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本稿の目的
～海遊館事件を題材に～

秋月良子

また，同じくＹ社の営業部課長代理の職位にあった
「もうそんな歳になったん。結婚
Ｘ２も，Ａに対し，
もせんでこんなところで何してんの」
「30歳は，22，
３歳の子から見たら，おばさんやで」
「
（Ａが退職する
ことについて）30歳になっても親のすねかじりなが

１．はじめに

らのうのうと生きていけるから，仕事やめられていい

ニュース等でも取り上げられましたが，先日，同僚

なあ」
「夜の仕事とかせえへんのか。時給いいで。し

に対してセクシュアルハラスメント（以下，セクハ

たらええやん」等と言ったり，Ｙ社から業務を請け

ラ）にあたる発言を行った社員に対し，使用者が行っ

負っていた会社の所属で，Ｙ社において勤務していた

た出勤停止の懲戒処分の有効性が争われた事案で，最

女性社員ＢとＡに対し，具体的な男性従業員の名前を

高裁では，高裁の認定した事実関係を前提として，こ

複数あげて，
「この中でだれか１人と絶対結婚しなあ

の出勤停止処分が有効であると判断し，出勤停止処分

かんとしたら，だれを選ぶ」等と聞く，セクハラに関

が無効との高裁の判断を覆しました。

する研修を受けた後，
「あんなん言ってたら女の子と

なぜ，最高裁と高裁で懲戒処分の有効性に関する判
断が分かれたのでしょうか。
２．事案の概要

しゃべられへんよなあ」等と言う等のセクハラ行為を
継続的に行っていました。
Ｙ社は，これらのセクハラ行為について，Ｘ１に対
しては出勤停止30日間，Ｘ２に対しては出勤停止10日

この事案は，水族館の経営等を行う会社であるＹ社

間の懲戒処分を行ったところ，Ｘ１およびＸ２（以下，

において，営業部サービスチームのマネージャーの職

Ｘら）から懲戒処分の無効確認の訴訟が提起されまし

位にあったＸ１が，派遣の女性社員Ａに対し，２人き

た。

りの状況において，自らの不貞相手の年齢や職業，不
貞相手とその夫との性生活の話をする，
「俺のん，で
かくて太いらしいねん」
「夫婦間はもう何年もセック

３．第 一 審（大 阪 地 裁 平25.9.6. 判 決，労 働 判 例
1099号53頁）の判断

スレスやねん」
「でも俺の性欲は年々増すねん」等と

第一審は，Ｙ社の主張するセクハラ行為の大部分を

言ったり，
「この前，カー何々してん」等と言い，Ａ

認定し，懲戒処分についてはＹ社の作成した就業規則

に「何々」のところをわざと言わせようとするように

および禁止されるセクハラ行為を具体化したセクハラ

話を持ちかける等のセクハラ行為を継続的に行ってい

禁止文書に基づいて判断すべきであること，Ｘらは自

たというものでした。

らのセクハラ発言について，ＡおよびＢに強い不快感
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を与えることを認識していたか，少なくとも容易に認

であるとして，当該出勤停止処分は有効であると判断

識することができたはずであること，性的関係を迫っ

しました。

たり，嫌がらせの目的で行うセクハラ行為と比較すれ

なお，控訴審において出勤停止処分が無効であるこ

ば悪質性は低いものの，Ｘらは管理職としてＹ社のセ

との理由としてあげられていた，ＡおよびＢから明確

クハラ研修を受けており，本来は部下を指導する立場

に拒否の姿勢を示されていなかったという点は，被害

でありながら弱い立場であるＡおよびＢに対してセク

者としては，嫌悪感を抱いていたとしても人間関係の

ハラ行為を行っているもので，発言内容も常軌を逸し

悪化等を懸念して被害申告を差し控えることが少なく

ていることから，注意程度では改善されない可能性も

ないこと等から，Ｘらに有利に斟酌することは相当で

あり，Ｘらに対する出勤停止処分が重すぎるとまでは

ないと判断しました。

いえないと判断しました。
４．控 訴 審（大 阪 高 裁 平26.3.28. 判 決，労 働 判 例
1099号33頁）の判断

また，Ｙ社が具体的にセクハラ行為に対してどの程
度の懲戒処分を行う方針なのかをＸらとしては認識す
る機会がなく，事前にＹ社から警告や注意等を受けて
いなかったという点についても，管理職であったＸら

控訴審は，第一審の認定したセクハラ行為のうち，

としてはＹ社のセクハラに関する方針や取組みを当然

一部は弁解の機会の付与が十分ではなく認定できない

に認識すべきであり，またセクハラ行為の多くが第三

としたうえ，Ｘらは，ＡおよびＢから明確に拒否の姿

者のいない状況で行われており，ＡおよびＢから被害

勢を示されたり，Ｙ社から注意を受けたりしてもなお

の申告を受ける前にＹがＸらに対して警告や注意等を

同様の行為に及んだとまでは認められないこと，Ｙ社

行いうる機会があったとはいえず，Ｘらに有利に斟酌

において一般的な注意以上に社員の個々の言動につい

することは相当でないと判断しました。

て適切な指導がされていたか疑問があること，Ｙ社に
おいては過去にセクハラ行為があった場合でも懲戒処

６．まとめ

分が行われたことはなく，ＸらとしてＹ社が具体的に

このように，セクハラ行為に対する懲戒処分等の有

セクハラ行為に対してどの程度の懲戒処分を行う方針

効性の判断は，さまざまな要素を考慮して判断される

なのかを認識する機会がなかったこと等を考慮する

ものであり，たとえば「事前に注意や警告を受けてい

と，出勤停止処分は酷にすぎ，社会通念上相当とは認

ない」という事実１つを取っても，その背景事情や実

められず権利の濫用として無効であると判断しました。

施する懲戒処分等の程度によって，懲戒処分等の有効

５．上告審（最高裁第一小法廷平27.2.26判決の労働
判例1109号掲載予定）の判断

性の判断に与える影響は変わってきます。
使用者においては，さまざまな要素を十分に検討
し，懲戒処分等の量定を行う必要があるところです

上告審は，控訴審が認定したセクハラ行為を前提と

が，本稿では，その判断の一助となるべく，セクハラ

して，Ｘらのセクハラ行為は１年余りにわたって繰り

行為に対する懲戒処分等について，いかなる要素が懲

返されてきたもので，ＡおよびＢの執務環境を著しく

戒処分等の量定の判断において重視されているのかを

害するものであること，Ｙ社においてはセクハラに関

解説します。また，懲戒処分等の量定の前提として，

する研修も行っており，Ｘらはこの研修に参加してい

懲戒事由の存否の判断に際し，どのような方法で調査

るのみならず，管理職としてセクハラ防止のために部

を行い，どのように事実関係を認定するかも重要な問

下を指導すべき立場であったにもかかわらずセクハラ

題であり，人事担当者から相談を受ける機会が多いこ

行為に及んでいることを理由に，控訴審の判断は誤り

とから，この点についてもあわせて解説します。
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セクハラ事案の調査の留意点

１．セクハラ事案における調査の重要性
※

男女雇用機会均等法 11条１項は，事業主に対して，

⑵ 調査としてまず何をすべきか
Point ①
申告者への迅速なレスポンス

セクハラ事案において，申告者は，セクハラの申告
をしたことを理由に不利益な取扱いがなされるのでは

セクハラ対策として雇用管理上必要な措置を取ること

ないかといった不安を抱えながら申告しているケース

を義務づけています。また，同法11条を受けて厚生労

も多いと思われます。

働省が設けた「事業主が職場における性的な言動に起

そこで，申告者が調査に非協力的になったり，事業

因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置について

主への不信感を持ち外部機関に駆け込まれるといった

の指針」
（平成18年厚生労働省告示615号。以下，セ

リスクを低減させるためにも，申告者から申告・相談

クハラ指針）において，事業主は「３⑶イ 事案に係

がなされた際は，
「申告を受け付けました。今後速や

る事実関係を迅速かつ正確に確認すること」を求めら

かに調査を開始します。
」といった程度でもよいので，

れており，従業員からセクハラの申告・相談がなされ

まずは，申告者に対して速やかにレスポンスをするこ

た場合，事業主は，適切な調査を行う必要があります。

とが肝要といえます。

※雇用分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

２．セクハラ事案の調査における具体的な留意点
⑴ 関係者のプライバシー等への配慮
Point
情報共有は必要最小限の人員に限り，常にプライバ
シーへ配慮する姿勢を

セクハラ事案では，その内容からして，調査を開始

Point ②
申告者に対する調査の速やかな実施

セクハラ事案において，まずは，
「だれに，いつ，
どこで，どのような行為をされたのか」というセクハ
ラ行為の内容・程度，悪質性等を確認する必要があ
り，そのためには，そのことを最もよく知る申告者へ
の調査が必要となります。
そこで，速やかに申告者と調査日程の協議を行い，
調査を開始することが望ましいといえます。

してから行為者に対する処分を科すまでのすべての段

この点，調査を開始するまでにある程度の期間を要

階で，関係者へのプライバシー等への配慮が必要にな

した場合であっても，調査期間を要したことに合理的

ります。そのような配慮に欠ける調査を実施した場

な理由があれば事業主が環境保護義務違反等の責任を

合，関係者の協力を得ることが難しくなることなどが

負うことはありませんが（前掲・広島セクハラ〈生命

あります。

保険会社〉事件）
，予防法務の観点からすれば，でき

また，同様の観点から，セクハラ事案に関する情報
の社内での共有については，必要最小限の人員での共
有にとどめるのが肝要といえます。

る限り速やかに調査を開始すべきといえます。
なお，実務においては，申告者がメンタルヘルスの
不調等により調査に応じることができないケース，職

この点，申告者から加害者であると指摘された行為

場秩序維持の観点等から緊急に調査を実施する必要が

者についても，調査中および調査結果が出た後であっ

あると判断できるケースなどもあり，そのようなケー

ても，プライバシー等に一定の配慮が必要になります

スでは，申告者に対して説明をしたうえで（できれば

（広島セクハラ〈生命保険会社〉事件・広島地裁平

合意を得て）
，目撃者等の第三者に対するヒアリング

19.3.13判決，労働判例943号52頁）
。
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⑶ 申告者に対する調査の留意点
Point ①

ヒ アリングを行う場所・ヒアリング担当者の人選
等の配慮が必要

は，
「だれに，いつ，どこで，どのような行為をされ
たのか」というセクハラ行為の具体的内容ですが，セ
クハラに至る経緯はさまざまであることから，セクハ
ラがなされた経緯・背景・過程等についてもヒアリン
グする必要があります。

申告者のプライバシーへの配慮，報復措置の防止と

また，目撃者や，セクハラ行為を受けた後にその事

いった観点から，特に調査の初期段階においては，申

実を相談した第三者等がいる場合，かかる第三者の供

告者がセクハラの調査を受けていることがわからない

述と申告者の供述が一致している場合は，申告者の供

ようにするといった配慮が必要になる場合があり，そ

述の信用性が高まることから，目撃者や，セクハラを

のようなケースにおいては，申告者が望むのであれ

受けたことを相談した人物がいないかについてもヒア

ば，会社外でヒアリングを行うといった配慮が望まし

リングします。

いといえます。

さらに，将来的に行為者を処分する可能性もあるこ

また，調査の公正性の担保という観点からすれば，

とから，行為者に対する処罰感情の有無・程度につい

ヒアリング担当者は，申告者が所属する部署の上司で

てもヒアリングを行っておく必要があります。もっと

はなく，人事部といった管理部門の社員が２人程度で

も，その際，申告者が処分について過大な期待を抱か

担当し，セクハラ問題は，事実関係の存否とともに，

ないように，行為者に対する処分等の量定は，調査結

評価が問題となるケースも多いことから，そのうち１

果と懲戒規定等にかんがみ会社にて決定する事項であ

人は女性の担当者とするのが望ましいといえます。

り，必ずしも希望に沿えるものではないことは説明し

以上より，申告者への調査を行う際は，申告者と，
いつ，どこで，だれが，どのような方法でヒアリング
調査を実施するかについて，事前に協議しておくのが
肝要といえます。
Point ②
客観的証拠の収集

ておく必要があります。
Point ④
行為者・関係者へのヒアリング等についての説明

行為者に対する処分を行う場合，行為者にも反論の
機会を付与する必要があること，申告者および行為者
供述の信用性判断のために必要に応じて目撃者等の第

性的発言が記載された電子メール等の客観的証拠が

三者に対しても調査を行う必要があることから，申告

ある場合には，申告者に当該客観的証拠を提出しても

者に対してヒアリングを行う際は，行為者や目撃者等

らうように申し入れます。
また，
セクハラを受けたこと

の第三者に対しても必要に応じヒアリング等の調査を

を第三者に相談した電子メールや，日記等が残ってい

実施することを説明しておく必要があります。

るような場合であれば，それらの提出も申し入れます。

また，特に，行為者に対して重い処分（たとえば，

さらに，セクハラの事実を直接認定できる客観的証

解雇）を科すことが想定される場合で，行為者がその

拠だけではなく，セクハラに至る経緯・背景事情等を

処分を争って訴訟を提起してくるようなケースでは，

裏付ける客観的証拠もあれば，随時提出してもらうよ

裁判所で申告者に証言してもらう可能性があるという

うにします。

ことも説明しておくことも必要になってきます。

Point ③

セクハラ行為の具体的内容，セクハラに至る経緯・
背景・過程等のヒアリング

申告者からヒアリングすべき内容で，最も重要なの

Point ⑤
調査結果が出るまでの申告者の処遇についての確認

セクハラの申告者が，申告時点で行為者と同じ部署
に配属されている場合，申告者が出社できなくなって
労務事情

2015.5.1 №1295

9

しまうということがあり，そのようなケースでは，調
査結果が出るまでの申告者の処遇について協議してお
く必要があります。

第

3

行為者のセクハラ行為が認定できるケースであれ
ば，行為者を異動させるのが筋といえますが，現実問
題として，セクハラの調査には相応の期間を要します

セクハラ行為の有無・内容の
事実認定に関する留意点

１．セクハラ事案における事実認定の重要性

ので，セクハラ行為の有無が判断できない段階で行為

セクハラ事案において，事業主が行為者に対して懲

者を異動（特に遠隔地への左遷人事）させた場合，後

戒処分等を科す場合，まずは，事業主において，行為

にその有効性が否定されるリスクがあります。

者の行ったセクハラ行為の具体的事実を認定すること

したがって，申告者が望むのであれば，申告者を他

が必要になります。

の部署に異動させる，調査結果が出るまでそれほど期

この点，事業主は，行為者がＡ，Ｂ，Ｃというセク

間がかからないのであれば，申告者に特別の有給休暇

ハラ事実を行ったと認定して懲戒処分を科したがその

を付与するといった対応を取ることも考えられます。

処分の有効性が訴訟で争われた場合，裁判所にＢ，Ｃ

⑷ 行為者・目撃者等の第三者に対する調査の留意点
行為者や，目撃者等の第三者に対しても，まずはセ
クハラ行為の事実およびその背景事情等に関連する客
観的証拠の提出を求めるとともに，ヒアリング調査を
行うことになります。
行為者に対するヒアリング調査を行う時点では，す
でに申告者に対して一定の調査を終えているわけです

の事実は認定できるがＡの事実は認定できないと判断
された場合は，そのことが行為者に対する処分の有効
性に影響しうることになるため，事実認定が重要とな
ります。
２．セクハラ事案の事実認定の考え方等
⑴ 当事者間に争いのない事実

が，まずは，行為者に対してセクハラをしたことはな

申告者供述と行為者供述が一致している場合，すな

いかということを確認し，否定すれば，最低限のセク

わち当事者間で争いのない事実については，原則とし

ハラ行為の内容を説明して，もう一度確認し，それで

てその事実を認定することが可能です。

も否定するのであれば，申告者の供述内容等をぶつけ

たとえば，セクハラ行為があったことを行為者本人

て淡々と弁解を聞くという方法がよいと思われます。

が認めた場合は，行為者が認めたセクハラ行為の事実

目撃者等の第三者に対してヒアリングを行う際に留
意すべき点は，申告者および行為者との地位・関係性
（利害関係）です。地位・関係性（利害関係）によっ

を認定することが可能といえます。
⑵ セクハラを推認させる客観的証拠がある場合

ては，虚偽供述の動機の有無が問題となり，第三者と

セクハラ事案においても，行為者が申告者に対して

いえども供述内容の信用性を慎重に検討する必要があ

送信したメール，行為者が申告者に対して性的発言を

るためです。

している状況を録音したデータ等の客観的証拠がある
ケースもあります。

３．まとめ

そのような客観的証拠がある場合には，原則とし

このような調査を経たうえで，行為者の申告者に対
するセクハラ行為の有無，内容・程度を判断（事実認
定）することになります。
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て，客観的証拠によりセクハラ行為，その背景事情・
経緯等を立証することが可能といえます。

判例・事例から学ぶ 解 説

セクハラ事案への対応と行為者に対する懲戒処分等の量定

⑶ セクハラ事案における申告者供述の信用性判断の
重要性

言や身体接触を繰り返すなどしたとしてＹ社から懲戒
解雇されたケースにおいて，ＸとＡらとの供述は真っ
向から対立していましたが，裁判所は，まず被害者

セクハラ事案おいては，当事者間の供述が対立して

（申告者）であるＡ供述の信用性を子細に検討し，
「こ

いたり，客観的証拠が乏しいケースも多く，当事者等

れらの事情に照らしてみれば，Ａ供述は信用性が高い

の供述の信用性を検討しなければならないケースが多

というべきである」としてＡ供述の信用性を肯定した

いといえます。

うえで，Ｘ供述については，
「他方，Ｘの主張及びこ

そして，申告者と行為者の供述が真っ向から対立し

れに沿うＸの供述ないし甲の陳述書は，Ａ供述と真っ

ているようなケースにおいて，どのような方法で両者

向から異なる内容であるところ，Ａ供述に信用性があ

の供述の信用性を判断するのかが問題となります。

る以上，Ａ供述に反する前記Ｘの供述等は採用するこ

この点，個別の供述の信用性の検討方法については

とができない」として，Ａ供述が信用できる以上，Ａ

後述しますが，大まかな基準としては，裁判例におい

供述に反するＸ供述は信用できないという判断をして

て，
「本件においては，事件の痕跡を示すような客観

います（日本 HP 社セクハラ解雇事件・東京地裁平

的な証拠はなく，他に目撃者もいないことから右わい

17.1.31判決，判例タイムズ1185号214頁）
。

せつ行為の事実を認定できるかどうかは，結局，控訴

このような判断手法を採る背景としては，わが国に

人（注：申告者）
・被控訴人（注：行為者）両名の供

おいては，セクハラをされたと事業主に申告すること

述の信用性の優劣に係ることとなる」
（秋田県立農業

自体が申告者にとって相当程度の心理的抵抗を伴う行

短期大学事件・仙台高裁秋田支部平10.12.10判決，労

為であり，それにもかかわらず申告したのであるか

働判例756号33頁）と判示されていることからも明ら

ら，行為者に対して何らかの悪感情，利害の対立を有

かなとおり，申告者と行為者の供述の信用性の優劣に

しているといった特段の事情がない限りは，あえて事

て決することになると解されます。

業主に対して虚偽の申告をする利益はないであろうと

また，上記裁判例において，
「中心は控訴人（注：

いう判断があるように思われます。

申告者）の供述が被害体験に根ざしたものと認められ

したがって，セクハラ事案において，申告者と行為

るかどうかということになるので，まずそれから検討

者の供述の信用性を検討する際は，特に申告者供述の

する」とも判示していることからも明らかなとおり，

信用性を検討することが重要になるという点に留意が

セクハラ事案においては，まずは申告者供述の信用性

必要です。

の検討が重要になるといえます（そもそも申告者供述
の信用性が欠けるのであれば，行為者供述の信用性を
検討するまでもないともいえます）
。

⑷ 個別の供述の信用性を検討する場合の判断要素
供述の信用性の判断といいますと，何か難しいこと

そして，裁判例の傾向としては，まず申告者供述の

をしなければならないという印象を受けると思います

信用性を検討し，申告者供述の信用性が明確に肯定で

が，供述の信用性判断は何も法律家のみが行う特殊な

きると判断できる場合には，その供述が信用できる以

ものではなく，家族との会話（兄弟げんかで兄と弟の

上，特段の事情がない限り，申告者供述との優劣にお

言い分がまったく異なる場合に，親としてどちらの言

いて行為者供述は劣る（信用できない）という判断を

い分を信用するか等）といった日常生活においても無

しているケースが多いように思われます。

意識的に行われている行為であると思われます。

たとえば，取締役，執行役員に次ぐ本部長の地位に

したがって，供述の信用性判断は，実はそれほど特

あったＸが，部下である女性Ａ，Ｂに対して性的な発

殊な問題ではないともいえますが，その判断要素をあ
労務事情
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えて法律家が使用する用語で整理するならば，①客観

者と第三者の供述が一致している部分については，そ

的証拠との整合性，②供述内容の一貫性（供述に変遷

の一致している供述の信用性は比較的高いと判断され

がある場合は変遷の合理的理由の有無）
，③供述内容

ることが多いと思われます。

の合理性・具体的性，④虚偽供述の動機の有無といっ
た要素で判断することになります。
以下において，各判断要素の考え方について解説し

⑵ 供述内容の一貫性（供述に変遷がある場合は変遷
の合理的理由の有無）
供述は，自らが体験した事実について，その記憶に

ます。
３．セクハラ事案における供述の信用性の判断要素の
検討

基づいてなされるものであることから，自ら体験した
事実をその記憶のとおりに供述しているのであれば，
原則として供述は一貫するものと解されるため，供述

⑴ 客観的証拠との整合性

内容が一貫している場合には，その供述の信用性は高
まるといえます。

実務においては，セクハラの事実を直接認定するこ

したがって，
「だれが，誰に対して，いつ，どこで，

とはできないものの，セクハラ行為が行われた経緯・

どのような行為をした」という懲戒事由等に該当する

背景・過程等の事実を認定できるような客観的証拠は

セクハラ事実や，セクハラ行為がなされた経緯等につ

存在している場合があります。

いて，申告者の供述が一貫していれば，申告者供述の

この点，客観的証拠により認定できる事実は動かし

信用性が高まることになりますが，特に，いつセクハ

難い事実であるため，申告者や行為者の供述がセクハ

ラが行われたのか（その他の事実との時系列の整合性

ラ行為の行われた経緯・背景・過程に関連する客観的

を含む）
，どこでセクハラ行為が行われたのか，どの

証拠と整合していれば，セクハラ行為の有無・内容に

ようなセクハラ行為が行われたのかという重要な部分

関する供述の信用性が高まるといえますし，その逆で

について，申告者の供述が話を聞くたびごとに変わる

あれば，信用性は低下するといえます。

ようであれば，そのような供述の信用性は低いといわ

裁判例においても，申告者は休日出勤の際にセクハ

ざるを得ません。

ラをされたと供述していたが，申告者のタイムカード

しかし，セクハラ事案においては，長期にわたりセ

には，その休日出勤日のタイムカードの打刻がなされ

クハラ行為を受けているなどして時期について曖昧で

ておらず，申告者が出勤したとは認められないとし

あったり，セクハラ行為の内容についても，身体接触

て，その供述の信用性が否定されたケースがあります

を伴うようなケースにおいては，羞恥心等により当初

（セントラル靴事件・東京地裁平6.4.11判決，労働判例

は申告しない，過小に申告するといったケース，上司
をおもんぱかって当初はセクハラを受けたこと自体を

655号44頁）
。
したがって，申告者，行為者の供述の信用性を検討

否定する，といったケースもあります。

する際は，両者の供述が，セクハラ行為が行われた経

そのようなケースにおいては，申告者の供述が変遷

緯・背景・過程に関連する客観的証拠と整合している

したことに合理的理由があると認められることも相当

かどうかということを検討することが重要といえます。

程度あるため，特に，申告者の供述に変遷がある場合

なお，目撃者等がいるケースについては，そのよう

には，なぜ供述が変遷したのかという理由を確認し，

な目撃者等の第三者供述は，上記物的な客観的証拠ほ

その理由が合理的か否かを判断する必要がある点に留

どの客観性は認められませんが，第三者があえて虚偽

意が必要です。

供述を行う動機が見いだせない場合，基本的には申告
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判例・事例から学ぶ 解 説

セクハラ事案への対応と行為者に対する懲戒処分等の量定

⑶ 供述内容の合理性・具体的性

答しかせず，また聞かれたことだけにしか答えないと
いうケースもありますので，申告者の体調や精神状態

供述は，自らの体験した事実について，その記憶に

にも配慮する必要はありますが，質問者のほうで，で

基づきなされるものであることから，自ら体験した事

きるだけ具体的な事実関係を確認するということが必

実をその記憶のとおりに供述しているのであれば，供

要になります。

述内容も合理的・具体的（迫真的）なものとなると解
されるため，供述内容が合理的かつ具体的である場合
は，その供述の信用性が高まることになります。

⑷ 虚偽供述の動機の有無
セクハラ事案において，行為者から，申告者は人事

たとえば，セクハラ行為について，Ｘが「たしか，

考課等で行為者に対して不満を持っており，その意趣

先週のことだったと思うんですけど，Ａ部長と会議室

返しで虚偽の申告をしているといった主張がなされる

か給湯室かに呼ばれて話をしているときに，いきなり

ことがあります。

私の服装について何か小言みたいなことを言ってきま

この点については，すでに若干触れましたが，申告

した」と供述している場合と，Ｙが「先週の月曜日に

者が事業主に対してセクハラの申告をする場合，その

残業になり，眠くなってきたので眠気覚ましにコー

こと自体が一定の心理的負担を伴うものと考えられる

ヒーを飲もうと思って，午後９時ころに給湯室にコー

こと，お世話になっていた面もある上司を「売る」と

ヒーを入れにいったところ，Ａ部長がたまたま給湯室

いうことなどからすれば，基本的には，申告者が事業

にいたので挨拶をしました。Ａ部長が新卒の女性社員

主に対してあえてセクハラをされたと虚偽の申告を行

の服装について批判めいたことを言い始めたので，

う動機が認められないと考えられます。

『わたしは服装にあまり興味がないのでよくわかりま

一方で，現に，実務において，人事考課の不満等を

せんが』と言ったところ，Ａ部長が怒ったような顔に

理由に虚偽の申告がなされるケースも少なからず見受

なり，
『お前も女なんだからもうちょっと化粧っ気出

けられるところであり，そのような場合，申告者の供

したり，女らしい格好してこいよ』などと言ってきま

述が信用できるかは慎重に検討する必要があります

した」と供述している場合を比べてみれば，Ｘ供述

（なお，申告の一部は事実であるが，過大な申告をし

は，全体として供述内容が抽象的であり，給湯室で何

ているようなケースもあるため，虚偽供述の動機があ

の前触れもなくいきなり服装について小言を言われた

るからといって申告者の供述のすべてが虚偽であると

という経緯も合理性が疑わしいため，発言内容や経緯

は即断できず，他の要素も含め慎重に判断する必要が

等についてより詳細に供述しているＹ供述の信用性の

あります）
。

ほうが高いといえます。

したがって，たとえば，調査の過程において，申告

このように，申告者や行為者の供述については，そ

者が，同僚等に対して「Ｘ上司の自分に対する評価が

の供述内容の合理性・具体性も重要な判断要素となり

悪いから今度転勤させられそう。
（あいつには絶対仕

ます。

返ししてやる）
」との発言やメールをしていたといっ

もっとも，実務上留意が必要な点は，供述内容の合

た事実を把握した場合は，申告者が虚偽の申告をして

理性・具体性については，申告者等に対する質問の仕

いる可能性があるため，その供述の信用性は慎重に判

方に左右される面があるということです。

断する必要が出てくる点には留意が必要です。

セクハラ事案では，申告者としては，できることな
ら話したくない，なるべく早く終わらせたいという意
識を持っている人も多く，質問者の質問に最低限の回
労務事情
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4

行為者に対する懲戒処分等の
量定に関する留意点

の謝罪・反省の有無，示談の成否（処罰感情の程度）
，
④セクハラ行為に対する当該企業の姿勢，⑤行為者の
過去の処分歴，使用者からの注意・指導歴の有無・程
度，⑥行為者の汲むべき事情の有無（被害者の落ち
度，セクハラ行為がなされた経緯）
，⑦過去の同種事

１．はじめに

案での処分との均衡，といった要素により判断されて

事業主は，行為者のセクハラ行為があったと認定し
た場合，その認定した事実に基づき，行為者に対して
懲戒処分等の措置を講じることが必要になります。

いるといえます。
このように複数の判断要素がある場合，各判断要素
の重要性や関係性が問題となりますが，あえて誤解を

しかし，本稿の冒頭で解説した海遊館事件におい

恐れず指摘するとすれば，行為者に対する懲戒処分等

て，一審，控訴審，最高裁で判断が分かれていること

の措置は，あくまでも行為者が行った懲戒処分事由等

からも明らかなとおり，行為者に対する懲戒処分等の

に該当する行為に対して科されるものであることか

量定は，実務上悩ましい問題であるといえます。

ら，法律家が，セクハラ行為者に対する懲戒処分等の

この点，いかなる言動がセクハラにあたるのかとい

量定を判断する場合，まずは，上記判断要素①に着目

うことを解説した文献・論文は多数ありますが，セク

しておおむねその量定の当たりをつけていることが多

ハラの行為者に対して懲戒処分等の量定をどのように

いと思われます。

判断するかという点について解説したものは少ないよ
うに思われます。

したがって，セクハラ行為者に対する懲戒処分等の
量定を行う場合，まずは，上記判断要素①により懲戒

そこで，本稿では，セクハラ行為者に対する懲戒処

処分等のおおよその量定について当たりをつけ，そこ

分等の量定を，どのように判断するのかという問題に

で想定した量定を前提として，その量定を加重または

ついて，人事労務担当者に一定の指針を示すべく解説

軽減する事情があるかという視点から，判断要素②か

したいと思います。

ら判断要素⑦を検討し，そのうえで最終的な行為者に

２．行為者に対する懲戒処分等の量定に関する判断要素

対する量定を決定するという流れが，考え方の整理と
しては有効ではないかと考えます。

行為者に対する懲戒処分等の量定について，機械

以下において，各判断要素について解説しますが，

的・画一的に妥当な結論を導くことが可能な基準があ

懲戒処分については，一般的に重い処分から，懲戒解

ればよいのですが，セクハラの経緯・背景，セクハラ

雇，諭旨退職，降格・降職，出勤停止，減給，譴責と

行為の内容・程度，悪質性等は，事案によりさまざま

している企業が多いことにかんがみ，以下において

であることから，事前に，一律的な（裁判で争われた

は，これを前提に解説します。なお，普通解雇は懲戒

場合でも有効となる）基準を設けることはほぼ不可能

処分ではありませんが，本稿においては，降格・降職

といえます。

よりは重く，退職金が減額されることが多い諭旨退職

もっとも，セクハラ事案において懲戒処分・解雇の
有効性が争われた事例を分析すると，行為者に対する
懲戒処分等の有効性については，①セクハラ行為の内
容・程度，悪質性（回数・期間，被害者の数，故意性，
地位利用の有無〔行為者と被害者の地位・関係性〕
等）
，②被害の程度（職場環境への影響等）
，③行為者

14

労務事情

2015.5.1 №1295

よりは軽いという位置づけとしています。

判例・事例から学ぶ 解 説

セクハラ事案への対応と行為者に対する懲戒処分等の量定

⑴ 判断要素①～セクハラ行為の内容・程度，悪質性
（回数・期間，被害者の数，故意性，地位利用の有
無〔行為者と被害者の地位・関係〕等）

という大まかに３つのケースが考えられますが，③よ
りは②，②よりは①の順で悪質性が増すといえます。
さらに，
「地位利用の有無〔行為者と被害者の地
位・関係〕
」については，特に管理職は本来職場にお

Point ①
行為者に対する懲戒処分等の量定において，最も基

いてセクハラを防止・排除すべき立場にあるといえる

質性（回数・期間，被害者の数，故意性，地位利用

多いといえ，そのような行為は地位，職務等を濫用・

本的な判断要素は，セクハラ行為の内容・程度，悪
の有無〔行為者と被害者の地位・関係〕等）である

こと，行為者と被害者との間の企業内での地位等に起
因する力関係を背景にセクハラ行為がなされることが
悪用したものといえることから，行為者の職場の地位

前述のとおり，行為者に対する懲戒処分等の量定の

が高いことや，地位の濫用が認められる場合は，悪質

判断においては，本判断要素が最も基本的なものであ

であると評価される要素となります。特に，人事上不

り，出発点であると解されます。

利益な措置を行うことを明示ないし黙示に示してセク

まず，
「セクハラ行為の内容・程度」については，
セクハラ行為が強姦罪，強制わいせつ罪等に該当する

ハラ行為を行っていたようなケースは悪質性が高いと
いえます。

ことが明白であるケースであれば，その行為の内容・

この点，セクハラ行為の態様はさまざまですが，強

程度のみからきわめて悪質であると判断できるケース

制わいせつ罪といった犯罪行為に該当しうることが明

が多いと思われます。

白であるケースと，それ以外の言動によるセクハラの

しかし，上記以外の言動によるセクハラのケースに

ケースとでは，懲戒処分等の量定を考える際の出発点

おいては，その行為内容はさまざまであることから，

が異なりうるため，以下においては，それぞれのケー

以下の「回数・期間」
「被害者の数」
「故意性」
「地位

スごとに解説します。

利用の有無〔行為者と被害者の地位・関係〕
」といっ
た要素をも考慮して，事案ごとに行為の悪質性を検討
する必要があります。
まず，
「回数・期間」については，セクハラ行為が

Point ②
強姦罪，強制わいせつ罪等に明白に該当しうるセク

ハラ行為が行われた場合は原則として重い処分を検
討

行われた回数が多く，期間が長期間にわたっているよ

強姦罪，強制わいせつ罪等に明白に該当しうる行為

うなケースは，そうでないケースより悪質であると評

が行われた場合，その行為自体がきわめて悪質である

価される要素となります。

ため，たとえ１回限りの行為であったとしても懲戒解

次に，
「被害者の数」については，おおよそ同じ行

雇，諭旨退職，普通解雇，降格・降職処分といった重

為であっても被害者の数が多いほうがより悪質である

い処分を想定すべきであると解されます。また，その

と評価される要素となります（１人に対して執拗にセ

ような行為が複数回行われていた，被害者が複数であ

クハラを繰り返すことが悪質ではないという趣旨では

る，故意性が明らかである，地位の濫用も明らかであ

ありません）
。

るといった場合であれば，原則的に懲戒解雇か諭旨退

また，
「故意性」については，①被害者が拒否した

職を想定することになると解されます。

にもかかわらずセクハラ行為に及んだというような故

もっとも，特に，強制わいせつ罪に該当しうる行為

意性が明白であるケース，②明白な故意性までは認め

は，実際には行為態様にかなり幅があると思われるこ

られないが嫌がっていることは知りえたであろうとい

と，強姦罪よりは若干悪質性が低くなるという面は否

うケース，③それすら認識できなかったというケース

めないことから，明白に強制わいせつ罪に該当すると
労務事情
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まではいえず，また故意性が認められないなど悪質性

しかし，言動によるセクハラのケースは，そのよう

の程度がそれほど高くないケースでは，上記処分の想

な行為が，一定期間，複数回にわたり繰り返されてい

定から懲戒解雇を外し，出勤停止処分の上限日数まで

るケース，被害者が複数であるケース，被害者が拒否

を想定するということも考えられると思います。

しているにもかかわらず繰り返すなど故意性が明白で

なお，強制わいせつ罪等に該当するような行為を

あるケース，人事上の不利益な措置を科すことを明示

行った行為者に対する処分の考え方については，以下

ないし黙示に示すなど地位・職務等の濫用が明白であ

の人事院の「懲戒処分の指針について」
（平成12年３

るケースも散見されます。

月31日職職― 68）の別紙「懲戒処分の指針」
（以下

したがって，上記のようなケースにおいては，その

「人 事 院 懲 戒 処 分 の 指 針」と い う）の 第２・１・

程度により諭旨退職，普通解雇，降格・降職処分と

（13）
・アも参考になります。

いった重い処分を想定することもあると解されます。

「暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし，

なお，懲戒解雇については，退職金も全額支給されず，

又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力

企業人にとっては死刑判決と同様の重い処分であるた

を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわ

め，きわめて悪質な事案であり，また判断要素②から

いせつな行為をした職員は，免職又は停職とする」

⑦においても情状酌量の余地が乏しいといえるような

（注）
「処分を行うに際しては，具体的な行為の態様，
悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする」
Point ③
犯罪行為とまではいえない程度のさまざまな言動に
よるセクハラ事案については，よりケースごとの判
断が必要

ケースに限られるように思われます。
なお，上記の点については，以下の人事院懲戒処分
の指針の第２・１・⒀・イおよびウも参考になります。
「相手の意に反することを認識の上で，わいせつな
言辞，性的な内容の電話，性的な内容の手紙・電子
メールの送付，身体的接触，つきまとい等の性的な言

犯罪行為とまではいえない程度の言動によるセクハ

動（以下「わいせつな言辞等の性的な言動」とい

ラの態様は，
（強制わいせつとまでいえない）身体接

う。
）を繰り返した職員は，停職又は減給とする。こ

触を伴うセクハラ，言動によるセクハラ，執拗なデー

の場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗

ト等の誘いなどさまざまな態様がありうるところであ

に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの

り，回数・期間，故意性，被害者の数等も事案により

重積による精神疾患に罹患したときは，当該職員は免

さまざまといえるため，行為者に対する懲戒処分等の

職又は停職とする」

量定を想定する場合，より個別の事情による判断にな
らざるを得ません。
もっとも，一般論としては，強制わいせつ罪等に該

「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職員は，減給又は戒告と
する」

当しうることが明白なケースに比して，それ以外の言

（注）
「処分を行うに際しては，
具体的な行為の態様，
悪

動によるセクハラのケースは，その悪質性の程度は低

質性等も情状として考慮の上判断するものとする」

いと解されます。
したがって，基本的には，正式な懲戒処分ではない
口頭での注意，書面での厳重注意，また正式な懲戒処

⑵ 判断要素②～被害の程度
（職場環境に与える影響等）
事例

分を行う場合でも譴責処分，減給処分，出勤停止処分

以下の事例において，Ｙの被害の程度を重視して，

といった軽めの処分を想定することが多いと思われま

Ｘを普通解雇したが，各事例において解雇の有効・無

す。

効の判断が変わることがあるでしょうか。
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判例・事例から学ぶ 解 説

セクハラ事案への対応と行為者に対する懲戒処分等の量定

①女性社員Ｙは，男性上司Ｘから，会社主催の懇親会
の席上で，
「Ｙは彼氏がいるんだよな。今日は帰っ
たら，彼氏といいことするのか」などと言われ，そ
の結果，Ｙはメンタルヘルスに不調を来し働けなく
なったとして退職した。
②女性社員Ｙは，日常的に男性上司Ｙから容姿や年齢
についてからかわれるなどし，さらにＹが仕事でミ
スした際には，Ｘから，
「おまえがこの会社にいれ
るのはおれのおかげなんだぞ」などと言われ，胸部
などを触られる，といったセクハラ行為を数カ月間
にわたり10数回受けた。その結果，Ｙはメンタルヘ
ルスに不調を来して働けなくなったとして退職した。

考え方
セクハラ事案のように，被害者が存する事案におい
ては，被害の程度も重要な判断要素となります。
したがって，被害者が重大な精神疾患に罹患する，
長期間出社できなくなる，退職を余儀なくされると
いった状況に追い込まれるなど，被害の程度が大きい
場合は，一般論としては行為者の処分を重くする方向
で評価する要素となりえます。
しかし，注意しなければならないのは，被害の程度
とセクハラ行為の内容・悪質性との均衡ということを
考慮せずに，被害の重大性のみを過大視して行為者に
対して重い処分を行った場合，かかる処分が無効とさ
れるリスクがあるということです。
すなわち，セクハラ行為により被害者に被害が生じ
るという関係がある以上，行為者の懲戒処分等の量定
を判断する際には，行為者が行ったセクハラ行為の内
容・程度，悪質性と，それによる被害者の被害の程度
との均衡という視点も必要になると解されます（その

害の重大性は同程度ですが，Ｘに対して，ともに解雇
等の重い処分を科した場合に，かかる処分が有効と判
断されるかという視点で考えた場合，事例②では，有
効とされる可能性がかなりありますが，事例①では無
効と判断されるリスクもかなり高いと思われます。
実務において，
結果的に，
被害者に重大な被害が生じ
た場合に，
その事実を重視して，
行為者に対して重い処
分を科そうとする傾向がみられますが，予防法務の観
点からすれば，
セクハラ行為の内容・程度，
悪質性と被
害の程度との均衡という視点も考慮したうえで行為者
に対する処分内容を判断する必要があるといえます。
⑶ 判断要素③～行為者の謝罪・反省の有無，示談の
成否（処罰感情の程度）
事例
以下の事例において，Ｘに対して処分を行う場合，
各事例の差異は，Ｘの処分内容に影響するでしょうか。
①男性社員Ｘが，職場において，女性社員Ｙについて，
「Ｙの異性関係が派手である」といった噂を流すな
どしたため，Ｙは出社しづらくなるとともに体調を
崩し，２週間欠勤せざるを得なくなった。Ｘはセク
ハラ行為を全面的に認め，Ｙに謝罪をするととも
に，示談金として相応の金員をＹに支払った。
②男性社員Ｘは上記事例①と同様の行為をしたが，Ｘ
は，事業主が実施した調査に対して不合理な弁解に
終始し，Ｙに対する謝罪も拒否したうえ，さらに，
Ｘの同僚等に対して「あんなことがセクハラなどと
言われたら仕事なんかやってられるか」などと発言
していた。

考え方

意味では，行為がきわめて悪質なケースにおいて，た

行為者がセクハラ行為を行ったと認定できるのであ

またま被害者の被害がそれほど重大とはならなかった

れば，行為者が反省の態度を示さない，被害者に対し

場合に，そのことを理由に行為者の処分を一律に軽減

て謝罪もしないといった事実は，悪情状といえますの

しなければならないということにもならないと解され

で，行為者に対する処分を重くする方向で評価する要

ます）
。

素になりえます。反対に，行為者が事実関係を認め，

たとえば，上記事例①，②において，Ｙに生じた被

被害者に謝罪している，示談が成立している（被害者
労務事情
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が許している）
，といった事情は，行為者に対する処
分を軽くする方向で評価する要素となりえます。

向で評価する事情となりえます。
しかし，上記のような対策をなんら取っていなかっ

したがって，上記事例①のケースでは示談まで成立

たようなケースでは，企業秩序の維持等を厳しく問う

していることから本来であれば譴責処分，減給処分と

正当性が乏しいということになり，行為者の処分を軽

するところであるが，今回に限り書面での厳重注意処

減する方向で評価せざるを得ない事情となる可能性が

分にとどめるが，事例②においては，反省の態度もな

あります。

いため，譴責処分や減給処分とするといったように処
分に差異を設けることも合理的と考えられます。
なお，セクハラ事案においては，行為者の言い分を
一概に不合理として排斥できないケースもあるため，

したがって，上記事例のＡ社とＢ社において，同じ
セクハラ事案が生じた場合に，Ａ社のほうが，Ｂ社に
比して，行為者に対してより重い処分が正当化される
可能性があることになります。

予防法務の観点からは，行為者が反省していないこと

以上より，予防法務の観点からは，特に，セクハラ

のみを重視して重い処分を科すことには慎重であるべ

の行為者に対して重い処分を科すことを検討する場合

きといえます。

には，自社のこれまでのセクハラ防止等の取組み・姿

⑷ 判断要素④～セクハラ行為に対する当該企業の姿勢

勢について，確認をしておく必要があるといえます。
⑸ 判断要素⑤～行為者の過去の処分歴，使用者から

事例
以下の事例において，各事例の差異は，Ａ社の行為
者とＢ社の行為者に対する処分内容に影響するでしょ
うか。

の注意・指導歴の有無・程度
事例
以下の事例において，Ｘに対して処分を行う場合，

①Ａ社では，昨年，あるセクハラ事案が発生したこと

各事例の差異は，Ｘの処分内容に影響するでしょうか。

をきっかけに，今後セクハラ行為を行った社員に対

①男性課長Ｘは，過去一度も処分を受けたことがな

しては厳正な処分を行う旨全社員に通達したうえ

く，勤務態度はまじめであったが，かねてからそり

で，セクハラに関する規程を整備し，セクハラ研修

が合わなかった部下の女性社員Ｙがミスをした際

を定期的に行うといったセクハラ防止・排除に対す

に，つい，
「まだ結婚しないのか。早くいい人見つ

る積極的な対応を取っていた。

けて結婚すればいいじゃないか。選り好みしすぎな

②Ｂ社では，これまでも社内でセクハラ問題が発生し

んじゃないか」といった発言をした。

たことがあったが，適正な調査は行われず，行為者

②男性課長Ｘは，過去にセクハラ行為をしたとして譴

に対する処分がなされないことがあるなど，セクハ

責処分を受け，その際に，
「二度とセクハラ行為は

ラ防止に関する対応をなんら取っていなかった。

致しません」などと記載された誓約書を提出してい
た。しかし，その後，年上の女性社員Ｙに対して上

考え方
懲戒処分は，企業秩序の維持等を目的としているこ
とから，セクハラに対して厳しい姿勢で臨むことを明

記①と同様の発言をした。

考え方

確にし，セクハラ研修等を実践している場合には，そ

刑事事件において，初犯の場合より，再犯のほうが

のような対策を取っていたにもかかわらずセクハラ行

刑が重くなるという話を聞いたことがある方も多いと

為を行ったということで，企業秩序の維持等を厳しく

思いますが，懲戒処分等についても，過去に処分歴

問う正当性があるといえ，行為者の処分を重くする方

（特に同種の処分歴）がある場合は，反省しておらず
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判例・事例から学ぶ 解 説

セクハラ事案への対応と行為者に対する懲戒処分等の量定

悪質であり，企業秩序等に与える影響が大きいといっ
た理由で，行為者に対する処分を重くする方向で評価
する要素となりえます。
また，過去に正式な懲戒処分を受けていなかったと
しても，事業主から注意・指導を受けたことがある場

（海遊館事件の上告審も同旨です）
。
⑹ 判断要素⑥～行為者の汲むべき事情の有無（被害
者の落ち度，セクハラ行為がなされた経緯）
事例

合も，いままで何らの注意・指導を受けていなかった

以下の事例において，Ｘに対して処分を行う場合，

場合に比して，行為者に対する処分を重くする方向で

各事例の差異は，Ｘの処分内容に影響するでしょうか。

評価する要素となりえます。
したがって，事例①のＸと，事例②のＸが行った行
為は同一ですが，過去に同種事案で処分歴のある事例
②のＸのほうをより重い処分とすることは可能といえ
ます。
この点，裁判例においては，過去に行為者に対して
セクハラについて注意・指導をしていなかったことを
重視して，行為者に対する懲戒処分等について否定的
に評価する傾向があるように思われます（海遊館事件
の控訴審もその例です）
。
確かに，事業主が，職場において行為者がセクハラ
行為を行っていることを把握しながら放置していたよ
うなケースであれば，事業主が行為者に対して注意・
指導を行っていなかったことを理由として，行為者の
処分を軽減する方向で評価することもありうると思い

①男性部長Ｘは，部下の女性社員Ｙがおとなしい性格
であることから，多少のことは我慢するであろうと
考え，忘年会の席上で，Ｙの太もも付近を撫でたり，
髪の毛を触るなどの行為を行った。
②男性部長Ｘは，日ごろから評価していた部下の女性
社員Ｙから，
「仕事のことで相談したいことがある
から飲みに行きませんか」と誘われたことから，就
業時間後に飲みに行った。はじめは仕事に関する相
談に乗っていたが，そのうちＹがＸにしなだれかか
るような格好になるなどしたため，ＸはＹが自分に
気があるのではないかと思い，酔っていたこともあ
り，Ｙの太もも付近を撫でたり，髪の毛を触るなど
の行為を行った。

考え方

ます。しかし，そもそも行為者がセクハラ行為を事業

セクハラ事案においては，行為者が被害者に対して

主が知り得ない態様で行っていた場合には，事業主が

セクハラ行為を行うに至った経緯はさまざまであり，

処分前に事前に行為者に対して注意・指導を行うこと

被害者にも落ち度があるといわれても仕方がないよう

は不可能ともいえます。

なケースや，被害者の反抗的・挑発的な態度に触発さ

また，管理職であれば，そもそも自らが職場におけ
るセクハラを防止・排除すべき立場にあるといえます

れてしまったケース等，行為者に情状酌量の余地があ
るケースもあります。

し，また事業主としてセクハラ防止を目的として研修

このようなケースにおいて，程度にもよりますが，

を実施するなどの措置を講じている場合もあります。

被害者の落ち度等を過大に評価して，行為者に対して

したがって，一般論としては，行為者に対して注

大幅な処分の軽減を行うことは企業秩序維持の観点か

意・指導を行っていなかったという事実は，行為者の

ら望ましいものではありませんが，行為者の処分を若

処分を軽減する方向で評価する要素となりえますが，

干軽減するという程度の微調整は許容されるケースも

あくまでも個別の事案ごとに判断すべきであり，いか

ありうると解されます。

なるケースであっても行為者に対して注意・指導がな

したがって，上記事例②のケースにおいて，行為内

されてないことを理由に行為者の処分を軽減しなけれ

容からすれば，譴責処分か減給処分が相当であると想

ばならないと解すことは妥当でないように思われます

定される場合であっても，Ｙの言動に触発された面も
労務事情

2015.5.1 №1295

19

あるとして（他の要素との関係も考慮する必要もあり
ますが）
，Ｘに対する処分を減給処分ではなく，厳重
注意処分や譴責処分にとどめるということも，実務上
は考えうる対応であると思われます。
⑺ 判断要素⑦～過去の同種事案での処分との均衡
事例

ごとの判断要素の検討
⑴ はじめに
上記において，行為者に対する懲戒処分等の量定に
関する各判断要素の解説をしましたが，裁判例の事案

以下の事例において，Ｘに対して処分を行う場合，
各事例の差異は，Ｘに対する処分の有効性に影響する
でしょうか。

を基に，行為者に対する懲戒処分等の量定を判断する
際のポイントを解説します。
⑵ 裁判例を素材とした懲戒処分等の量定の検討

①Ａ社の男性のＸ次長は，派遣の女性社員Ｙに対し
て，強制わいせつに該当しうる行為を行い，諭旨退
職となった。Ａ社においては，過去，Ｘよりも若干
悪質な行為を行ったＢを懲戒解雇としていた。
②Ｂ社の男性のＸ次長は，派遣の女性社員Ｙに対し
て，強制わいせつに該当しうる行為を行い，諭旨退

Ａ．富士通エフサス事件（東京地裁平22.12.27判決，判
例タイムズ1360号137頁）
～強制わいせつに該当するセクハラ行為を理由とする懲
戒解雇が有効とされた事例～

事案

職となった。Ａ社においては，過去，Ｘよりも若干

Ｘは，Ｙ社のシステムサポート部の担当部長であ

悪質な行為を行ったＢを出勤停止10日の懲戒処分

り，被害者であるＡ，Ｂは，Ｙ社から業務委託を受け

としていた。

ていた甲社に，派遣会社である乙社から派遣された派
遣社員であった。Ｙ社が甲社に業務委託している業務

考え方
この判断要素は，裁判例というよりは，実務におい
て留意すべき判断要素といえますが，懲戒処分の有効
性を判断する際の考え方として，同一内容の懲戒事由
に対して下される懲戒処分は同一種類で同程度のもの
でなければならないとする「平等取扱いの原則」とい
う考え方があります。
そこで，セクハラ事案においては，過去にセクハラ
を理由として懲戒処分を行ったことがある場合には，
その過去の事案との比較で，事案の差異などで説明が
つかないほど重い処分を科した場合には，当該処分が
同種事案と比較して重すぎるとして無効とされる可能
性があります。
したがって，上記事例②においては，諭旨退職は過
去の同種事案と比較して処分が重すぎるとして無効と
判断される可能性があります。
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に関する勉強会が開催され，その勉強会，懇親会に泊
まりの出張でＡ，Ｂも参加していた。懇親会の二次会
でＢが酩酊して嘔吐したことが発端となり，Ｘがタク
シーでＡらを同人らの宿泊先のホテルに送り，Ｂを客
室内のベッドに寝かせるなどした。その後，Ｘは，未
明から早朝にかけて，Ａから帰宅するよう何度も促さ
れたにもかかわらず，これを無視して客室内に居座っ
て，Ａらが横になっているベッドの上に自らも横にな
り，嫌がるＡに対し，頭を撫で，ほほや唇にキスをし
て口の中に２，
３回舌を入れるなどし，服の中に手を
入れて腹や太ももを直接撫で，パンティの中にまで手
を入れようとするなどの行為を繰り返し，さらに，嫌
がるＢに対しても，服の中に手を入れて直接乳首を触
り，これを避けようとした腕をつかんで舐め，指で唇
を触り，口の中に指を入れるなどしたため，Ｙ社はＸ
を懲戒解雇した。

判例・事例から学ぶ 解 説

セクハラ事案への対応と行為者に対する懲戒処分等の量定

 裁判所の判断

Ｘは不合理な弁解に終始していること（判断要素③）
，

裁判所は，
「本件わいせつ行為は，未明から早朝に

被害女性らに，行為者の処分を軽減するほどの落ち度

かけて，若い女性２人の宿泊するホテルの客室に，女

は見当たらないこと（判断要素⑥）などからすれば，

性らの派遣先会社の取引先の担当部長である男性が，

Ｘの処分を軽減すべき特段の事情は認められないと解

何度も帰宅するよう促されているにもかかわらずこれ

されます。

を無視して居座り続けるという特殊な状況下で行われ
たものであり，業務上の力関係を背景にしていること

したがって，Ｘに対して懲戒解雇を選択したことは
合理性が認められると解されます。

は明らかであるといえ，悪質である。また，その行為
態様も，嫌がる女性らに対して，執拗に，キスをして
口の中に舌を入れたり，服の中に手を入れて直接乳首

Ｂ．Ｙ 社（セ ク ハ ラ・懲 戒 解 雇）事 件（東 京 地 裁 平
21.4.24判決，労働判例987号48頁）

を弄んだり太ももなどを撫でたり，パンティの中にま

～支店長兼取締役の日常的なわいせつ的言動，酒席での

で手を入れようとするなどのわいせつ行為を繰り返す

身体接触等のセクハラ行為を理由とする懲戒解雇が無効

というものであって，強制わいせつ罪にも当たり得る

とされた事例～

ほどに重大なものである。本件わいせつ行為が被害者

事案

女性らに与えた精神的衝撃も大きい」と判示し，懲戒
解雇を有効と判断しました。
 考え方
まず，判断要素①について，Ｘの行為は強制わいせ
つ罪に該当しうる行為であることが明白であり，行為
自体がきわめて悪質であること，そのようなきわめて
悪質なわいせつ行為の被害者が２人であること，嫌が
るＡらに対して執拗なわいせつ行為を行っており故意
性が明白であること，Ｘは担当部長でありＡから何度
も帰宅を促されたにもかかわらず居座り続けたことな
どからすれば，その地位の濫用も明らかであることを
総合考慮すれば，Ｘの行為はきわめて悪質といわざる
を得ず，Ｘに処分を軽減する特段の事情がない限り
は，懲戒解雇を基本とすることもやむを得ない事案で
あると解されます。
また，他の判断要素について，Ｘには処分歴や注
意・指導歴があったことはうかがわれないものの（判
断要素⑤）
，セクハラ行為の悪質性にかんがみれば，

Ｙ社の東京支店支店長兼取締役であったＸは，セク
ハラを防止すべき立場にあり，また，倫理綱領制定の
趣旨，重要性をよく理解し，過去のセクハラの懲戒処
分事案についても認識していたが，日常的に，酒席に
おいて，女性従業員の手を握ったり，肩を抱くといっ
た身体接触を行い，それ以外の場面でも，特に，女性
の胸の大きさを話題にするなどの性的発言も繰り返し
ていた。
また，Ｘは東京支店傘下全従業員を対象とした慰安
旅行の宴会（以下，本件宴会）において，複数の女性
従業員に対して，Ｘの側に座らせて，膝の上に座るよ
う申し向けて酌をさせるなどの品位を欠いた言動を行
い，さらには，
「犯すぞ」といった発言もしたため，
Ｙ社はＸを懲戒解雇した。
なお，Ｘはこれまでセクハラ行為について注意・指
導を受けたことがなく，反省の色を示していた。

裁判所の判断

この事情がＸの処分軽減に値するほどの事情とは解さ

裁判所は，
「本件宴会においては，複数の女性従業

れません。また，Ｘのわいせつ行為の内容を踏まえれ

員に対して，Ｘの側に座らせて，品位に欠いた言動を

ば，被害者の精神的衝撃も相当なものであったと考え

行い，とりわけ，新人のＣに対して，膝の上に座るよ

られ，実際にＢは本件後精神的に不安定になり派遣先

う申し向けて酌をさせたり，更には，Ｋに対しての

の甲社で勤務できなくなっていること（判断要素②）
，

『本件犯すぞ発言』等は，悪質と言われてもやむを得
労務事情
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ない」
「Ｘの日常的な言動も，酒席において，女性従

考え方

業員の手を握ったり，肩を抱いたり，それ以外の場面

まず，判断要素①について，Ｘの行為は，被害者へ

でも，特に，女性の胸の大きさを話題にするなどセク

の身体接触が含まれますが，強制わいせつに該当する

ハラ発言も繰り返していた」
「被害者側にも，Ｘに誤

ような行為とはいえないことから，懲戒解雇や諭旨退

解を与える行為をしたといった落ち度もない上，Ｘ

職を基本として考える事案ではありませんが，Ｘは，

は，東京支店支店長として，セクハラを防止すべき立

酒席において日常的に身体接触を伴うセクハラ行為や

場であるにもかかわらず，これらを行った」
「Ｘは，

言動によるセクハラを繰り返していること，被害者の

…（略）…，倫理綱領制定の趣旨，重要性をよく理解

数が複数であること，支店長という地位を濫用してい

し，他の過去のセクハラの懲戒処分事案についても認

ると認められることからすれば，悪質といえる事案と

識していた」などと認定し，情状は芳しからざるもの

いえます。しかし，Ｘに明確な故意性までは認められ

としながらも，
「日頃のＸの言動は，…（略）…，宴

ないことなどからすれば，懲戒解雇を選択することに

席等で女性従業員の手を握ったり，肩を抱くという程

は躊躇を覚えるため，普通解雇，降格・降職処分を想

度のものに止まっているものであり，本件宴会での一

定することになると解されます。

連の行為も，いわゆる強制わいせつ的なものとは，一

次に，他の判断要素について，Ｙ社は倫理綱領を定

線を画すものというべきものである」
「本件宴会にお

めるなどしてコンプライアンスを重視していたこと

けるセクハラは，気のゆるみがちな宴会で，一定量の

（判断要素④）
，被害者に特段の落ち度はないこと（判

飲酒の上，歓談の流れの中で，調子に乗ってされた言

断要素⑥）など，重い処分とする方向で評価する事実

動としてとらえることもできる面もある」
「前記セク

もありますが，被害の程度が重大とまでは考えられな

ハラ行為の中で，最も強烈で悪質性が高いと解される

いこと（判断要素②）
，反省の情を示していること

『本件犯すぞ発言』も，女性を傷つける，たちの良く

（判断要素③）
，ＸはこれまでＹ社に貢献しており，過

ない発言であることは明白であるが，…（略）…，Ｋ

去に処分歴や注意・指導歴がないこと（判断要素⑤）

が，好みの男性のタイプを言わないことに対する苛立

からすれば，やはりＸに対する処分を懲戒解雇に引き

ちからされたもので，周囲には多くの従業員もおり，

上げる特段の事情は認められないと解されます。

真実，女性を乱暴する意思がある前提で発言されたも

したがって，本件は，退職金が支給される普通解雇，

のではない」などと認定し，そのうえで，
「Ｘの前記

降格・降職処分を選択することが合理的な事案だった

各言動は，女性を侮辱する違法なセクハラであり，懲

と解されます。

戒の対処（原文ママ）となる行為ということは明らか
であるし，その態様やＸの地位等にかんがみると相当
に悪質性があるとはいいうる上，コンプライアンスを

Ｃ．Ａ製薬（セクハラ解雇）事件（東京地裁平12.8.29判
決，判例時報1744号137頁）

重視して，倫理綱領を定めるなどしているＹ社が，こ

～複数の女性社員に対するセクハラ行為を理由とする普

れに厳しく対応しようとする姿勢も十分理解できるも

通解雇が有効とされた事例～

のではあるが，これまでＸに対して何らの指導や処分

事案

をせず，労働者にとって極刑である懲戒解雇を直ちに
選択するというのは，やはり重きに失するものと言わ
ざるを得ない」と判示し，懲戒解雇を無効と判断しま
した。
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Ｙ社において，30人の部下（うち15人が女性）を
有するデータマネジメント室長の地位にあったＸが，
部下の女性社員に対し，常日ごろから「デートしよ
う」
「食事に行こう」と誘うなどし，また６人の女性
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判例・事例から学ぶ 解 説

セクハラ事案への対応と行為者に対する懲戒処分等の量定

社員に対して，さまざまなセクハラ行為を行ったとし
て，Ｙ社から普通解雇された事案である。

裁判所の判断

には合理性が認められ，Ｙ社が懲戒権あるいは解雇権
を濫用したとまではいえないというべきである」とし
て普通解雇を有効と判断しました。
考え方

裁判所は，
「Ｘの，Ｂに対する『今すぐにでも貴方

まず，判断要素①については，Ｘの行為は強制わい

を抱きたい。…好きだから。
』との電子メール，Ｃの

せつ罪等に該当しうる行為ではないため，原則的に懲

身体をなぞるようなしぐさをしながらの『グラマー』

戒解雇等の重い処分を科すべき事案とはいえません。

という発言及びＥに対する『昨日は（恋人に）会って

しかし，Ｘは６人という多数の女性社員に対して２人

いただろう。燃えたのか？』
『２人で宿をとろうよ。
』

きりでの食事の勧誘等を繰り返していること，２人き

という各発言は，いずれも直接的で露骨な性的言動で

りでの食事や出張の誘いなど上司としての地位の濫用

あることが明らかである」
「Ｘが，平成８年４月から

の程度も強いこと，被害者が嫌がっていることは十分

同年10月末までの間に食事に誘った具体的回数は証

認識可能であったにもかかわらず食事への誘い等を繰

拠上必ずしも明確ではなく，Ａに対し１回，Ｂ，Ｃ，

り返していることなどからすれば，言動によるセクハ

Ｄ及びＥに対し各『数回』の域を超えるものであると

ラ事案のなかでもきわめて悪質な事案といえるため，

は認められないが，女性社員らはいずれも対応に苦慮

普通解雇，降格・降職処分といった重い処分を想定す

し，苦痛を感じていたものであり，Ｘもまた，Ｂの１

ることも合理的であると解されます。

回を除き女性社員らにことごとく断られているのであ

次に，他の判断要素については，確かに，Ｘの能力

るから，少なくとも歓迎されていないことは認識でき

自体は高く評価されており，これまでＸに処分歴がな

なければなら」ない，
「Ｘの言動中，Ｃに対する，面

いこと（判断要素⑤）は，Ｘの処分を軽減する方向で

接実施時の『僕は６年半越しでアプローチしているの

斟酌する事情となりえます。しかし，データマネジメ

に君は全然相手にしてくれないね。
』等の発言，…

ント室の女性社員はＸと２人きりにならないよう注意

（略）…は，いずれも上司として部下に接する機会に，

しようという会話が交わされていたほどであり職場環

あるいは上司としての地位を利用して行ったと評価で

境へ与える影響も相当程度大きかったと考えられるこ

きる」
「Ｙ社が，本件解雇以前から，セクハラを含む

と（判断要素②）
，Ｘが告発者捜し的な行動を取るな

嫌がらせのない職場の提供，従業員が意欲をもって業

ど反省の程度を示していないこと（判断要素③）
，Ｙ

務に取り組める職場環境の維持改善に努めようとし，

社が管理職を，セクハラ防止を義務づける第一次的責

部下を預かる管理職者を実践の第一義的責任者と位置

任者として位置づけていたこと（判断要素④）などＸ

付けていたこと，Ｘ自身，セクハラ行為の問題性を十

の処分を重くする方向で評価すべき事情も存在するこ

分認識し，セクハラ行為のあった部下に対し退職勧奨

とからすれば，Ｘに対する処分を軽減する特段の事情

を行っていた」などと認定したうえで，
「被害を受け

は存しないと解されます。

た者の多さ，Ｘの地位，セクハラに対するＹ社の従前
からの取組みと，その中でＸが置かれていた立場，Ｘ

したがって，Ｘに対して普通解雇を選択したことは
合理性が認められると解されます。

自身セクハラ行為をした部下に対する退職勧奨を行っ

もっとも，上記裁判例において「Ｘの従業員として

た経験を有し，自己の言動の問題性を十分認識し得る

の能力をＹ社が相当に評価していたこと，Ｘに懲戒処

立場にあったこと，Ｙ社の調査に対し真摯な反省の態

分歴がないことについてはＹ社も争っておらず，Ｘを

度を示さず，かえって告発者捜し的な行動をとったこ

30人の部下を有する管理職者の地位に就けたことか

となども考慮すると，Ｙ社が通常解雇を選択したこと

らも，Ｘの能力に対する被告の高い評価を看取するこ
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とができる。これらの事実からすると，より軽微な処

トに関して十分な認識を有するべき立場にあったこと

分を経ることなく解雇することは，いささか酷である

が認められ，Ｙの上記言動による信用失墜の程度は，

との感を持たないではない」と判示されていることか

決して軽微とはいえない」としながらも，
「Ｙの言動

らもわかるように，本件は退職金が支給されない懲戒

の内容は，…（略）…その程度評価等については，…

解雇であれば無効とされていた可能性が高く，限界事

（略）…相手方に対し不快感を与える言動であったと

例であったと考えられます。

はいうものの，その程度は必ずしも高いものとはいえ
ない」
「Ｙに対し，これまで何らの注意処分を経るこ

Ｄ．Ｘ市事件（大阪地裁平18.4.26判決）

となく，いきなり，減給10分の１を１か月という懲戒

～Ｘ市保健センターの所長代理の複数の女性に対するわ

処分を加えることは，…（略）…，Ｙに反省の態度が

いせつ的言辞によるセクハラを理由とした減給処分が無

見られないことを考えても，重すぎる処分というべ

効をされた事例～

き」などとして，減給処分を無効と判断しました。

事案

考え方

Ｘ市の保健衛生部保健所東保健センターの所長代理
であったＹは，職場の複数の女性職員に対して数々の
性的言動を行った。主なものでも，①自宅の場所や夫
との関係などを細かく尋ねたり，
「太ってもなく，や
せてもなく，ちょうどいいな」と女性の体型について
述べ，
「とっちゃん」と呼ぶ，②ダイエットをしてい
るという話を聞いた女性職員に対して「まだやせてな
いな」
「やせたん違う」などと身体的特徴を指摘する，
③「毎日同じ服を着ている」
「昨日よりハンカチの色
が濃いのは洗濯してないからか」などと服装等につい
て指摘する，④毛深いので顔を剃ってくれる散髪屋に
行っているといった女性職員に，
「え，毛深いの，ど
この毛が毛深いの？顔だけ？」
「下の方もかいな」と
発言するといった性的言動を行ったため，Ｘ市はＹを
減給処分（減給10分の１を１カ月）とした。

裁判所の判断
裁判所は，
「①Ｙは，センターの所長代理という管

まず，判断要素①については，Ｙの性的発言はその
１つひとつをみれば，軽口の域を若干超えた程度との
評価もありうるところですが，被害者が複数であるこ
と，性的発言を繰り返していること，Ｙが所長代理と
いう地位にあったことから性的言動を繰り返すという
行動を取れたと考えられ，地位を濫用したともいえる
こと，自身の言動により女性職員が不快な思いをする
ことは認識しえたと考えられることからすれば，相当
程度悪質な事案と解すことも可能であり，出勤停止処
分（１，２日程度）
，減給処分，譴責処分を想定する
ことも合理的であると解されます。
次に，他の判断要素については，Ｙがこれまで何ら
の注意処分を受けたことがない（判断要素⑤）とい
う，Ｙの処分を軽減する方向で斟酌する事情もありま
すが，Ｙが所長代理という，本来であればセクハラ等
を排除・防止すべき地位にあったことからすれば，こ
の点を過大評価するのは妥当ではありません。他方
で，被害者の数が多いことからすれば職場環境への悪

理職員であり，所長に次ぐ地位にあって，セクシュア

影響も相当程度あったと思われること（判断要素②）
，

ル・ハラスメントの防止・排除に努めなければならな

Ｙに反省の態度がみられないこと（判断要素③）
，Ｘ

い立場にありながら，自らセクシュアル・ハラスメン

市では，種々のセクハラに対する取組みが行われてい

トに当たる行為を行っていたこと，②その被害者の数

たこと（判断要素④）
，被害者に特段の落ち度が見受

は多数に及んでいること，③Ｘ市においては，…

けられないこと（判断要素⑥）など，Ｙの処分を重く

（略）…種々のセクシュアル・ハラスメントに対する

する方向で斟酌する事情もあることからすれば，上記

取組が行われており，Ｙもセクシュアル・ハラスメン

で想定したＹの処分を軽減すべき特段の事情は見当た
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判例・事例から学ぶ 解 説

セクハラ事案への対応と行為者に対する懲戒処分等の量定

らないと解されます。
したがって，Ｘ市が減給処分を選択したことは十分
合理的であったと解されます。
本件については，裁判所は減給処分を無効と判断し

譴責処分がＹ社における懲戒処分の中でも最も軽度な
ものであることに照らせば，Ｘに対し本件譴責処分を
科したことが，社会的相当性を欠き，懲戒権の濫用に
当たるとまでは解することができない」と判示し，譴

ましたが，判断者が替われば減給処分が有効とされた

責処分を有効と判断しました。

可能性はあると思われますし，また，懲戒処分として

考え方

最も軽い処分であれば，本裁判例においても有効とさ
れた可能性は十分にあったと思われます。

まず，判断要素①については，ＸのＡ女性社員に対
する「腹ぼて」
「胸が大きくなった」という発言は，
１回限りのものだったようであり，また，故意による

Ｅ．東芝ファイナンス事件（東京地裁平23.1.18判決，労
働判例1023号91頁）
～「腹ぼて」といったセクハラ発言につき，譴責処分が
有効とされた事例～

事案
Ｙ社のリース資産グループの主任であるＸは，平成
20年４月に，Ｙ社の100％子会社である甲社の第２業
務部債権管理グループに配置換えとなった。Ｘは同グ
ループに所属する女性従業員から，女性従業員に対し
ては厳しい対応をする人であるとか，高圧的な印象が
あると評価されていた。平成20年７月28日の始業時
間ころ，同グループに所属するＡ女性社員が隣席の女
性従業員と，妊娠中のＡ女性社員の体調などについて
雑談していたところ，Ｘは，突然その会話に割り込み，
Ａ女性社員に対して「腹ぼて」
「胸が大きくなった」
などという発言をした。Ｙ社の調査に対して，Ｘはそ
のような発言をした記憶はないと主張していたが，Ｙ
社はＸを譴責処分とした。

裁判所の認定事実および判断
ＸのＡ女性社員に対する上記発言が懲戒事由に該当
することを認定したうえで，
「本件発言は，Ｘの故意
による性的嫌がらせ行為であるとまでは認定できない
ところ，過失行為が故意行為に比して，その違法性
（社内規律の逸脱）の程度が軽微であることは言うま
でもないから，本件譴責処分については，過失行為に
対し懲戒処分を科したことの社会的相当性も問題とな
り得るが，…（略）…本件発言に至る諸経緯等並びに
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性的嫌がらせ行為とまでは認定できませんが，Ｘが主

うことで，書面での厳重注意処分にとどめるという対

任という地位にあり本来であればセクハラを防止すべ

応も，実務上はありうる対応であると思われます。

き立場であったこと，上記発言がなされれば女性が不
快な思いをすることは容易に想像できること，不用意
に職場環境を悪化させる性的言動であることは明らか
であることからすれば，書面での厳重注意処分，譴責
処分といった処分が想定されると思われます。

第

5

まとめ

セクハラ事案の対応については，セクハラか否かの
評価といった，本稿では解説していない問題もあり，

次に，
他の判断要素については，
上記にて想定される

調査の開始から行為者に対する懲戒処分等の量定，再

処分に影響を及ぼす特段の事情は見当たらないこと，

発防止措置といった点に至るまで，人事労務担当者の

判決でも指摘されているように，譴責処分が懲戒処分

頭を悩ませていると思われます。

のなかで最も軽いことを考慮すれば，Ｙ社が譴責処分

したがいまして，セクハラ事案の対応につきまして

を選択したことは合理性が認められると解されます。

は，トラブル防止，行為者に対する処分が無効とされ

もっとも，Ｘは職場において女性従業員にパワハラ

るリスクの低減といった観点からしますと，本稿で解

的言動を行っていたにもかかわらず，注意・指導を受

説した内容を参考にしていただくとともに，早期に弁

けていないことがうかがえることからすれば，正式な

護士と情報を共有しながら対応していくことが有用で

懲戒処分としての譴責処分ではなく，今回に限りとい

あると思います。
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