が業務に影響を与えているケースや，部下のほうか
ら私生活上の問題について上司に相談がなされたよう
なケースを除いて，私生活上の問題に対する過度な介
入は控えることが望ましいといえます。
　特に，部下が私生活上の問題について，助言等がな
されることを明確に拒否した場合などは，それ以上の
詮索は行わないことが肝要といえます。

⑵�　「注意・指導の場所，時間の長さ，時間帯等」は
どのように判断されるか

ケース１　注意・指導の場所

①　パワハラと業務上の注意・指導の境界線

P oint① 衆目の前での指導はパワハラと評価
される要素に

　部下に対して退職勧奨を行う場合や，懲戒処分の言
い渡しを行う場合に，他の社員もいる前で行う会社は
ないと思われますが，それは，部下に対してそのよう
な行為を行えば，部下が相応の精神的負担や屈辱感を

感じることに配慮してのことであると思われます。
　この点，部下に対して業務上の注意・指導を行う場
合であっても，部下は一定の精神的苦痛を感じます
し，衆目の前で指導（特に厳しい叱責）が行われた場
合，それに恥ずかしさ，屈辱感等がプラスされること
になります。また，通常は，衆目の前であえて厳しい
指導をする必要性も乏しいと考えられるため，そのよ
うな指導を行った場合，パワハラと評価される１つの
重要な要素となりえます。
　また，指導の対象となる部下が，一定のキャリアを
積んだ役職者やベテラン社員である場合，新入社員な
どと比べて，衆目の前での指導による屈辱感等は大き
くなると考えられるため，よりパワハラと評価される
要素となりうるといえます。
　なお，衆目の前で厳しい叱責をしたという事実につ
いては，目撃者がいることが通常であるため，裁判所
としても証拠上非常に認定しやすい事実といえ，パワ
ハラを肯定した裁判例において，衆目の前での叱責を
したことが，１つの事情としてあげられることが多い
といえます。
　裁判例においても，生命保険会社の営業職員でマ
ネージャーという役職であったＸに対して，上司Ｙ
が，朝礼後，Ｘの席の近くで，他の社員にも聞こえる
状況において，顧客に告知義務違反を誘導していない
か確認したというケースについて，「生命保険会社の
営業職員にとって，不告知を教唆することは，その職
業倫理に反する不名誉な事柄なのであるから，その点
について，上司として問いただす必要があるとすれ
ば，誰もいない別室に呼び出すなどの配慮があって然
るべきであって，この点において，Ｙ支社長の上記行
為は配慮が欠けていたといわねばならない」（注：下
線は筆者にて加筆）とされ，衆目の前での指導をパワ
ハラを肯定する１つの事情としています（富国生命保
険ほか事件・鳥取地裁米子支部平21.10.21判決，労働
判例996号28頁）。



労務事情　2014.6.1  №1275 21

解説　判例・事例から学ぶパワーハラスメントと
業務上の注意・指導の境界線

　役員等が出席していた懇親会の席上での部下に対す
る上司の発言について，パワハラが肯定されたケース
として，以下のものがあります。

裁判例 国・奈良労基署長（日本ヘルス工業）事件・
大阪地裁平19.11.12判決，労働判例958号54頁

事案 社長を含む多数の役員等が出席していた懇
親会の席上のスピーチで，上司Ｙが，部下
Ｘについて，「俺が仲人をしたのに…，頭が
いいのだができが悪い」「何をやらしても
アカン」「その証拠として奥さんから内緒
で電話があり『主人の相談に乗って欲し
い』と言った」などと発言した事案。

判示 「Ｙ発言は，酔余の激励とはいえ，『妻が内
緒で電話をしてきた』などと通常，公表さ
れることを望まないようなプライベートな事
情を社長以下，役員や多数のSC長の面前で，
暴露するものである上，『できが悪い』，『何
をやらしてもアカン』などと言われた本人
であれば，通常『無能呼ばわり』されたと
受け取ることもやむを得ないような不適切
な発言をしたものというべきである」

Point Ｙは，Ｘの仲人をしたこともあったことか
ら，ＹとしてはＸを叱咤する意図で上記の
発言をしたとも考えられますが，上記Ｙの
発言はいずれもあえて社長などの役員の面
前で言う必要性がまったくない発言であり，�
かつＸを無能呼ばわりし，公衆の面前で侮
辱したと受け取られても仕方のない言動で
あることから，パワハラが肯定されたこと
はやむを得ないと思われます。

役員等の前での叱責（パワハラ
肯定）判例check①

　朝礼の際の叱責について，部下の態度や発言内容等
からみてパワハラが否定されるとされたケースとし
て，以下のものがあります。

裁判例 平塚労働基準監督署長事件・東京地裁平
24.4.25判決，労働経済判例速報2146号３頁

事案 県立公園等の維持管理等を受託していたＡ
協会が運営するＢ公園の副園長として勤務
していたＸは，パートの職務執行に関して
総括的な立場で管理監督し，朝礼で議事進
行することなどもその職務に含まれていた
が，Ｘの仕事ぶりが主体性に乏しかったた
め，上司であるＹ園長は，Ｘに対して朝礼
で述べるべきポイントを指摘するといった
指導を繰り返していたところ，朝礼時に，
Ｘが職員に対し「何かありませんか」と話
題の提供を求めるという主体性を欠く行動
を取ったため，Ｙは「何かありませんか，
ではなく，今日は何をします，だろ」と言っ
て，Ｘの主体性に欠ける姿勢を批判するな
どした結果，Ｘが自殺した事案。

判示 「朝礼において，他の職員の面前で公然とＸ
を批判するものであり，配慮すべき点は
あったとは解されるが，Ｘの業務遂行態度
に行き届かない点があったことに照らす
と，上司としての指導の範囲を逸脱してい
るとか，その人格を否定するような発言と
まではいえない」

Point 判決においても，朝礼という衆目の前での
指導について，「配慮すべき点はあった」と
判示されていますが，それにもかかわらず，
パワハラが否定された理由は，Ｘは，これ
までもたびたびＹから主体性に欠ける姿勢
を注意されていたにもかかわらず，本件朝
礼においても部下任せの主体性に欠ける言
動をしたため，業務指導の必要性が相当程
度あったこと，また，Ｙの言葉自体がそも
そも人格権を侵害するようなものではな
く，多少表現にきつい面はあるものの，Ｙ
の指摘自体はもっともな内容であったと
いった事情が重視されたものと思われます。

朝礼の際の叱責（パワハラ否定）判例check②P oint② メールでの指導も多数人への一斉送信
は，部下の名誉等を侵害する可能性も

　部下に対してメールで業務上の注意・指導を行う場
合において，指導対象である部下以外の社員のアドレ
スもCCに入れてメールを送信した場合，結果的に衆
目の前で叱責したケースと同様の状況となることか
ら，特にメールの内容が厳しい叱責にあたるような場
合には，パワハラ（名誉毀損）と評価される要素とな
りえます。
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②�　パワハラと評価されないための業務上の注意・指
導の留意点

P oint① 衆目の前での指導は原則避け，別室
での指導を

　部下に対して業務上の注意・指導を行う場合は，部
下の心情にも配慮し，日常的な軽微な指導を行うケー
ス（遅刻して出社した部下に「以後気をつけるよう
に」などと指導する場合等）を除いて，別室等，他の
社員が見聞きできない場所で実施することが望ましい
といえます。特に，厳しい指導が必要とされるケース
では，予防法務の観点からは，別室での指導を原則と
すべきといえます。

P oint② 役職者でもある部下に対する指導は
別室で

　役職者でもある部下に対して業務上の注意・指導を
行う場合は，特に，その役職者のキャリア等にも配慮
する必要があるため，原則として別室で行うことが望
ましいといえます。

P oint③ メールでの指導は CCに注意を

　メールで部下を指導する際も，原則として指導する
部下のみにメールを送信し，不必要に他の部下のアド
レスをCCに入れて送信しないように留意する必要が
あります。

P oint④ 録音も検討を

　別室（個室）での指導を行う場合，後々，部下から
「別室での指導の際に罵倒された」などと主張される
可能性もありますので，口頭で，録音をすることを告
げて指導することも検討すべきであり，最低でも，指
導の内容について報告書等を作成して指導内容を証拠
化しておく必要があります。
　なお，業務指導の場面を録音することは，上司自身

　就業時間外の長時間・深夜にわたる指導について，
部下の問題行動に対する注意・指導の必要性や本人の
態度等からパワハラが否定されたケースとして，以下
のものがあります。

裁判例 国・池袋労基署長（光通信）事件・東京地
裁平22.8.25判決，労働経済判例速報2086号
14頁

事案 部下Ｘは，OA機器について顧客からの問
合せやクレーム，注文等の電話対応業務を
行っていたが，その電話対応のまずさから
２次クレーム，３次クレームが発生するな
どしていたため，上司Ｙが通常業務終了後
の午後７時30分ころから，言葉遣いや電話
応対の仕方等について業務指導を行ってい
たが，指導開始から30分程度経過したころ

就業時間外の長時間・深夜にわたる
指導（パワハラ否定）判例check

もパワハラ発言を抑制する動機になるという副次的な
効果もあります。

ケース２　指導時間の長さ・指導を行う時間帯等

①　パワハラと業務上の注意・指導の境界線

P oint 不必要な長時間での指導，就業時間外で
の指導はパワハラと評価される要素に

　業務上の注意・指導である以上，原則として，就業
時間中に，業務指導に必要とされる合理的な時間内で
指導を終えるように配慮する必要があるといえます。
したがって，就業時間外（特に深夜）での指導や，不
必要なほど長時間にわたる指導は，部下に無用にプ
レッシャーをかけるものとしてパワハラと評価される
要素となりえます。
　もっとも，部下が反抗的な態度を示したり，ローパ
フォーマーで改善点が多数に上る場合など，結果的に
指導が長時間となったこと等について合理的な理由が
あれば，そのような事実のみでパワハラと評価される
ことはないといえます。



労務事情　2014.6.1  №1275 23

解説　判例・事例から学ぶパワーハラスメントと
業務上の注意・指導の境界線

からＸが返事をしなくなったため，Ｙが
「１分は60秒なのを知っていますか」「小学
校ではどう教わったの」といった意地悪と
もとれる質問をしたり，約２時間を経過し
たころ，Ｘが黙秘権を行使している旨述べ
るなどしたため，結果的に午後11時30分ま
で約４時間の長時間にわたり指導をしたと
いう事案。

判示 「通常の終業時刻後に執務室という他の同
僚にも目につく場所において，約４時間と
いう長時間にわたって注意・指導を行うこ
とは通常の指導の仕方とはいい難く，また，
終始大声を張り上げるなどの暴力的な態様
でもって叱責したわけではないにしても，
『１分が60秒なのを知っていますか』とか
『小学校ではどう教わったの』というやや
意地悪ともとれる質問の仕方をしているこ
とからすれば，ＹがＸに対しかなり感情的
になっていたと考えられ，その指導の仕方
にまったく問題がなかったとはいえない。
しかしながら，電話応対の仕方やワークタ
イムの短縮といった指導内容自体はごく一
般的なものであり，かたわらにいた同僚も
Ｙが無理難題を言っていたのではない旨を
述べていることからすれば，その注意・指
導の主要な部分が不合理であるということ
はできない。むしろ，『黙秘権』という発言
からもうかがわれるように，ＸがＹの指導
に対し，長時間沈黙を続けていたことは明
白であり，このようなＸの頑なな態度が約
４時間にも及んだ原因であると認められ
る」

Point 判決においても，就業時間後の長時間の指
導の問題点が指摘されていますが，それに
もかかわらず，パワハラとまでは評価され
なかったのは，Ｘの電話応対の仕方がまず
く，顧客からのクレームが発生していたと
いう問題行動があり，業務上の注意・指導
を行う相応の必要性があったこと，Ｘが黙
秘するといった反抗的な態度を取っていた
ことが重視されたと思われます。

②�　パワハラと評価されないための業務上の注意・指
導の留意点

P oint 業務指導は就業時間中に，できるだけ短
時間で

　部下に業務上の注意・指導を行う際は，必要以上に

長時間にならないように留意し，就業時間中に，注
意・指導に必要とされる範囲において，できるだけ短
時間で終わらせることが肝要といえます。したがっ
て，長時間にわたり同じことを繰り返し指導したり，
１つのミスについて顔を合わせるたびに指導を繰り返
すという行為は避けるべきです。
　なお，結果的に指導が長時間になった場合は，その
理由（改善点が多岐にわたった，部下が反抗的な態度
を取った等）を証拠化しておくことが必要といえます。

⑶�　「他の部下に対する指導状況」はどのように判断
されるか

①　パワハラと業務上の注意・指導の境界線

P oint 特定の部下のみに対する指導はパワハラ
と評価される要素に

　業務上の注意・指導は，部下の業務上の問題点の改
善・教育を目的としてなされるものであることから，
部下がミスをした場合には，その部下がだれであれ，
指導を行う必要があるといえます。それにもかかわら
ず，特定の社員がミスした場合にのみ指導を行ってい
た場合，当該特定の社員を排除する等の目的で無用な
プレッシャーをかけていたのではないかなどと評価さ
れる可能性があり，パワハラと評価される要素となり
えます。
　裁判例においては，パワハラを否定したケースにお
いて，他の部下に対しても同様に業務指導を行ってい
た事実を，パワハラを否定する方向で評価することが
あり，前述の岡山県貨物運送事件・仙台地裁平25.6.25
判決においても，「Ｙ１は全ての従業員に対して同様
に業務上のミスがあれば叱責しており，Ｘに対しての
み特に厳しく叱責していたものではなかった」と判示
し，他の社員に対しても同様に厳しい指導を行ってい
た事実を，パワハラを否定する１つの事情として評価
しています。
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②�　パワハラと評価されないための業務上の注意・指
導の留意点

P oint 業務指導は平等に

　特定の部下がミスをしたときにだけ指導することは
避け，どの部下であっても，ミスをした場合には平等
に指導を行う必要があります。特に，上司の個人的な
好き嫌いで特定の部下だけを狙い打ちで指導すること
は避ける必要があります。

⑷�　「上司と部下の関係，職場環境（上司の個性）
等」はどのように判断されるか

①　パワハラと業務上の注意・指導の境界線

P oint① 部下との関係が悪化している場合は
パワハラが肯定されやすくなる可能
性がある

　上司と部下の関係が客観的にも良好であるとみなさ
れるようなケースであれば，若干不穏当な言葉を伴う
指導をしたとしても，叱咤激励の範囲であるとか，上
司と部下の間の軽口として許されない範囲ものではな
いなどとしてパワハラを否定する方向で評価されるこ
とも考えられますが，部下との関係が第三者からみて
も明らかに悪化している状況に至っているようなケー
スでは，同じような言葉で指導をしたとしても，上記
のような考慮は働かず，パワハラと評価される要素と
なりえます。

P oint② 職場環境（上司の個性・パワハラ体
質）がパワハラを肯定する要素になる

　パワハラが問題となるケースでは，１回のみの行為
が問題となるケースは少なく，パワハラに該当しうる
行為が一定期間継続し，それがある出来事をきっかけ
に顕在化するというケースが多いといえます。した
がって，パワハラと業務上の注意・指導の線引きが問
題となるケースでは，過去において，上司が部下に対

　上司と部下の関係性が良好であったことから，上司
の言動についてパワハラが否定されたケースとして，
以下のものがあります。

裁判例 長崎・海上自衛隊員自殺事件・福岡高裁平
20.8.25判決，判例時報2032号52頁

事案 １．上司Ｙ１について
　上司Ｙ１から，作業手順の習得に時間が
かかり，基本的事項の理解が遅かったりし
た部下であるＸに対して，「お前は三曹だ
ろ。三曹らしい仕事をしろよ」「お前は覚え
が悪いな」「バカかお前は。三曹失格だ」な
どと発言していた。
２．上司Ｙ２について
　上司Ｙ２からＸに対して，「ゲジ２が２人
そろっているな」「百年の孤独要員」との
言辞があり，またＹ２がＸやＸの妻を自宅
に招待した際，Ｘの妻の前で，「お前はとろ
くて仕事ができない。自分の顔に泥を塗る
な」などと発言していた。
　※�「ゲジ２」とは，トランプカードのクラブ
の２を指しており，「最低」の意味で使わ
れていた。

判示 １．上司Ｙ１について（パワハラ肯定）
　「それ自体Ｘを侮辱するものであるばか
りでなく，…（略）…，かつ，閉鎖的な艦
内で直属の上司である班長から継続的に行
われたものであるといった状況を考慮すれ
ば，Ｘに対し，心理的負荷を過度に蓄積さ
せるようなものであったというべきであ
り，指導の域を超えるものであったといわ
なければならない」

上司と部下の関係性が重視され
たケース判例check①

してどのような態度で接していたのかといった職場環
境（上司の個性・パワハラ体質）も判断要素の１つと
なりえます。
　そのため，上司が部下を大声で罵倒することが常態
化しているような職場であると認定されてしまうと，
ある出来事をきっかけにパワハラ問題が顕在化した場
合，そういった職場環境（上司のパワハラ体質）で
あったという事実が，パワハラを肯定する要素として
評価されることになりえます。
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解説　判例・事例から学ぶパワーハラスメントと
業務上の注意・指導の境界線

２．上司Ｙ２について（パワハラ否定）
　「Ｙ２とＸは，おおよど乗艦中には，良好
な関係にあったことが明らかであり，Ｘは
２回にわたり，自発的にＹ２に本件焼酎を
持参したこと，Ｙ２はＸのさわぎり乗艦勤
務を推薦したこと，Ｘが３回目に本件焼酎
を持参すると言った際，返礼の意味を含め
てＸ一家を自宅に招待し，歓待したこと等
からすれば，客観的にみて，Ｙ２はＸに対し，
好意をもって接しており，そのことは平均
的な者は理解できたものと考えられるし，
Ｘもある程度はこれを理解していたもので
あって，Ｙ２の上記言動はＸないし平均的
な耐性を持つ者に対し，心理的負荷を蓄積
させるようなものであったとはいえず，違
法性を認めるに足りない」

Point Ｙ１とＹ２の言動を比較した場合，Ｙ１の言
動のほうがやや直截的な言い方をしている
とは思われるものの，両者の言動にそれほ
ど違いがあるとは思われません。それにも
かかわらず，Ｙ２についてパワハラが否定
されたのは，Ｙ２とＸは客観的に良好な関
係にあり，そのことをＸ自身も認識可能で
あったことに尽きると思われます。

　日常的に大声を出して感情的，高圧的かつ攻撃的に
部下を叱責するといった職場環境での上司の言動がパ
ワハラにあたるとされたケースとして，以下のものが
あります。

裁判例 地公災基金愛知県支部長（Ａ市役所職員・
うつ病自殺）事件・名古屋高裁平22.5.21判
決，労働判例1013号102頁

事案 Ｙ部長は，上司からも頼られるほど仕事が
よくでき，部下に対しても高い水準の仕事
を求め，その指導の内容自体は多くの場合
間違ってはおらず，正しいものであったが，
話し方が命令口調であり，声も大きく，朝
礼の際などに，フロア全体に響き渡るほど
の怒鳴り声で「ばかもの」「おまえらは給
料が多すぎる」などと感情的に部下を叱り
つけ，部下の個性や能力に配慮せず，それ
以外の部下を指導する場面でも人前で大声
を出して感情的，かつ，反論を許さない高

パワハラ体質の上司のケース
（パワハラ肯定）判例check②

圧的な叱り方をすることがしばしばあった。
Ｙの部下は，Ｙから怒られないように常に
顔色をうかがい，不快感とともに，萎縮し
ながら仕事をする傾向があり，部下の間で
は，Ｙの下ではやる気をなくすとの不満が
くすぶっていた。
このようなＹの部下に対する指導の状況
は，Ａ市役所の本庁内では周知の事実であ
り，過去にはこのままでは自殺者が出るな
どとして人事課に訴え出た職員もいたとい
う状況において，ＹがＸの直属の部下で
あったＡらを厳しく叱責するということが
あり，Ｘはそのことに責任を感じるなどし
て自殺したという事案。

判示 「Ｙの部下に対する指導は，人前で大声を出
して感情的，高圧的かつ攻撃的に部下を叱
責することもあり，部下の個性や能力に対
する配慮が弱く，叱責後のフォローもない
というものであり，それが部下の人格を傷
つけ，心理的負荷を与えることもあるパ
ワーハラスメントに当たることは明らかで
ある。Ｙが仕事を離れた場面で部下に対し
人格的非難に及ぶような叱責をすることが
あったとはいえず，指導の内容も正しいこ
とが多かったとはいえるが，それらのこと
を理由に，これら指導がパワハラであるこ
と自体が否定されるものではない」

Point Ｙは直接Ｘに対して厳しい叱責を行ったわ
けではなく，またＹの日ごろの部下に対す
る指導状況は，必ずしも理由なく叱責する
ことはなかったという事情はありますが
（現に一審はこの点を強調し，パワハラを否
定しています），その職場環境について，Ｙ
は前述のとおり日ごろから部下に対して大
声での厳しい叱責を繰り返していたのであ
り，このままでは自殺者が出ると訴え出る
職員までいたという状況にあったと認定さ
れていることからすれば，そのような職場
環境（Ｙのパワハラ体質）がパワハラと評
価される重要な要素となることはやむを得
ないと思われます。

②�　パワハラと評価されないための業務上の注意・指
導の留意点

P oint① 部下との関係を不必要に悪化させない

　上司と部下の関係は相容れない部分もあることか
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ら，不合理な部下の意見を受け入れる必要はないとい
えますが，部下との関係を無用に遮断してしまうこと
は得策ではなく，適宜，部下とのコミュニケーション
を取り，部下の意見も聞くという姿勢を持っておくこ
とは必要であるといえます。
　また，評価すべきところは評価しているということ
を部下に伝えておくことや，指導の後（特に仕事を離
れた場合）はそのことを引きずらないという配慮も有
用であり，指導の後に部下を無視するような態度をと
るといった，部下との関係をいたずらに悪化させるよ
うな行動を取ることは避ける必要があるといえます。

P oint② 日ごろから，部下に対して感情的な言
動等は避け，職場環境を悪化させない

　パワハラ問題は，ある１回の行為のみが原因となっ
て顕在化することは少なく，過去からさまざまな経緯
があったうえで，それがある時点である出来事がきっ
かけで顕在化することが多いといえます。そのため，
予防法務の観点からは，日頃の部下に対する接し方が
重要となり，日ごろから部下に対する感情的な言動，
大声での叱責などは避けるべきであるといえます。

⑸�　「部下に対するフォローの有無（部下とのコミュ
ニケーション）」はどのように判断されるか

①　パワハラと業務上の注意・指導の境界線

P oint 厳しい叱責等を繰り返しながら部下に
対するフォローをしていない場合，パ
ワハラを肯定する要素に

　業務上の注意・指導は，部下の業務上の問題点の改
善を目的としていることから，感情的になって行き過
ぎた叱責をしてしまった場合には，事後に，なぜ叱責
したのか，どのような点を改善すればよいのかという
点を説明するなどしてフォローをしておくことが望ま
しいといえ，上司が部下に対して不穏当な言動を伴う
指導を行ったにもかかわらず（特に，そのような指導
が繰り返されていた場合），事後に何のフォローもし

ていなかった場合，そのことがパワハラと評価される
１つの事情になることがあります。
　裁判例においても，「（Ｙ部長は，話し方がぶっきら
ぼうで命令口調である上，声も大きく，朝礼の際など
に，フロア全体に響き渡るほどの怒鳴り声で『ばかも
の』，『おまえらは給料が多すぎる』などと感情的に部
下を叱りつけ，それ以外に部下を指導する場面でも，
部下の個性や能力に配慮せず，人前で大声を出して感
情的，かつ，反論を許さない高圧的な叱り方をするこ
とがしばしばあり，実際に反論をした女性職員を泣か
せたこともあった）このような指導をしながら，Ｙ部
長が部下をフォローすることもなかったため，部下
は，Ｙ部長から怒られないように常に顔色を窺い，不
快感とともに，萎縮しながら仕事をする傾向があり，
部下の間では，Ｙ部長の下ではやる気をなくすとの不
満がくすぶっており，このような不満は，健康福祉部
の職員の間にもあった」（注：括弧内・下線は筆者に
て加筆）とされており，厳しい業務指導を繰り返して
いながら，部下に対するフォローがなかったことがパ
ワハラという評価を受けた１つの事情とされています
（前掲地公災基金愛知県支部長〈Ａ市役所職員・うつ
病自殺〉事件・名古屋高裁平22.5.21判決）。
②�　パワハラと評価されないための業務上の注意・指
導の留意点

P oint 言い過ぎたときは適切なフォローを

　上司も人間であり，部下への指導の際に，つい言い
過ぎてしまうということはだれにでもありうることだ
と思います。そのような場合に上司が取りうる対策と
しては，事後的にでも，部下の言い分も聞いたうえで，
部下に対して，指導を行った理由・具体的な改善策等
を説明するといった適切なフォローをしておく，とい
うことに尽きるといえます。
　そのような適切な事後的なフォローを行っておくこ
とは，パワハラ問題の顕在化リスクの低減という観点
からもきわめて有用であるといえます。
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解説　判例・事例から学ぶパワーハラスメントと
業務上の注意・指導の境界線

　まず，企業の人事労務担当者は，社員からパワハラ
の申告があった場合に，関係者に対してヒアリング調
査等を行うことがあると思いますが，その場合，上記
で解説した判断要素に留意してヒアリングを行ってい
ただければ，ある程度，事実関係に関するヒアリング
のポイントを押さえることが可能になると思います。
　次に，パワハラと業務上の注意・指導の問題につい
て，予防法務の観点から人事労務担当者が特に関与す
る必要がある上司のタイプは，「パワハラは自分には
無関係のことである」「パワハラなどといっていては
仕事などできない」などといった認識の下，パワハラ
に該当しうる行為を行っているタイプの上司と，部下
からパワハラといわれることを過剰に意識するあまり
必要な業務指導を行うことを萎縮しているタイプの上
司というように，二極化してきているように思われます。
　そこで，パワハラに該当しうる行為を行っている上
司に対しては，上記で解説した「パワハラと業務上の
注意・指導の境界線の留意点」を参考に，そのような
行為は裁判例等においてもパワハラと評価される可能
性がある行為であることや，パワハラと認定された場
合の損害賠償リスク，労働災害リスク等を説明し，今
後もそのような行為を継続していた場合は懲戒処分，
配転，降職・降格といった人事上の措置も検討せざる
を得ないことを告げるといった対応が考えられます。
　一方，萎縮してしまっている上司に対しては，上記
で解説した「パワハラと評価されないための業務上の
注意・指導の留意点」に記載されている事項を説明し
て，そのような点に留意しながら部下に対して業務指
導を行えば，パワハラと主張されることを恐れる必要
はないこと，また，部下に対する業務上の注意・指導
を行う際に不安な点があれば，人事部などの管理部門
に事前に相談することも可能であることなどを説明す
るなどして，当該上司の不安を，可能な限り取り除く

ような配慮をするといった対応を取ることも考えられ
ます。
　最後に，本稿においては，パワハラと業務上の注意・
指導について，グレーゾーンのケースにおいてパワハ
ラが否定されたケースについても解説しています。予
防法務の観点からすれば，実務上はある程度，保守的
に対応せざるを得ない部分がありますので，「ここま
でやっても大丈夫」という視点で本記事の内容を活用
していただくのではなく，あくまでも，適切な業務指
導・教育により社員の能力を向上させ，ひいては生産
性を向上させるという観点，および問題社員・ローパ
フォーマーに対して適切な業務指導を行うという観点
から，パワハラのない働きやすい職場にすることを目
的に，本稿を活用していただければと思います。
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