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第４回 ワンコイン講座 

 

パワーハラスメントとは何か？ 
パワハラが提起するもの 

 

金子 雅臣（職場のハラスメント研究所所長） 

 

「それはセクハラだよ」 

個人的にアメリカに行った時にサンフランシスコで、東京なら労政事務所のような、Ｅ

ＯＣという女性問題を専門に扱う機関を訪れていろいろな話をしました。 

相談活動をしていて気になっていたことがありました。１つは、簡単に言うと上司に反

抗的、勤務態度も悪い、扱いにくいというような「困った女性」を何とか解雇したいとい

う相談を受けていました。男社会だから男の上司に逆らう女性は扱いにくいです。だけど

それで解雇するのはいかがなものかと。男なら首にならないよなと考えていました。 

 もう１つは、今ならセクハラそのものですが、別の解雇理由が言い渡されています。本

人の話を聞くと実は上司に誘われた、社員旅行に行った時に夜酔って抱きつかれたのでひ

っぱたいたらその後何となく上司とうまくいかなくなったら反抗的と言われ、それが尾を

引いて別の理由で解雇に至っています。セクハラ被害の理由が解雇理由になってこない。 

 それでＥＯＣを訪れた時に、日本ではこういう男女差別のひどい相談が結構あるという

話をしました。そうしたら相手の男性たちからそれはセクハラだよと言われました。えっ

何それと答えたら、ものすごく親切で、厚い資料を見せてくれて法律ではこのように決ま

っていているというような話を聞かせてもらいました。資料はもらってきました。 

相談内容の分類項目に「性的嫌がらせ」 

東京に戻り、何とかしなければいけないなと思って労政事務所の相談担当者会議で、実

はアメリカに行ったらこんな話を聞いたと報告し、気になる相談、結果はともかく原因が

性的なトラブルの事例があったら次の会議に報告して欲しいと提案しました。そうしたら

女性の相談員が反応し、自分の事務所にもありますと何件か報告してきました。 

これはひょっとするとと考え、集計のための相談内容の分類に「性的嫌がらせ」（セクシ

ャルハラスメント）の項目を作りました。そしたら読売新聞の女性記者が着目してこれは

何ですかと質問してきました。東京都がそういうプレス発表したために、当時は全国から

電話がかかってきました。 

他の団体の人たちもアメリカから仕入れてきた資料を紹介してたりして、１９８９年に

いきなり話題になりました。 
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それと男女雇用機会均等法が成立する流れがあったりと、確かにいろんな要素があって

問題になっていきました。均等法が成立する時に、無茶苦茶な性差別も規制されるのでは

ないかという女性たちの誤解もありましたが訴えも出てきました。 

セクハラ問題については私が日本で初めて言い出したということではありません。行政

では一番初めです。というより言葉自体もありませんでした。 

原因に遡ったことを考えないと対応できない 

パワハラ問題については問題意識を強く持っていたわけではないです。「パワハラ」とい

う表現も思いつきませんでしたが、職場のいじめ問題は労働相談をしながら気になってい

るテーマではありました。 

セクハラもそうですが、行政はどうしても結果で集計するということがずっと気になっ

ていました。つまり女性が解雇になると解雇で集計します。何が理由で解雇になったのか

が出てきません。しかし大事なのは原因です。 

何が原因で解雇になったかがわからなければ、解雇予告手当が必要とか、正当な理由が

あるかとか、少なくともちゃんと手続きをとっているかどうかなどの手続きが中心になり

ます。残業代を払ってもらえませんでしたという相談を受けて経営者にそれは給料の一部

だから賃金不払いですよと対応しますが、あいつは働かないから払えない、働きが悪いな

ど理由をいろいろ言われます。法律で決まっているから払えというだけでは経営者も納得

しません。 

そうではなく原因に遡って問題にして捉えないと対応できません。労働問題は、何でと

いう原因まで遡らないと職場で何が起きているのかがわかりません。 

何が原因でもめて、何が気に入らないから解雇なのか、なるべく原因に遡る取り組みが

できないかということを労働相談をしながらずっと考えてきました。 

職場のいじめが問題になり始めた時に、「都政新聞」に頼まれたので事例を集めて書いて

みました。そうするといろんな流れとマッチングしたということがあります。 

私はパワハラについては問題提起者という気持ちは持っていませんが、今は非常に関心

があります。これはなんとかしなければいけないなという気持ちは強くなっています。 

社員の改善希望は圧倒的に人間関係 

今、なぜパワハラが問題になっているのか。 

１つは人権意識が高まってきたということです。職場で嫌なことをみんなガマンできな

くなって訴えるようになったというのがあります。もう１つは、めちゃくちゃでとんでも

ないことが起きる、人間扱いされない職場環境の劣悪化が起きてきているのでやむを得ず

声をあげているということがあります。 

法律が先行しているわけでもないけど、訴えざるを得なくなって悲鳴が出てきている流

れだと考えた方がいいのかなと思います。 
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パワハラという言葉が出てきたことによって、今まで職場で鬱積していた悔しさを訴え

てくる人がいます。 

私は今、大企業を含めていろいろなところで講演や半ば労務指導のようなこともしてい

ます。 

研修の時、従業員に「あなたの会社は何がよければ働きやすいと思いますか」というよ

うな優しい言葉で匿名でアンケートをとります。会社も知りたいですよねと言うと是非や

って下さいと言います。 

なアンケートには「上司がもうちょっといい人だったら」とか「同僚との人間関係がう

まくいったら」「社長がいい人だったら」と書いてきます。今は圧倒的に人間関係です。賃

銀とか休暇、退職金などはあまり出てきません。結構労働条件が悪いと思われている会社

でも出てこないということは、それ以上に人間関係がひどいことになってきていると見て

いいのだと思います。  

会社はとんでもない結果が出てきてびっくりします。 

アンケートの聞き方だと思います。労働組合だとマイナスで質問するのできつい話にな

ります。 

死ぬところまでに至ってようやく問題に 

切れる、逆切れ、上から目線とかいう言葉が当たり前に使われます。今までは使われて

いません。切れるとはコミュニケーションを断ち切るわけです。逆切れに至っては、自分

が悪いことがわかっているけども途中から相手に食って掛かる現象です。いい悪いは別と

して。上から目線も、上の人が上から目線と言われても困るような話です。言われている

ことはともかくその言い方が気に入らないということです。みな社会的にイライラしてい

る状況が背景にあると思います。 

また、相撲界の可愛がりや柔道の体罰とかは教育指導、おまえのため、鍛えるためとか

言っても今はやり過ぎだと問題になる社会的流れができてきています。 

労働問題でいうと、この１０年でいじめが原因で「うつ自殺」などで裁判が起こされた

り、労災申請が行われたりしています。 

過労死に次いで労災認定基準の見直しがおこなわれました。職場で何が起きているのか

ということを労災として議論せざるを得なかったという背景がありました。「認定基準」の

中では、それまでは明らかに職場で人格・人権を問題にすることについて踏み込むかどう

か難しい問題もあったのですが、ある意味では一歩踏み込まざるを得なかったということ

です。しかも労働災害が適用されています。 

これは見方によっては異常な実態です。死ぬところまでに至ってようやく問題になりま

した。このような労働現場での流れもあります。 

相手を侮辱するのは教育指導といえるのか 
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今、うつ病罹患とか自殺とかに至らなくても、上司の態度、指導が問題だと裁判に訴え

るケースが増えてきています。 

判例です。保険会社の２０人位の営業所での事件です。トップが所長で次が課長、その

次が課長代理、以下職員です。営業活動のトップの課長代理が所長と課長を訴えました。（Ｍ

保険会社事件 Ｈ１７．４．２０東京高裁判決） 

課長代理の営業成績があまりよくない。日頃所長と課長は営業でトップを走ってもらい

たいという思いがあり、注意していたが効果がありませんし、あまり気にもしていません。 

販売促進月間なので所員は気合を入れてやっているのによくない。そこで後半になって

所長と課長が相談し、課長の提案で全員に見えるようにすると見せしめにもなるというこ

とでメールで注意することにします。課長は「課長代理、いい加減にしてください。例に

よってこの段階に来ても成績は低迷してますよ」「このままいったら課長代理としての職責

が泣きますよ」というようなことを書きました。 

所長はそんななまっちょろいことではあいつは応えないぞということで文書を書き換え

て「意欲がないなら会社を辞めるべきだと思います。……」「これ以上会社に迷惑をかける

な」と赤文字でポイントを上げて送りました。 

 これに逆切れした課長代理が所長と課長を訴えました。理由の１つは、何でおれにこん

なに恥をかかせる必要があるのか、もう１つは、何でメールを使ってしなければならない

のかということです。さらに自分の名誉を毀損しているということです。 

これに対する一審判決です。確かに言い方がきついかもしれないけど、営業成績が悪い

んだし言われてもしようがないだろうというものです。人格を傷つけるなどと大げさに騒

ぐほどじゃないということでした。今まで通りということです。 

しかし二審になるとひっくりかえります。 

「退職勧告とも会社に不必要な人間ともとれる表現、人の気持ちをいたずらに逆なでする

屈辱的言辞など、名誉感情を毀損するものであることは明らかであり不法行為を構成する。」

です。 

 理由の１つは、辞めろと言ったら教育とか指導と言えるのかということです。２つ目は、

人の気持ちをいたずらに逆なでする侮辱的な言辞です。教育指導するのに相手をかっかさ

せるのか、つまり相手を侮辱して相手が受け入れないようにしておきながら指導するとい

うのは指導と言えるのか。３つ目は、愚図な性格とか個人の性格まで踏み込んで名誉感情

を毀損するのはやり過ぎではないのか。 

さらになんで赤文字でポイントをあげなければならないのか、教育指導に個人的怒りの

感情を表現する必要があるのか、なるべく冷静になって相手にきちんと間違っているとこ

ろを直してもらうようにするのが教育指導である、という極めて当り前のことです。 

 これまでは一審の判決が普通でした。親の顔を見たいとなど言いたい放題で、慣用句み

たいでした。多少相手を傷つけてもいいという流れ、柔道の体罰でも一緒ですが、相手の

ためを思ってやるならば多少の行き過ぎは許される、許容されてきたということでした。 
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 しかし二審は、教育指導の側からもう１回チェックしたものです。極めて優れた視点で

す。これまでの流れに一定の棹をさしました。当たり前のことが判決で出ました。 

人権侵害問題としておさえないと堂々巡りになる 

１つは労災認定の流れ、もう１つは裁判判例が出てきて、厚労省もパワハラとは何かと

いうことに取り組まざるを得なくなったと捉えています。 

「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」を開催する前に厚労省に呼ばれて話

をしました。担当は労働条件政策課賃金時間室です。従来担当は、労災の流れで捉えるな

ら労働基準局、人権問題として扱うなら均等室ですが、時間賃金室になりました。厚労省

の中でこの問題をどこで扱うかごたごたがあったらしいです。 

均等室はやる気満々で、傘下の２１世紀職業財団に検討委員会を作ったらいいのではな

いかということで私も呼ばれたりして先行していました。セクハラと同じようにパワハラ

もある程度リードして、人権問題という扱いで行こうと思っていた矢先に時間賃金室です。 

時間賃金室も何をしたらいいかわからないというので呼ばれたので人権問題についてき

つく言いました。しかし理解されませんでした。 

 円卓会議が立ち上がってヒアリングで呼ばれました。 

 

円卓会議の「提言」は人権問題のくくりがまったく出てこない結論になっています。パ

ワハラの概念規定は「職場のパワハラスメントとは、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をいう。」です。 

「業務の適性の範囲を超えて」の後に「人権侵害を与え」を入れて「精神的……」につ

なげないと文章的に変です。「人権侵害を与えたから精神的・身体的苦痛」になるのです。

「業務の適性の範囲を超えて」も人権侵害でないことはいくらでもあります。 

概念規定に続けて【職場のパワーハラスメントの行為類型】を挙げています。 

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） 

 

①、②は刑法の問題です。 

「提言」に基づいて、各企業に取り組んでくださいと言っています。企業が立ち往生を

しています。 
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 パワハラ概念の問題点は１つに、「同じ職場で働く者」という範囲があります。パート、

派遣、嘱託・再雇用の人たちをどうするか、取引先・関連会社（親会社・業務委託会社・

下請け会社）の従業員を含めるのかがあります。今一番困っているのは親会社以外のこの

人たちです。 

２つ目に「人格・人権を侵害する不法行為」が抜けています。「業務上の適正な範囲を越

え」だけでは、範囲が広すぎて解釈が難しく、取締りができないです。そもそも、今企業

の中でパワハラが問題になるのは「そこまで言われたくない」とか「何で、そんなことま

で言われなくてはならないのか」「関係ないだろう」という職場の人権侵害問題としておさ

えないと堂々巡りになってしまいます。これが本当はキーワードで、パワハラ概念の根幹

だと思っています。 

「業務の適性の範囲を超えて」はものすごく厄介な問題です。 

パワハラは、背景、手段、結果の流れの中で判断 

パワハラの判断基準（考慮すべきポイントと程度の判断）については、裁判所ははっき

り言いだしています。 

「企業組織もしくは職務上の指揮命令関係にある上司などのが、職務を遂行する過程にお

いて、部下に対して、職務上の地位・権限を逸脱した言動を行なった場合に」、パワハラを

行なった者とされた者の①人間関係、当該行為の動機・目的、時間・場所、態様等を総合

考慮のうえ、社会通念に照らし客観的な見地からみて、②通常人が許容し得る範囲を著し

く超えるような有形・無形の圧力を加える行為をしたと評価される場合に限り、被害者の

人権を侵害するものとして民法７０９条所定の不法行為を構成するのが相当であると述べ

ています。（ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件（東京地裁Ｈ２４．３．９） 

これはセクハラの概念と重なっています。そろそろこう言わざるを得ないです。 

職場の人権侵害と断定された裁判判例を拾って整理したならたらガイドラインは出来ま

す。例えば缶づめにした退職強要でどんなことがあったかなどです。それを整理したらパ

ワハラのマニュアルができます。 

厚労省が動かなかったら裁判先行で行ってしまいます。 

 私は企業などでの講演で、パワハラは、背景、手段、結果の流れの中で４つの視点から

判断しなければならないと言い切っています。１つは、背景として、職務上の地位や人間

関係の優位性です。２つ目は、手段として、業務の適正な範囲を超えているです。３つ目

は、手段として、人格・人権を否定する（言動）です。４つ目は結果として、精神的・身

体的苦痛を与える、職場環境を悪化させるです。 

 企業はこういうことでパワハラを判断する、特に業務の適正な範囲を超える命令を出し

ていないか、相手を人格・人権を否定する（言動）をしていないかで判断する必要があり

ます。ここをボーダーラインにすると企業でもある程度は取り組みができます。 

すべての労働問題はパワハラ 
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私は以前、職場におけるすべての女性差別の問題はセクハラであると言い切りました。

性的な意図を持っていなければセクハラではないと言われていたのですがそうではない、

いずれすべての性差別はセクハラとなると言ってきました。 

「くそばばあ」とかの言葉の問題は性的な目的を持って言ったわけではなくても今はセ

クハラと通用するようになりました。パワハラも同じです。 

すべての労働問題はパワハラだと言ってもいいと思います。職場で発生した問題を原因

に近いところから捉え返し、パワハラを労働問題として訴えていくことになるだろうと言

い続けています。 

解雇は究極のパワハラです。賃金不払いや配置転換や出向は嫌がらせであったら明らか

にパワハラです。 

そうするとパワハラというキーワードでもう１回労働問題全体を問い直す必要がありま

す。パワハラという概念がないとなかなか主張しずらいのですが、賃金不払いの原因は何

なのか、結果から原因を問い直すうような闘い方が必要です。 

最近の裁判判例を拾うと、有給休暇を与えないことをパワハラだと訴えた事件の判例が

ありました。有給休暇を取得させないのは法律違反だけれども、「代わりに出てきて俺の仕

事をやれ」と言ったのはパワハラです。そういう感情的になった対応を含めてセットにな

っています。 

ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件は雇止めは差別だと言っています。

酒が飲めないと言っている人に無理やり飲ませたことがパワハラだということです。 

今までは始末書を書かされたというようなことがありましたが、始末書を書かせること

事態のやり取りが差別的だ、強要だという方向にシフトした訴えが可能になります。 

人権侵害をやらない企業に変わるために 

パワハラはハラスメントであるけれどもセクハラと違って性的な人権侵害というキーワ

ードがありません。 

パワハラの訴えは幅が広いので、訴えに応じた対応と解決策が必要になります。 

パワハラは職場のお互いのコミュニケーションギャップからくるものも含みます。これ

がすごく厄介です。職場の仕事の進め方を含めた業務、業態のあり方を含めて、日ごろの

コミュニケーションギャップまで含めて出てくると深刻な問題になることもあります。 

とんでもない人権侵害だという訴えが起こされたならそのスタンダードでジャッジされ

ればいいです。 

すべてを人権問題として扱うという以前に、多くの事件は企業の中である程度解決した

り、センターが間に立って解決したりなどの解決の許容があると思います。 

わかりやすい言い方をすると、パワハラの場合は、気が付いて「悪い悪い言い過ぎたよ、

ごめん」と謝ればある程度解決する話はかなりあります。上司は頭を下げないから駄目な

んだけれども。パワハラは気が付いた時に戻れる、許容度は結構あります。企業の中でも
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解決する手段はあります。 

企業で抱え込んで、コミュニケーションの問題を含めてきちんと処理できる能力を持て

ば、人権回復ができます。解決指導さえあればある程度解決がつきます。それをするとい

うことは、如何に人権侵害をやらない企業に変わるかということを含めて考えていかなけ

ればならないテーマです。いろんな解決手法を企業の中に取り入れていってはどうかと思

います。 

解決の基本は、被害者の人権回復です。被害者が「行為者の処分を含めた権利回復」を

望むものから、「謝罪だけあればいい」「大袈裟にしないでほしい」など多様です。そうし

た意向に沿った解決手法で臨むことが大切です。被害者感情に沿うとともに、企業が原生

に対処しないことによる使用者責任の問題も視野にいれながら、企業秩序維持の観点から

厳しく臨むことも必要となります。 

セクハラの場合は、職場での解決は無理だと思っています。訴える側も、訴えられた側

もお互いの人権侵害はありとあらゆるところに絡んできます。だからむしろ第三者がジャ

ッジして解決していかないと抜本的解決はあり得ないと思います。 

パワハラは職場環境を問うキーワード 

パワハラが提起している課題についてまとめます。 

１つは、職場の人権が問題にされなければならない劣悪な職場環境の場合は、すべての

労働問題はパワハラです。 

２つは、パワハラは職場環境を問うキーワードです。パワハラ職場の訴えで噴出する職

場環境の告発です。企業の体質が出てきます。仕事の進め方、考え方が違います。 

企業競争に勝つためには、パワハラ体質を引きずっていてできるのかという究極の選択

も一方であります。いろんな危機感が出てきてスタンダードを変えなければならない時代

になっています。イメージを変える時には褒めて変えるとそれに縛られます。その方向で

方向転換できます。 

３つ目は、パワハラは単なる「業務上の適正な範囲を超えた指導（行き過ぎ）の問題で

はなく、企業の人権感覚を問い直すバロメーターです。業界・企業の体質、企業組織や仕

事の進め方が問い直す必要があります。 

４つ目は、労働組合再生のキーワードとなれるか。労働組合はいまだに駄目です。体質

的に変えなければなりません。労働組合が人権問題に取り組むことを考えていくきっかけ

にしてもらいたいと思います。身内の議論をどんどんしていかなければなりません。率先

して取り組むことを期待しています。 
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質疑・応答 

 

質問 労働組合でセクハラが多いというのは５年ぐらい前から聞いていました。次に多い

のがＮＰＯ。 

相談を受けているとどうしても力関係が生まれてしまう。委員長など専従者が信託化し

ていく。それを傍から変えようとしても無理で、事件化しても悪口レベルで止まってしま

う。問題化して共有化しようということは意識化されていない。 

第三者機関に頼らないで解決する方法はあるのでしょうか。 

 

回答 感じているのは、マンパワー依存型です。いろんなことを経験した者が１人いると

そのマンパワーを中心にいて力関係が決まってしまいます。権力が分散化できないものに

なっています。自分のノウハウで囲っていきます。それで徒弟制的な原始的やり方をして

います。徒弟制は師に対する服従にしかならないです。 

教える側も、教えられる側も勘違いすることがどうしても出てきます。力関係が個人的

にできてしまいます。内部的にはいろんな問題がからんできますので外部から管理するこ

とが有効かなと思います。 

 

質問 ハラスメントは範囲が広いですが、実際にセミナーなどに来たり、パンフレットを

持っていくのは関心ある人たちです。関心ない人にアプローチするのは難しいのですが、

どうしたらいいのかなと考えています。 

ハラスメントということで相談に来る人は多いです。すべての労働問題はパワハラだと

思うのです、他の人に言ったらああそうかと言われました。 

その中で自分も疲れて休みたいなと思うのですが、そのような受け止めきれない時にど

うしてバランスを取っていけばいいのかという問題を抱えています。 

職場で近くに人がいる時は吐き出します。しかしそれができない時はどうするか。 

 

 

回答 関心ない人はほっといたらという思いです。水を飲みたくない人に飲ませるのは無

理です。 

 

回答・意見 私が斡旋に際して会社に言うことは言っているのは、それで経営が成り立ち

ますか、人材が育ちますかということを柔らかく言って関心を向けてもらいます。最後に

どうしようもない時は、多少脅します。 
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回答・意見 水は飲まないかもしれないけど、毒を飲んでいるかもしれないじゃないです

か。きっかけを与えなければなりません。 

 

質問 自分も疲れて休みたいなと思うことについてはアウトプットを考えていました。 

 

回答・意見 休めばいいです。断ればいいです。無理して受けてもいい解決はできません。

他に振ります。 

 

 

質問 ハラスメント解決手法についてですが、例えばみんなが労働時間が長ければ匿名で

通報・や相談ができますが、ハラスメントの場合は１人だけいじめられている場合があり

ます。そうすると通知者はわかってしまいます。その時には別のテクニックはあるのでし

ょうか。報復を受けにくい方法とか、被害者を保護するためのなにがしかの方法があるの

かなということについて。 

 

回答 通知は匿名が守られる職場の場合の手段です。通知は匿名を擬制する方法でもあり

ます。例えば大学では、通知をされた場合に相手を特定したり、探したり、報復したら処

分しますよということを別に作ってあります。ルールの中に入れておきます。縛りをつけ

ておくと報復しません。それでは現に効果が上がっています。 


