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退職の意思表示とその暇漉及び撤回（戸谷義治）

退職の意思表示とその暇疲及び撤回

戸谷義治

I退職

労働契約の解消の方法は､一般に使用者側から一方的にこれを解消する解雇、

労働者側から一方的に解消する辞職、そして使用者と労働者との新たな契約に

よって従来の契約を解除する合意解約に分類され、そのうち後二者を退職と称

している。

解雇については、従来から民法627条1項によって使用者は労働契約の締

結と同時に解雇権という形成権を取得し、その形成権の行使については民法1

条2項によって濫用性判断の対象になり、濫用であれば解雇が無効となるとい

ういわゆる解雇権濫用法理が確立され'、これが労働基準法18条の2を経て

現行の労働契約法16条として立法化されていることは周知の通りである。そ

して､その濫用‘性判断については膨大な判例･裁判例が蓄積されている2．また、

労働基準法は、産前産後や業務上疾病に催患した労働者の解雇についても個別

的に規制している。

これに対して、退職については、労働者の退職の自由が大原則であって、民

法628条及び労働契約法17条1項によって、期間の定めのある労働契約に

ついてはやむを得ない事由のある場合でなければこれを解約できないとされる

外は、特段に制限を課されない。さらには、労働契約上の債務不履行に基づく

’日本食塩製造事件（最二小判昭50．4．25民集29巻4号456頁)。
2小宮文人『雇用終了の法理』(信山社･平成22年）27頁､中窪裕也｢解雇の法的規制｣(野
田進.野川忍･柳津武･山下昇編『解雇と退職の法務」（商事法務･平成24年）21頁）
31頁参照。
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損害賠償請求の予定（労基法16条)、前借金の相殺（同法17条)、及び強制

貯金（同法18条）を禁止もしくは制限することで、実質的に労働者の足止め

になるような手段を使用者が講じることを制約し3、退職の自由の実効'性を確

保しようとしている。これは、戦前からのいわゆる女工哀史的な労使関係を念

頭に、借金などによって労働者を拘束し、以てこれを搾取することを防止しよ

うという趣旨に出たものである。しかし、今日においては、こうした資本家に

よる搾取からの解放といった古典的な退職の問題よりも、むしろ労働者が自発

的に辞職、または合意解約の申し込み、もしくは使用者からの合意解約の申し

込みに対する合意をなしたように見られる場合であっても、それが実際には労

働者の真意に基づかない場合、さらには使用者が制約の多い解雇という手段を

執らずに労働契約関係を解消する道具として利用するなど、結果的に労働契約

関係からの労働者の不当な放逐につながっている事案が見られ、これをどのよ

うに解決するかが問題となっている。また、使用者側に特に責めるべきところ

がなく、労働者側の激‘情や浅慮による場合であっても、退職による不利益の大

きさから特段の考慮を要することも従来から指摘されているところである。

以下では、いくつかの基礎的な事項を確認した上で、辞職及び合意解約、特

に退職の意思表示の撤回及び欠訣の問題について検討したい。

Ⅱ退職と意思能力、意思の存在

1未成年者と法定代理人

労働契約も契約である以上、その締結には行為能力者であることを要し、ま

た締結の時点において意思能力を備えている必要がある｡労基法58条1項は、

親権者や後見人といった法定代理人が未成年者に代わって労働契約を締結する

ことを禁止しているが、これも制限行為能力者たる未成年者が自ら単独で契約

3菅野和夫『労働法（第9版)』（弘文堂・平成22年）152頁参照。
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を締結し得ることを定めたものではなく、労働契約の締結に当たっては民法5

条1項に従って親権者等の同意を得ることを要すると解される。また、未成年

者については親権者等は労働契約の内容が当該未成年者にとって不利なもので

あると認める場合には将来に向かってこれを取り消すことができ（労基法58

条2項)、退職の効果を生ずる。なお、未成年者が親権者等の同意を得ること

なく労働契約を締結した場合には民法5条2項によってこれを取り消すことが

できることになるが、この場合にも労基法58条2項の類推により取り消しに

遡及効は生じないものと思われる。

ところで、労基法58条2項によって親権者等がする解除が未成年者たる労

働者本人の意思に反する場合、利益相反行為にあたるか問題となる。確かに生

活の糧たる賃金を得る途を閉ざすものであって、場合によっては親権者等と未

成年者との間に利益相反が生ずる余地があるようにも思われるが、倉敷紡安城

工場退職（仮処分取消申立）事件判決4は、「労働基準法第五八条第二項によ

り親権者のなす労働契約の解除は親権者自らの利益を守るために認められたも

のではなくして、ひとえに未成年者の保護のために認められたものであり、労

働契約が未成年者に不利であると認める場合には未成年者の意に反しても未

成年者の利益になるものとして契約解除をなし得るとしたものであって、右両

者間に利害相反するという関係は生じないから右労働契約解除につき民法第

八二六条を適用する余地はな〔い〕」として、民法826条に基づく特別代理

人の選任をせずに、親権者等が自ら未成年者の解除をして差し支えない旨を判

示している。

次に、労基法58条2項に言う「不利」の内容については、それ以上に特段

に法定されていないところ、前掲・倉敷紡安城工場退職（仮処分取消申立）事

件判決は、「労働基準法第五八条第二項は親権者、後見人又は行政官庁におい

て労働契約が未成年者に不利であると認めるときは親権者等に労働契約を解除

4名古屋地判昭37．2．12労働関係民事裁判例集13巻1号76頁。
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する権利を与えているが、何が『未成年者に不利である』と認めるかの判断基

準については法は別段規定していないから、その認定は一応解除権者にまかさ

れているというべきである。従って、解除権者が不利と認定して使用者に対し

労働契約解除の意思表示をした以上、使用者はこれを争う余地はないものと解

すべきである。しかし、不利なることの認定が解除権者の判断にまかされてい

るといっても、直ちにそれが解除権者の窓意的判断までも許しているものとみ

るべきではない。何となれば、法は不利なることの具体的基準は明示していな

いが､親権者等に解除権を与えた所以は未成年労働者の保護にあることに鑑み、

第五八条第二項の『不利』とは、未成年者の当該労働契約を継続することがそ

の労働条件又は就労状況からみて未成年者のために不利益である場合をいうも

のと解すべきである。かかる場合に親権者、後見人はその監護教育権に基き、

又行政官庁はその行政上の監督権に基いて解除権を行使することができるので

ある。従って右の趣旨を越えて、解除権者の使用者に対する好悪の感‘情、未成

年者又はその交友との信条の相違、親権者の家庭事情等の解除権者の都合によ

る事由に基いて不利を認定して解除権を行使するのは権利の濫用とみるべきで

あって、かかる場合は解除の効力を生じないものというべきである｡」とし、

5同事件では、「右労働契約解除当時被申請人は未成年者であるとはいえ、その六ケ月後
である昭和三六年一○月一八日には成年に達することも考え合わせれば、被申請人が
右の如き左翼グループとの交際によって通常の社会生活から逸脱するような事態が生
じ又は生じるおそれがあれば格別、このような事情が疏明されない本件においては、

親権者は被申請人に対し交友につき説示するのならばともかく、交際相手が左翼思想
を有する者であることのみをもって被申請人の交友関係に危虞の念を抱き、その交友
の範囲を現実に制限するような措置に出ることは個人の自由に対する不当な干渉とし
て許されないものというべく、したがって被申請人の交友関係者が被申請人の親権者
と信条を異にするものであってその意にそわないからといって、親権者において未成
年者と申請人間の労働契約を継続することは未成年者に不利であると判断することは
何ら理由のないものといわなければならない｡」とし、「本件労働契約においてはその

労働条件又は就労状況からみて労働契約を継続することが被申請人のために不利益で
ある事実は存在しないのであって、被申請人の親権者がなした本件解除の意思表示は
単に親権者と信条を異にする者との交際の断絶と親権者の家庭事情のために申請人の
意思に反して窓意的になされたものというべきであるから解除権の濫用として無効と
断ずべきものである｡」として、労働者の地位確認請求を認容している。
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原則としては未成年者にとって不利かどうかはその親権者等の判断に委ねられ

ているが、その解除権行使もまた濫用に当たるか否かの審査の対象となり、法

の趣旨を超えて解除権を行使すれば、無効となって退職の効果を生じないとし

ているo

2意思無能力者のする退職

また、意思無能力者がした法律行為は絶対的に無効である。これは、契約の

締結時だけでなく、解約時においても意思能力を備えている必要があり、これ

を備えない場合には退職の意思表示は無効である。農林漁業金融公庫事件6で

判決は、自宅で心肺が停止し、蘇生したものの高次脳機能障害の後遺症が残っ

た労働者が労働契約解約の合意をした事案において、当該労働者の知能水準

は4歳から5歳程度に固定されていたと認定した上で、意思能力とは7歳から

10歳程度の知的な判断力であるとして、仮に原告が一時的に通常の判断能力

を備えているように見える言動をとったとしても、意思能力を有しているとは

いえないとし、退職の意思表示は無効であると判断している。なお、能力は合

意解約の申し込みの時点において備えていれば差し支えなく、申し込みから使

用者による承諾までの間に当該労働者が能力を喪失し、かつそのことを使用者

が事実を知っていた場合を除いては（同法525条)、申し込み後の能力喪失

は意思表示の無効を帰結しない。

3退職意思の不存在

使用者が解雇を行い、後日体裁を整えるために退職願を徴取したとしても、

退職の意思表示でない7。ただ、西日本鉄道解雇事件8は、使用者が期限を定

6東京地判平18．2．6労判911号5頁。
7プレミアライン（仮処分）事件（宇都宮地栃木支決平21.4.28労判982号5頁)。
8福岡地判昭31.1.10労働関係民事裁判例集7巻1号213頁。
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めて合意解約の申込をし、あわせて同期日までに合意解約の意思表示がなされ

なければ解雇する意思を表示した場合に、同期日を渡過後、労働者が退職願を

提出し、使用者との間で当該退職願が期日より前に提出されたものと扱うこと

が合意されたときには、解雇の条件が成就する前に合意解約が成立したものと

して扱うべきであるとしている。

4代理人による退職・労働協約を介した退職

退職の意思表示は代理によってなし得るが、適法に代理権が授与されている

必要があることは論を待たない。前記の通り、親権者等法定代理人であっても

未成年者の労働契約を当該未成年者に代わって締結することができない以上、

未成年者の代理人としてこれを解除することもできない。倉敷紡績安城工場退

職（本案）事件判決9は、未成年者の意思に反し、またこれに対して事実を秘

匿して、親権者等が退職願を提出した事案において、本人に退職の意思が存し

なかったこと、すなわち親権者に対して退職のための代理権を与えるなどして

いないことを理由に労働者からの地位確認請求等を認容しているが、そもそも

上記の通り親権者等がなしえない代理行為であったといえよう。なお、同事件

仮処分差戻一審決定'0は、権限のない親権者等が提出した退職願が、直ちに

労基法58条2項に基づく親権者等による解除の意思表示と見ることはできな

いとしているが、妥当な判断と考えられる。

また、労働組合も、個々の組合員について、使用者との間で労働協約を締結

し、その退職を定めて、当該組合員について退職の効果を及ぼすことはできな

9名古屋地判昭36．12．18労働関係民事裁判例集12巻6号1072頁◎

'0名古屋地判昭36.1.30労働関係民事裁判例集12巻1号49頁。なお、同事件の
一審は名古屋地決昭35.10.10労働関係民事裁判例集11巻5号1113頁であ

るが、同決定が未成年者には労働契約に関する訴訟能力がないとして訴えを却下した

のに対し、抗告事件（名古屋高決昭35.12.27労働関係民事裁判例集11巻6号
1509頁）が訴訟能力を認めて、地裁に差し戻したため、実質的には差戻一審から

実体的な審理がなされている。
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い。松崎建設工業事件一審判決'1は、「労働協約は労働組合が専ら労働条件の維

持改善を目的として使用者と締結するものであって，或は労働条件についての

一般的基準を定めて個々の労働契約の内容を規整し或は労働組合と使用者との

間の債権債務の関係を規定してその履行によって労働条件の維持改善を図らん

とするものであって、労働協約が個々の労働契約を拘束する範囲は自ら制限の

あるもので個々の労働契約の締結及び解約の如き労働条件にあらざるものにつ

いては、右の範囲に属せざるものとして、たとい労働協約においてこれを定め

るもそれは労働組合に対する組合員よりの特別の授権なき限り労働組合と使用

者との間に債権債務を発生することあるも、これにより直接個々の労働契約が

発生又は消滅するものとは為し得ないと言わねばならない｡」として、労働協約

による労働契約の解除はできないとし、また同事件控訴審判決'2も、労働協約

が締結されても身分の得喪などについては個々の労働者に留保されるとして一

審判決を支持している。

Ⅲ辞職と合意解約の峻別

辞職はいわば解雇と合わせ鏡であり、労働契約の締結に伴って使用者が解雇

権を取得するのと同様に、労働者もまた辞職の権利を取得する。そして、辞職

の権利もまた解雇権と同様に一種の形成権であって、その意思表示が相手方（使

用者）に到達すれば、直ちにその効力を生じ、それから2週間で解約の効果を

生じることになる。すなわち、一度意思表示が使用者に到達すれば確定的に効

果を生ずるため、原則としてこれを撤回する余地はない。

これに対して、合意解約は、使用者と労働者の合意によって労働契約を解消

するものであり、次項で検討するように一定の争いはあるものの、労働者側か

''東京地判昭26．1．30労働関係民事裁判例集2巻4号456頁。

'2東京高判昭28.3.23労働関係民事裁判例集4巻3号26頁。
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らの発意による合意解約の申し出は、それが使用者に到達した後であってもな

お使用者が確定的にこれに合意するまでは労働者において撤回することができ

る。

そのため、まず辞職と合意解約を峻別する必要がある。形式的に言えば、既

述の通り労働者が一方的に労働契約を解約するのが辞職、労使双方の合意に

よって解消するのが合意解約であり、これ以上の説明は不要にも見えるが、こ

れまでにも様々に指摘されてきたとおり、その区別は必ずしも容易ではない。

典型的には、上司から叱責を受けるなどした労働者が、「こんな会社、今日限

りで辞めてやる！」と言って会社を飛び出し、数日後になって、「やはりあれ

は取り消します」と言ってきたような場合、はたしてそれが辞職なのか合意解

約なのか、労働者も使用者も当然のことながら法律上の形式に合わせて行動し

てくれるわけではない以上、難しい問題となる。

この点、判例及び通説は、基本的に確定的で疑いの余地を差し挟み得ない程

度に辞職としか認められない場合には辞職であるとし、それ以外の退職に向け

られた意思表示は合意解約の申し出であるととらえる傾向にある'3。

これは、必ずしも論理必然のことではなく、解雇でなくとも労働契約を解消

して職を失うと言うことの不利益は労働者にとって大きいのに対して、使用者

にとっては退職がなかったことになってもそれは従来からいた従業員がそれま

での業務を継続するに過ぎず、一定の人間関係上の問題を除けば大きな不利益

を負わないという価値判断を前提に、既述の通り辞職の場合には意思表示の時

にその効果を生じて撤回し得ないのに対し、合意解約であれば使用者側の合意

がなされるまでは労働者において撤回しうるためにとられる結論といえる'4。

ただ、就業規則のひな形などでも退職の際に労働者が使用者に提出すべき書面

13清正寛「労働契約の合意契約と退職勧奨」（季労165号7頁)、野田進「解雇・退職
の意義と再定義の方向」（全掲・野田ほか編『解雇と退職の法務』3頁）14頁。

'4道幸哲也．小宮文人・島田陽一『雇用をめぐる法律問題」（旬報社・平成9年)103
頁（島田執筆部分)。
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の表題は「退職願」「退職届」「進退伺」「辞職届」など様々であるが、一般に

形式的にせよ退職の可否を使用者に尋ねる形のものも多く、またそのような書

面の提出以後に一定の辞令の発令などが予定されている場合がほとんどである15

そうすると、このように特段の事情がある場合以外は合意解約の申し込みであ

ると評価するとの考え方もまた、労使の一般的な意図に即したものと言え、妥

当なものと言えるのではないかと思われる。

Ⅳ退職の意思表示の撤回

1合意解約申込みの撤回に関する判例の考え方

次に、労働者が合意解約の申込を行った後に、当該申込を撤回することは可

能であろうか。判例は､ほぼ一貫して労働者のする撤回の可能‘性を認めている。

学校法人白頭学院事件判決'6は、「労働者による雇用契約の合意解約の申込は、

これに対する使用者の承諾の意思表示が労働者に到達し、雇用契約終了の効果

が発生するまでは、使用者に不測の損害を与えるなど信義に反すると認められ

るような特段の事情がない限り、労働者においてこれを撤回することができる

と解するのが相当である｡」とする'7。

ただ、大隈識工所事件最高裁判決'8が、人事部長による退職届の受領を以

て合意が有効に成立したと判示していることから、使用者が一定の合意を示せ

ばそれ以降の撤回は認められないこととなる。前掲･白頭学院事件判決は、「最

判昭和六二年九月一八日労判五○四号六頁〔大隈鍛工所事件最判〕は、対話者

間で承諾の意思表示のなされた事案と考えられ、隔地者間で承諾の意思表示の

'5石寄信憲、馬近幸恵、小森光嘉、高安美保、星野菜蕗子、義経百合子、田中朋斉『就
業規則の法律実務（第2版)』（中央経済社・平成22年)。

'6大阪地判平9．8.29労判725号40頁。

l7岡山電気軌道事件（岡山地判平3.11.19労判613号70頁）も同様。

'8最三小判昭62.9.18労判504号6頁。
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なされた本件とは事案を異にするものである」と述べて同最判の適用範囲を限

定しようとしているが、ピー．アンド・ジー明石工場事件l9のように使用者

側の文書作成までは撤回が可能とするなど、同最判と比較すると撤回までの期

間を広く捉えようとする下級審判決も見られる。最終的には、当事者となる会

社における意思形成の在り方に左右されるものであって、一概にどのような場

合であれば承諾があったと言うことはできないが、一定程度期間を確保しよう

とするのが裁判例の傾向と言える。

2なぜ撤回が可能であるのか

ただ、判例は何故承諾があるまでは申し込みの撤回が可能であるのか、必ず

しも明確な論理は示していない。そのため、およそ他人に対して契約の締結の

申し込みをなす者は、その契約が継続的な契約であろうとしからざるものであ

ろうと、そのなした申し込みに拘束されるというのが相手方の信頼を重んずべ

き契約法の一般原則であるとして、撤回が許されるのは労働協約や就業規則、

個別契約等によって特に撤回可能‘性が示されているような例外的場合に限られ

るとの見解も有力に主張されており20、このような考え方も必ずしも不当とは

言えない。

この点、まず一般的な契約締結に向けた意思表示については、承諾までの期

間を定めて申し込みがなされれば、当該期間経過までは当該申し込みを撤回

することは許されず（民法521条1項)、また当該期間経過までの間に承諾

がなされなければ当該申し込みは効力を失う（同条2項)。また、承諾までの

期間を定めずに、隔地者間でなされた申し込みについては、承諾の通知を受け

るまでに通常必要な相当期間はこれを撤回することが許されない（同法524

'9大阪高決平16.3.30労判872号24頁

20小西圃友『解雇と労働契約の終了』（有斐閣・平成7年）156頁。
同「労働契約の合意解除」（沼田稲次郎編「労働法の解釈理論」（有斐閣・昭和51年）
127頁)143頁。
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条)。これに対して、対話者間で承諾期間を定めずに申込みをした場合の当該

申込み撤回の可否については、明文の規定は存在しない。そのため、対話者間

における申込み撤回の可否については、一定の争いがあり、524条の類推適

用によって申込みの拘束力を認め、承諾に通常必要な期間が経過するまではそ

の撤回を許さないとの見解も有力に主張される21すなわち、申込みが対話者

関係においてなされ、その後いったん別れてこれに対する承諾は隔地者に対す

る意思表示により、もしくは時を改めた対話者関係において承諾の意思表示が

なされる場合が少なくないという事情に鑑みれば、これを完全な隔地者関係と

別異に解することは不当な結果を招くというのである22．上記の労働契約合意

解約の申込みについて、相手方の信頼を保護すべき事などからその撤回を制限

すべきとの見解もこのような考え方によるものと思われる。

しかし、申込みが当該申込者を拘束するのは、意思表示の当然の効果ではな

く、法律の定めによって特別に認められるものであって、一般的に対話者間に

おいては、任意の撤回を肯定しても相手方に損害を生ぜしめる虞がないことに

も鑑みて、対話者間における申込みはいつでも撤回できると考えられる23．

判例がどのような解釈を採るのかについては、そもそも争われた事例が少な

く明瞭でないが、大審院が「契約ノ申込ヲ為スニ当り承諾ノ期間ヲ定メタルニ

アラス亦隔地者二対シテ申込ヲ為シタルニアラサル場合二於ケル契約ノ申込二

対シテハ直二承諾ヲ為ス可キモノナルコトハ民法ノ契約ノ成立二関スル規定二

徴シテ明瞭ナリ」としつつ、ただ「訴訟提起ノ当時猶ホ承諾ヲ為スニ付テノ期

間中ナルコト若クハ本件力隔地者間ノ契約ニシテ上告人力承諾ヲ為スニ付キ本

件訴訟提起ノ当時迄モ時日ヲ要ス可キ旨ヲ争ヒタル形跡ナキヲ以テ本件ハ対話

者間二於ケル普通ノ場合ナリトセサル」様な場合の例外を許容する可能性を示

2l我妻栄『民法講義5-1(債権各論上巻)』（岩波書店・昭和29年)60頁。
22鳩山秀夫『増訂日本債権法各論（上巻)』（岩波書店・大正13年）33頁。
23末弘厳太郎『債権各論（全）（第三版)』（有斐閣・大正8年）95頁、宗宮信次『債権

各論（新版)』（有斐閣・昭和46年）23頁。
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し24、その後特に判例変更等が見当たらないことからすれば、基本的には対面

者間での申込みは撤回が可能と解しているものと考えられる。

ただ、典型的に想定する場面をどのように設定するかによって撤回の可否に

対する考え方に差が生じている側面もある。すなわち、撤回が可能であると考

える前提はまさに対話者において一方が申込みをし、直ちに相手方が承諾の意

思表示または不承諾の表示をするという場面であるのに対して、524条の類

推適用を肯定する立場では、対話者間で一方が申込みをし、相手方がいったん

その提案を持ち帰った上で後日返答をするという場面を想定している｡そして、

前者は契約が成立していない状況で対話が終了すれば申込みの効力が失われる

ことを前提としつつ申込みの,性質や申込みの意思の解釈によっては撤回を許さ

ないことを許容し、また後者も一度の対話で申込みと承諾がなされるような場

面では対話者関係の存続期間のみが申込みの拘束力が認められる期間であると

している25

それでは、労働契約の合意解約の場面では、どのように考えることができる

であろうか。合意解約の申し込みについては、通常であれば労働者はまず自ら

の所属長や人事部局の責任者に退職の申込みをし、その申込みを受け取った所

属長等が社内の手続きに従って取締役会等の意思決定機関にこれを伝達し、使

用者が法人としての意思を形成して、辞令等の形式で承諾の意思表示をするこ

ととなる。一度きりの対話者関係でないことは明白であるが、隔地者の関係に

整理することも困難である。そこで、上述の議論を踏まえて考えると、次のよ

うになると思われる。

まず、労働者が承諾期間を定めて申込みをする時（｢○月○日までに返事を

ください｡」と期限を切って辞表を提出するような場合）には、521条の適

用があって、労働者の側からその示した期日までの間にこれを撤回することは

24大判明39．11．2民録12輯1413頁。
25前掲・鳩山『増訂日本債権法各論（上巻)』34頁。
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できなくなる。

次に、郵便等の方法で会社に辞表を提出した場合には、隔地者間の問題とな

るので524条の適用があって、郵便が使用者に到達した以降は郵便の往復に

係る期間と使用者が意思の形成及び必要書類の作成に通常要する期間におい

て、労働者の側から撤回することはできない。辞表を受け取った校長が理事長

に電話でその旨を伝え、理事長がこれを承諾するという状況を隔地者間の意思

表示と捉えることができるかには多少の疑問が残るものの、前掲・白頭学院事

件判決が示すとおりに、当該事件が隔地者間の意思表示の問題であったのだと

すれば、判決が示すのとは逆に労働者側からの申込みの撤回は許されない状況

であったと思われる。

そして、最も問題となるのが労働者が承諾期間を定めることなく、対面で申

込みをする場合である。原則としては、民法521条1項及び524条の反対

解釈から、対話者間で承諾期間を定めることなくなされた申込みは何時でも撤

回が可能であると考えられる。また、特に中小企業などにおいて社長や人事担

当役員等、直ちに承諾の意思表示をすることが可能な者に対して申込みをし、

その場で承諾がなされるのが通常である場合であれば、対話者関係の終了に

よって申込みはその効力を失い、後日になって使用者が承諾の意思表示をした

としても、解約の効果は生じない。

3撤回可能期間の拡張は必要か

上述のように、判例・裁判例は使用者からの承諾までは労働者側からの申込

みの撤回が可能であることを前提に、できるだけ撤回が可能になるようにして

いるが、どこまで撤回可能期間を広げようとも、使用者から確定的な承諾の意

思表示がなされ、退職辞令の交付など様式も整えば、これ以降の撤回は不可能

となる。そこで、使用者の承諾があるまでは合意解約の申込は撤回可能だとし

た上で、辞職についてもその効果が発生する2週間後までは労働者において撤

－37－



琉大法学第88号

回可能であるとし、実際には合意解約の申込も辞職も明確に区別されて意思表

示が行われているわけではないという事実から、合意解約の申込についても2

週間は撤回を認めるとする学説も主張されている26．前掲．白頭学院事件判決

が「雇用契約終了の効果が発生するまで」撤回が可能としているのも、合意の

成立や形成権行使の相手方への到達といった法律効果の発生と言うよりも、実

際にそれによって定められた雇用終了期日の到来を念頭に撤回を論議する余地

を残すものとも見える。

しかし、確定的に成立した契約や形成権の行使の撤回を認めるところまで労

働者の選択を広げることには一定の批判もあるところである｡立法論としては、

クーリングオフのような制度を取り入れることで解決すべきとの見解も少なく

ない27．

少なくとも、合意解約について考えた場合、解約の合意はすなわち従来の契

約の解消に向けられた新たな契約であって、新たな契約が成立してなお成立よ

り前段階の申込から撤回を認めることにはできないものと考えられる。また、

退職金の支払を求めてなされた債権差押及び転付命令に対する執行抗告事件で

あるが、使用者が解雇を撤回したので退職金債務は存在しないと主張したのに

対し、東京高裁は、「抗告人は、上記解雇の意思表示を撤回した旨主張するが、

そもそも解雇の意思表示は使用者が従業員に対し一方的に行う労働契約解除の

意思表示であってこれを撤回することはできない。また抗告人は、相手方らが

撤回に黙示に同意した旨主張するが、相手方らが同意したことを認めるに足り

る証拠はない｡」と判示しているが28、この点については、辞職も同様である

と考えられる。

また、確かに労働契約の終了による不利益は使用者に比べて労働者において

26前掲．道幸ほか「雇用をめぐる法律問題」109頁（島田執筆部分)。
27森戸英幸「辞職と合意解約」（日本労働法学会編・講座21世紀の労働法第4巻・労働

契約･有斐閣･平成12年213頁）221頁。前掲･道幸ほか「雇用をめぐる法律問題」
109頁。

羽東京高決平21.11.16金融法務事情1897号90頁。
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重大であることは明らかであるが、意思表示に暇漉がある場合はもちろんのこ

と、後述のような使用者からの不当な圧力などによって解約の申込みがなされ

た場合は別異に解する必要があるものの、労働者がそのような事情のない場面

で自ら解約の申込みをしたときに、仮にそれが浅慮や激情によるものであると

しても、労働契約における使用従属関係に置かれたことに起因する立場の弱さ

からなされたものとは言えず、そうであれば契約関係に関する法令の解釈の範

囲内で最大限にその利益を保護しようとする事を超えて、撤回の余地を拡大す

る必要があるのか、一層の検討が必要であると思われる。

V意思表示の暇疲

退職の意思表示が辞職であれ合意解約であれ、それに暇庇があれば無効もし

くは取り消しうる。この理自体は通常の民法上のそれと何ら異なるところはな

いo

意思表示の暇庇が問題となる場面としては、①非違行為に対する反省や使用

者の対応に対する不満を示すことなどを目的として「退職願」や「進退伺」を

使用者に提出したところ、使用者が合意して退職の効果を生ぜしめた場合、②

懲戒処分や解雇がなされるものと考え、これを回避するために自ら退職の意思

を表示した場合、③使用者からの退職勧奨とそれに前後してなされる懲憩行為

等に畏怖して退職の意思表示をしたり、使用者側からの退職の申し出を受け入

れる場合などが多く見られる。前者は､心裡留保や通謀虚偽表示が､後者は（動

機の）錯誤や強迫、詐欺が問題となる場合が多い。

1 心裡留保

昭和女子大学事件29では、無断休講や越権行為などについて叱責された労

29東京地決平4．2．6労判610号72頁。
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働者が、「それなりの文書」を提出しろとの学長からの求めに応じて、退職願

を提出し、その際に学長からの「汚名を取り除くために今後も勤務する意思が

あるのか」との質問に対して、｜なんとしてもするために勤務の機会を与えて

ほしい」と答え、学長が「よし」と言った事案で、その後になって大学が合意

解約の成立を理由に給与の支払い等を拒否したため、労働契約上の地位確認と

給与の支払い等を求めたところ、裁判所は「右退職願は勤務継続の意思がある

ならばそれなりの文書を用意せよとのA学長の指示に従い提出されたものであ

ること、債権者は右退職願を提出した際にA学長らに勤務継続の意思があるこ

とを表明していること等の事実によれば、債務者は債権者に退職の意思がなく

右退職願による退職の意思表示が債権者の真意に基づくものでないことを知っ

ていたものと推認することができる。そうすると債権者の退職の意思表示は心

裡留保により無効であるから（民法93条ただし書き)、債務者がこれに対し

承諾の意思表示をしても退職の合意は成立せず、債権者の退職の効果は生じな

いものと言うべきである。」とした30。

また、尼崎製鉄依頼退職事件判決は31「債権者等自身が懲戒解雇されねばな

らぬような非行をしたものと考えていたことを認め得る疎明資料はない。やは

り債権者両名には退職の真意がなかったと一応認めるのが合理的であるという

外ない。更に．．…．，債務者会社代表取締役は、債権者ら十一名が「辞表を提出

するほどの自省が必要である」との意向をA次長に洩らした結果、同次長にお

いて「受理される心配はない」と明言していた以上､債務者会社代表取締役は、

債権者両名の辞表をA次長を介し受け取った際、そこに表明された辞意が本心

でないことを知っていたか、少くとも知り得べき状態にあったと一応推認すべ

きものである｡」としている。

釦ただし、賃金仮払いを認めれば労働契約上の地位を仮に認めるまでの保全の必要性は
ないとして却下している。また、心裡留保に基づく退職の意思表示の無効は本訴にお

いても維持され、地位確認及び賃金支払いが認められている（昭和女子大（中山）事
件（東京地判平4．12．21労判623号36頁))。

3'神戸地判昭30.12.1労働関係民事裁判例集6巻6号1166頁。
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ただ、心裡留保についてこのような判断がなされる事例は少ない。心裡留保

については、後述の動機の錯誤の問題における動機の表示の有無とは異なり、

使用者に対してほぼ明示的に、実際には退職する意思がないことが伝えられて

いる必要がある。これは、動機の錯誤が問題となる事案では、解雇の可能性を

告知するなど、使用者がもともと動機の形成に一定の関与をしており、その結

果として動機を知り得たと言いうる場合が少なくないのに対して、そもそも効

果意思が不存在である心裡留保では、使用者は直ちにこれを知り得たとは言い

難いためである。

また、解雇や雇い止めを避けるためにやむなく退職の意思表示をしたような

場合には、少なくとも心裡留保との関係ではその意思形成に暇庇はないと判断

される傾向にある3233。

このように、心裡留保が問題となる場面は、労働者が謝罪や改’俊の意思を示

すための一種の方便として用い、それを使用者が知っていたり更には使用者の
32

33

心裡留保の主張が退けられた事例として、スカイマーク事件（東京地判平

21．12．14労経速2062号30頁、東京高判平22．10．21労経速2089

号27頁)、スガツネエ業事件（東京地判平22．6．29判時2092号155頁)、
住友林業事件（大阪地決平11.7.19労経速1718号15頁)、横浜高校教員地

位保全仮処分第一審決定（横浜地決平7.11.8労判701号70頁)、佐土原町土

地改良区事件（宮崎地判昭61．2.24労経速1271号21頁)、中国自転車競技

会事件（山口地判昭57．9．17労判398号48頁、労経速1131号3頁)、浦賀

重工業事件（東京地判昭44．6．13判時561号79頁)、昭和石油事件（東京地判

昭43.12.24日判時558号88頁)、三井造船事件（岡山地判昭43.11.28

判時559号82頁)、全日本検数協会退職事件（横浜地判昭38．9．30労働関

係民事裁判例集14巻5号1333頁)、播磨造船解雇事件（神戸地龍野支判昭

38.9.19労働関係民事裁判例集14巻5号1181頁)、川崎重工業事件（神戸地

判昭32．9．20労働関係民事裁判例集8巻5号578頁)、日本炭砿事件（福岡地小

倉支判昭29.6.19労経速154-155号6頁）などがある。

心裡留保ではあるが、使用者がそれを知らなかったとされた事例として、川崎重工解

雇事件（大阪高判昭38．2．18労働関係民事裁判例集14巻1号46頁)。なお、一

審（神戸地判昭30.12.26労働関係民事裁判例集7巻1号170頁）は、合意
解約の存在を否定している。また、上告審は、昭和25年7月18日付連合国最高

司令官発内閣総理大臣宛書簡等のレッド・パージに関連するマ元帥の指示の法的‘性質
等について高裁と異なる判断を示したものの、上告は棄却している。また、三菱化成

黒崎工場解雇事件（福岡地小倉支判昭35．9．29労働関係民事裁判例集11巻5号

1047頁）も同様にレッド･パージに起因してなされた解雇について､心裡留保があっ
たとしても使用者は知り得なかったとしている。
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側からそれを求めたりしたような場合に限られ、単に解雇や懲戒処分を避ける

ために退職届等を提出したとしても、それは退職の意思そのものが不存在で

あったとは認められないと言える。すなわち、このような場合には、退職の意

思そのものは形成されており、ただその過程に暇庇があるといえるため、（動

機の）錯誤や詐欺、強迫の問題といえる。その意味で、心裡留保による退職の

意思表示の無効が認められる余地は相当程度狭いといわざるを得ないが、その

こと自体は不当とは言えない。

2錯誤・詐欺

錯誤とは、表示行為から推測される意思と表意者の真実の意思とが食い違っ

ており、その食い違いを表意者自身が気付いていない場合をいう。民法95条

は錯誤による意思表示を無効とするが、その要件は①「法律行為の要素」に錯

誤があること、及び②表意者に重大な過失のないことである。また、錯誤が無

効となるのは原則として表示行為の錯誤（表示上の錯誤、内容の錯誤）に限ら

れ､動機の錯誤は含まれない。ただし､動機が表示されて意思表示の内容となっ

た場合には、法律行為の要素となりうるとするのが通説判例である鈍・

裁判例を見ると、使用者が解雇などの不利益を労働者に示し、労働者がそれ

を避けるために退職した場合、使用者が示した解雇等の法律上の有効性が問題

とされ、それが無効であれば、それが有効と信じて退職した労働者には動機に

錯誤があり、動機が使用者に対して示されていれば無効となると判断されるも

のが多い。

この点、まず労働者が避けようとする「解雇」は、裁判例が示すように「法

律上有効な解雇」といえるかが問題となる。すなわち、仮に裁判となり判決を

受ければ無効であると判断されるような解雇であっても、これを労働者が避け

34大判大3．12．15民録20輯1101頁、最一小判昭32．12．19民集11巻
13号2299頁・判タ78号53頁。
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ようとすることは十分に想定できる。その意味で、使用者が事実上解雇を行お

うという意思を有していれば、労働者としてはその解雇を避けるために退職す

る場合が考えられる。もちろん、富士ゼロックス事件35の原告のように、使

用者から解雇を示唆された後に労働組合の役員等に相談して、仮に解雇された

場合に裁判で勝てるかどうかを質問しているようなときには、労働者の避けよ

うとする解雇は法律上有効な解雇だと言えるであろう。また、合意解約になれ

ば一定程度の退職金割増を実施するような場合、必ずしも純粋に解雇を避ける

ための退職の意思表示とは言いづらくなる。丸中製糸事件36では、退職金の

全額支給は2次的な動機にすぎないとしているが、これはこの事件で会社の財

政事‘情からして退職金全額支給が望み薄であることなどを背景とした判断であ

り、常に解雇回避が先で､退職金の話は2次的なものにすぎないとは言えない。

昭和電線電償事件37では、合意解約に応じれば3ケ月分の給料相当額が上積

みされる事例であったが、判決はその点に特には言及していない。

動機の錯誤により退職の意思表示が無効とされた事案でも、明示的に動機が

示されたものは見当たらない。基本的に、使用者は退職の動機を知っているは

ずだということで、動機の錯誤があればすなわち要素の錯誤として無効になる

傾向がある。なんら明示的には解雇を回避するためとは表示されず、さらには

労働者に退職を勧告し、現に退職させたのが当該労働者の両親である北海道電

力事件38のような事例ですら、会社には退職の動機が分かっていたはずだと

判断されている。同事件は、反戦集会に参加した労働者が、示威行進に移行し

た際、兇器準備集合罪、公務執行妨害罪等の嫌疑で原稿逮捕され拘留されたこ

とについて、その両親は、これにより債権者は懲戒解雇になり、又その兄が官

庁の採用，次試験を通過したばかりでこれに支障があると困ると考え、債権者

35東京地判平23．3．30労判1028号5頁。
36長野地諏訪支判昭59．3．26労判435号74頁。
37横浜地川崎支判平16．5．28労判878号40頁。
38函館地判昭47.7.19判夕282号263頁。
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に無断で退職願を作成し提出したが、受理を拒否されたため、警察署取調室に

おいて債権者を説得の上、やや強引に印鑑をにぎらせて押印させ、これを会社

に提出し、会社がこれを受けて退職を発令した事案であるが、判決は「債権者

が右意思表示をなしたのは、もしそれをなさなければ、債務者から懲戒解雇さ

れ、その結果、兄慎一の就職に悪影響を及ぼすことになるであろうこと等を苦

慮したためであることが明らかであり、また、債務者は、債権者が懲戒解雇に

なるのをおそれて右意思表示をなした事情を十分把握していたものと推認され

る｡」「…債権者が反戦集会に参加して逮捕拘留されたという事実のみを根拠と

して懲戒解雇されることは通常あり得ないと思料される。…債権者が債務者に

対し本件依願退職の意思表示をなした際、債権者はこれをなさなければ懲戒解

雇処分にされるという自己の法的地位についての重大な錯誤があり、右債権者

の動機は、黙示的に債務者に表示されていたものといえるので、右意思表示に

は、民法第95条の法律行為の要素の錯誤があったことになる。よって、右意

思表示は無効である｡」としている39。

ただ、逆に、この点を厳格に捉えて、何ら動機が表示されていないから、そ

れ以外の点を判断するまでもなく錯誤によって無効になることはないとするの

が石見交通損害賠償請求事件一審40である。同事件は、被告会社が賃借して

いたアパートに入居していたバスガイド女性従業員を同じアパートに住むバス

運転手が暴力を用いて強いて姦淫し、女‘性従業員が妊娠するに至ったことに対

し、営業所長は、素行不良又は不正行為であって著しく従業員としての対面を

汚し、会社の名誉を損なったとして、本来なら懲戒解雇するところであるが、

女’性従業員の将来を考えて、退職願の提出を受けて雇用契約を解約したいとし

39そのほか、動機の錯誤を認め、当該動機が使用者に対し表示されていたとする事案と
して､ヤマハリビングテック事件（大阪地判平11．5．26労経速1710号23頁)、
学校法人徳心学園事件（横浜地決平7.11.8判タ910号126頁)、前掲・丸中製
糸事件、大隈鉄工所事件（名古屋地判昭52.11.14判時880号85頁)、山一証
券結婚退職事件（名古屋地判昭45．8．26判時613号91頁）などがある。

40松江地益田支判昭44.11.18労民集20巻6号1527頁。
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たことから、女性従業員がこれに応じて退職願を提出した事案であるが、判決

は「原告花子が本件解約の意思表示を行うに際し、前示訴外小川秀雄〔営業所

長〕は一方的に同原告の訴外下尾正〔バス運転手〕との情交をとりあげて難詰、

面罵したうえ、被告会社との雇傭契約の解約の意思表示をすることを迫り、一

方同原告はこれに対し、何ら弁解或いはその意見の発表を行わず、たぎ自己の

‘情交関係が明らかにされたことへの差恥と恐怖から退職届の作成に応じたこと

が認められ〔る〕。…叙上認定の事実からみれば、本件解約の意思表示の際原

告が本主張において述べる動機は明示にも黙示にも表示されていないことにな

る。してみれば、原告の本主張は他の点を判断するまでもなく失当である｡」

として、錯誤の主張を退けている41．

この点、労働契約では取引安全を重要視する必要がないことなどから、表示

の問題は緩やかに認定することも可能と思われるが、上述のように動機が重畳

的であることはままあると思われ、ある程度の明示は必要と考えられる。

また、使用者が労働者を欺岡して退職させた場合には、詐欺により取り消し

得ることになるが、これまでの所、詐欺による取り消しが認められた事案は見

あたらない42。

S強迫

使用者が不法な目的及び手段を以て労働者を畏怖せしめ、以て退職させれば

強迫により取り消し得る。

有形力の行使や、そこまでは及ばなくとも身体的な苦痛を与えることで退職

を強要するなどが典型的である。長時間にわたって退職勧奨を行い、疲労や睡

魔による苦痛を与えることで退職願を書かせた陸上自衛隊(第32普通科連隊）

41

42

ただし、後述の通り強迫による無効を認め、地位確認を認容している。

詐欺による取り消しを退けた主な事例として、第一化成事件（東京地判平
20.6.10労判972号51頁)、前掲・昭和電線電綴事件、北原ウエルテツク事件
(福岡地久留米支判平10．12．24労判758号11頁）など。
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事件43や、未成年の女'性労働者を長時間一室に留めおいて退職を強要した石

見交通事件“などが見られる。

また、一定の不利益を告知することで労働者に退職を強要する場合にも強迫

が成立しうる。ネスレ日本（合意退職）事件45では、6年8ケ月前の暴力事

件について叱責され、退職した労働者について、「A工場長らが債務者の職制

として，会議室に，人呼び出した債権者に対し，債務者が近く谷口暴力事件を

理由として債権者について懲戒解雇を含む懲戒処分に及ぶことが確実であるこ

とを予告した上で，債権者が右処分に不服であれば債務者は妥協しないため長

く裁判で争うことが必至であるから，この事態を避けるためには債務者が処分

をする前に自発的に行動することが賢明であるとして暗に早期に自己都合退職

することを強く迫ったため，債権者は，債務者から近く懲戒解雇される蓋然性

が高く，懲戒解雇された場合に裁判で争うことはこれまでの債務者の対応や姿

勢から妥協のない長期間の争いとなるだろうが，これは自身の年齢や家族状況

に照らして負担が大きいと畏怖して心理的に追い込まれた状態となり，この事

態を避けるためには即時に自己都合退職に応ぜざるを得ないとして本件退職願

を作成し労働契約合意解約の申込みをしたものと一応認めることができる。そ

うすると，債権者の右申込みは，特段の事情のない限り,A工場長らの強迫に

よるものとして取消し得るものというべきである｡」とした。そのほか、旭川

から東京への転勤を命じられた労働者に対して、会社側が転勤に応じなければ

懲戒解雇になる旨を告知したことについて、当該告知に基づいてなされた退職

の意思表示は強迫に基づくものであるとして取り消しを認めた事例46、特段に

理由がないにもかかわらず懲戒解雇する旨を告げて威嚇し退職願を提出させた

43東京地判昭57.12.22行政事件裁判例集33巻12号2560頁。
44前掲．石見交通事件一審、同控訴審（広島高松江支判昭48.10.26高等裁判所民

事判例集26巻4号431頁)。

45水戸地龍ケ崎支決平12．8．7労判793号42頁。

46損害保険リサーチ事件（旭川地判平6．5．10労判675号72頁)。
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ことが強迫に当たるとした事例47、濫用にわたるような懲戒解雇や告訴の威嚇

が強迫に当たるとした事例蛤、懲戒事由が存在したとしてもそれが懲戒解雇に

まであたらないものであれば懲戒解雇の告知は不当な威嚇にあたり強迫となる

とした事例49などがある。

ただし、強迫となる不利益の告知はそのものが不当である必要があり、その

範囲は必ずしも広いものとは言えない50・瀧本事件51は、会社の機密情報を不

正に入手したとの嫌疑をかけられた労働者が自ら退職した事案において、「面

談が実施された8階第2応接室が4畳半もないくらいの部屋であること……等

原告の主張する点を併せ各事情を総合考慮するに、嫌疑が掛けられ懲戒解雇の

可能'性、すなわち退職金が支払われなくなる危険があるという原告の意思決定

に影響を及ぼす状況があったことは認められるが、これを超え、原告に対し強

迫が加えられた事実までを認めることはできない」として、強迫の主張を退け

ている。

Ⅵ使用者の退職勧奨に起因する合意解約

1退職勧奨と解雇の意思表示

前述のように、使用者が労働者に対して退職を迫る場合、仮に使用者からの

退職勧奨に応じて自発的に退職（合意解約の受入）をしなければ、解雇するこ

とを明示または黙示に示す場合がある。この場合には、仮に退職の時点におい

て使用者が解雇していたとすれば、当該解雇は有効であったかを検討し、仮に

47大阪地決平元．3．27労判536号16頁。
48ニシムラ事件（大阪地判昭61.10.17労判486号83頁)。
49昭和自動車事件（福岡地判昭52．2．4判時880号93頁)。
50強迫による取消の主張を退けた事案として、フイリップ・モリス・ジャパン事件（東
京地判平22．2．26判時2077号158頁)、積水化学工業事件（大阪地判平
16.3.12日労経速1869号12頁)、ネスレジャパンホールディング事件（東京
高判平13．9．12労判817号46頁)、

5'大阪地判平20.8.22労経速2027号3頁。
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権利濫用に当たって無効であるとすれば、当該解雇を避けるためになされた労

働者による退職は錯誤により取り消し得るものとされる場合があり、また解雇

の威嚇によって労働者を以て畏怖せしめこれにより労働者を退職のやむなきに

追い込めば強迫によって取り消し得るものともされ得る。

そのため、いくつかの事例では、使用者からの退職勧奨が、それ自体として

第一次的には合意解約の申し入れであり、更に労働者がこれを受け入れないこ

とを停止条件とする解雇の意思表示であると判断するものが見られる。連合国

軍総司令本部による占領下においていわゆるレッド・パージに便乗して共産党

同調者を企業から排除した特殊な事案であるが、小野田セメント解雇事件判

決52は、「雇傭契約の終了原因としては解雇と退職との二形態のあることはも

ちろんであるが、両者はその法律構成を異にし又それぞれの法律要件は異って

いるから、具体的な一雇傭契約の終了原因は解雇であるかそれとも退職である

かのこ律背反の関係に立ち、それが解雇でもあり且つ退職でもあるということ

は論理上あり得ない。そうして結局具体的に解雇であるか退職であるかは各事

件毎の事実認定によって決せらるべき問題であり、この場合退社願が存在して

いれば直ちに退職であると認定すべきものでもないし、又解雇通告が存在して

いれば直ちに解雇であると認定すべきものでもなすべきものでもなく、結局は

当該事件の全証拠によって形成せられる心証上の判断であると解せられる」と

した上で、「右通告書〔合意解約申込通知書〕でなされている意思表示全体の

趣旨は被告が原告に対し、第一次に昭和二十五年十一月十五日を終期とする期

限付雇傭契約の合意解除契約の申込をなすとともに第二次に同月十六日始期と

し且つ退社願が同月十五日までに提出されないという消極的事実の確定を停止

条件とする始期付停止条件解雇の意思表示を行ったものと解するのが相当であ

る。そうだとすれば原告が通告書に基き承諾期限である同月十五日までに退社

願を提出すれば、原被告間の雇傭契約はその提出の日に承諾がなされたものと

52山口地判昭34．3．5労働関係民事裁判例集10巻2号316頁。
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して合意解除契約が成立し、その効力の発生を妨げる特別の事由のない限りそ

の時合意解除の効力も生じ雇傭関係は消滅するものであり、従って始期付停止

条件付解雇の意思表示はその効力を生ずる余地がないものと解せられる」とし

て、合意解約の申込が、合意解約の申込と予備的な解雇の意思表示の'性質を併

せ持つことを認めている。前掲･昭和電線電績事件もまた、使用者の言動から、

合意解約の申込だけで、労働者の合意解約拒否を停止条件とする解雇の意思表

示を含むものであると判示している53。

また、東京セクシュアル・ハラスメント（水産物販売会社）事件瓢では、

会社がセクハラを受けた女'性従業員に対し、加害従業員と当該女'性従業員との

間で示談が成立した後に、退職勧奨をなしたのに対し、当該女‘性従業員は退職

願等を提出しなかったにもかかわらず、会社が退職の手続を取り、当該女‘性従

業員も離職票賃金支払い証明書や退職金を受領したという事案において、「被

告代表者は、原告に対し、本来なら懲戒解雇であるとまで告げた上で、依願退

職の形で辞めるよう求め、原告の後任のSを採用して原告に引き継ぎを行うよ

う求め、他の従業員に対し原告が退職することになったと述べて、原告が勤務

を継続することを事実上不能にしており、他方、原告は、右の事情から勤務を

継続することができず、解雇の効力を承認せざるを得ないと判断し、退職金を

受領したものの、丙川（加害従業員）のように退職届を提出しなかったもので

あるから、被告代表者は、遅くとも平成九年五月一五日までに原告を解雇する

旨の意思表示をしたものと認めることができる｡」として、特段に解雇の意思

表示がなされたわけではないものの、解雇であると認定した55。

53前掲．浦賀重工業事件も、同じくレッド．パージに関連してなされた退職勧奨に関す
るものであるが、本件退職勧奨は、期限を定めてなされた合意解約の申込と当該申込

を労働者が拒否することを停止条件とする解雇の意思表示と判断した。前掲・播磨造

船解雇事も同様。

54東京地判平11.3.12労判760号23頁。
55東武スポーツ（宮の森カントリー倶楽部．労働条件変更）事件（宇都宮地判平

19.2.1労判937号80頁）参照。
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丸一商店事件56では、会社代表者が「来月から残業代は支払えない。残業

を付けないか、それがいやなら辞めてくれ｡」と告げたのに対して、原告が同

日即座に「それでは辞めさせてもらいます｡」と言って退職の意思表示をした

事例で、「原告は、A被告代表者）が今後残業代は支払えないと告げたのに

対し、それではやっていけないと考え、自ら退職の意思表示をしたものと一応

はいうことができる。しかしながら、Aの発言は、残業手当の請求権を将来に

わたり放棄するか退職するかのこ者択一を迫ったものであって、かかる状況で

原告が退職を選んだとしても、これはもはや自発的意思によるものであるとは

いえないというべきであり、右Aの発言は、実質的には、解雇の意思表示に該

当するというべきである。かように解しないと、使用者は、従業員に対し、労

基法に違反する労働条件を強要して退職を余儀なくさせることにより、解雇予

告手当の支払を免れることができることになり､相当でないからである｡｣とし、

会社代表者の発言自体は辞職を促す、もしくは合意解約を申し込む形式のもの

であったにもかかわらず、実質的にはそうした意思表示を含まず、単に解雇の

意思表示であると捉えている。

こうした裁判例の態度は妥当なものであると考えられるが、同時に、どのよ

うな使用者の言動が結局（予備的な）解雇の意思表示を含むといえるのかにつ

いては、明らかとは言えない。仙台セクハラ（自動車販売会社）事件57では、

｢あなたは来月一杯で辞めていただきたい。その理由は、店長に挨拶しない、

お茶を出す態度が悪い、それと1人で勝手に騒いで会社のイメージを悪くされ

た。男'性なら転勤という方法もあるが、女性なので辞めていただくということ

にする。あなたがこれまで自分のとった行動を反省するならいてもいい。しか

し、いても社長の印象もよくないし、当然ボーナスの査定も下がるからな。辞

めるかどうか連絡をよこしなさい｡」と総務部長が強い口調で発言したことに

56大阪地判平10．10．30労経速1702号3頁。
57仙台地判平13．3．26労判808号13頁。
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ついて、「右発言が解雇通告とも受け取られるような強い発言であったことは

認められるものの､『これまでの自分のとった行動を反省するならいてもいい｡』

などと原告の勤務態度いかんによっては勤務できる余地を残した発言であった

のであるから、右発言を解雇通告と捉えることはできないというべきである｡」

と判示されている。総務部長の発言からは、辞め方はともかく最終的に職を離

れなければならないであろうことは明白ともみられるが、裁判所は解雇の意思

を否定している。

使用者のする退職勧奨に解雇の意思表示が含まれていれば労働者の雇用契約

上の地位は最終的に解雇権濫用法理によって厳格に審査されることになるが、

前掲･小野田セメント解雇事件判決の指摘するとおり､証拠から形成される「心

証形成上の判断」としか現状では言えず、どの様な場合に解雇の意思表示を含

むのか明確な基準まで見いだすことはできない。

なお退職勧奨が違法である場合、損害賠償を発生させる認。

2退職勧奨の法的性格

退職勧奨は、事実的な問題としては、使用者が労働者に対して労働契約の解

除を求める行為であるが、その評価によってはそれが申込みの誘因である場合

と解約の申込みその物である場合とが考えられる。この点は、必ずしも明らか

ではないが、労働者側からの解約の申込みの場合と同様に考えれば、確定的に

解約の申込みと認められるものを除き、申込みの誘因と考えるべきであろう。

既に述べたように、一度合意解約が成立すればそれによって従前の労働契約の

解除という新たな法律関係が形成され､爾後労働者からの撤回は認められない。

確かに、労働者にはこれを拒否することが可能ではあるものの、労働者側から

の発意の場合とは異なり、使用従属関係における弱い立場にある労働者が、解

58美研事件（東京地判平20.11.11労判982号81頁。
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雇権を有する使用者から契約解除を求められれば、そのことが意思の形成に影

響することは当然であり、そうであれば労働者が解約を受け入れた後も、辞令

の交付等最終的な解除の成立まではその撤回を可能にすることが相当であり、

また労働者側からの辞職及び合意解約申込みの峻別に鑑みても妥当と考えられ

る。

また、退職勧奨が無効なものであれば、それに応じて労働者が合意解約を受

け入れたとしても、申込が不存在である以上、合意解約は成立しない59。更に、

前記のような、解約の申込みと同時に解雇の意思表示がなされていると評価で

きる場合だけでなく、違法な職務命令等を伴うなどして、労働者を辞職のやむ

なきに追い込むなどした場合には、これが解雇と擬製されたり“、見なし解雇

として損害賠償の対象となる可能性が指摘される6'。

V 早期退職を巡る問題

1割増退職金等

退職に関連して問題となるのが、早期退職奨励金等の名目で支給される、使

用者からの求めに応じて早期退職する従業員に通常より上乗せして支給される

退職金である。

整理解雇の効力が争われる事案において、いわゆる整理解雇四要件中、解雇

回避努力義務の履践の有無について希望退職の募集の有無が重要視される裁判

例が多くみられる62。この希望退職の場合にも多くは退職金を上乗せして希望

59前掲．川崎重工解雇事件一審判決。
“前掲・小西『解雇と労働契約の終了J169頁。
6'小宮文人『雇用終了の法理』（信山社・平成22年）207頁。
62最高裁も、保母に対する整理解雇が争われたあさひ保育事件（最一小判昭

58．10．27労判427号63頁）で希望退職募集を行っていないことを理由
に解雇無効と判断している。最近の事例としてコムテック事件本訴（東京地判平
23.10.28労経速2129号18頁）
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退職者を募るといった手段が講じられるが、このような経営危機の状態に限ら

ず、管理職構成のいびつさの是正や剰員対策のために早期退職制度を導入し、

同じく退職金の上乗せ等によって早期退職に誘導する施策が採られることが多

い。やや古い資料ではあるが、厚生労働省の調査でも7割以上の企業が早期退

職制度を導入している63．

早期退職制度の適用については､これまでにも色々な争いがなされてきたが、

その多くは､制度適用自体､すなわち使用者が当該労働者の属'性(年齢や職種等）

によってそもそも早期退職制度適用の範囲外だと主張し、これに対して労働者

が自らも適用範囲内である若しくは適用範囲外におかれることが不当だと主張

する場合である。次に、一応は適用対象であるが使用者の承諾等が適用の要件

となっていて、その承認がなされない場合である。また少数ではあるが、早期

退職制度に関する使用者の情報提供の在り方が争われた事案もみられる“。ま

た、前述のように、退職金の在り方が、労働者のする退職の意思表示に暇庇が

あったかなかつたかの判断にも影響する場合がある。

2制度適用自体の争い

まず、制度適用自体については、当該労働者の退職後に制度が導入された

り、また当該労働者が所属する以外の労働組合が労働協約によって制度を導入

しても当該労働者に適用がないのは当然である65.また、適用条件を満たさな

63平成17年度賃金事情等総合調査（退職金、年金及び定年制事情調査）「産業、選択
定年制（定年前早期退職優遇制度）の有無、適用対象者の決め方、適用開始年齢、優

遇措置の種類、退職一時金の優遇措置の内容別分布及び集計社数」(http://wwwdbtk.
mhlw.go.jp/toukei/kouhyo/data-rou22/datal7/Sougou-taishoku-27-l.xls)

“東邦生命保険事件（東京地判平17.11.2労判909号43頁、労経速1923号
22頁)。

65会社の経営破綻後に退職しその後に労働協約によって割増退職金制度が導入された場
合には既に組合員資格を喪失しているとして受給資格がないとされた阪和銀行事件(和

歌山地判平13．3．6労判809号67頁、労経速1781号9頁)、他組合が締結

した協約上の割増制度の適用が否定された破産者隈々堂破産管財人事件（大阪地判平
13．11．7労判819号46頁、労経速1798号3頁）など。
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い場合にも当然適用を受けない66。このように適用に差異が生ずることが平等

原則違反にならないかについては、住友金属工業（退職金）事件67は、加算

金は退職に応じる対価であり、退職を勧奨する必要’性の度合いにより支給額が

変わってもそれに対する応諾は労働者の自由な意思によるものであって平等原

則違反とはならないとしている。

ところで、募集期間を過ぎてから応募した者に制度の適用がないことは当然

と思われるが68､募集終了期日が早められた場合には別異に解する必要がある。

この点、労働協約によって早期退職制度を導入したところ応募者が殺到したた

めに引き当てとすべき資金が足りないとして、新たな協定によって2ケ月ほど

遡って募集を打ち切った新日本検定協会事件69では、遡及して募集打ち切り

とされた日から当該協定締結までの間に応募した労働者についても、労働者は

応募によって退職日を期限とする停止条件付退職金債権を取得するとして労働

者による支払請求を認容している。

3個別労働者への適用についての争い

次に、個々の労働者が早期退職制度を利用できるかどうかが争われた事案に

おいては、まず早期退職制度の募集は「申込の誘引」であって合意解約の申込

自体ではないというのがほぼ一致した裁判例の傾向である70。もちろん、使用

者が単なる募集を越えて積極的に当該制度適用による退職を勧奨した場合には

“50歳以上という受給要件を満たす前に退職勧奨に応じた場合には既に50歳を超え
た後に早期退職制度によって退職する合意が成立していたとしても、要件を満たさな
いために適用外とされた事案としてアラビア石油事件（東京地判平13.11.9労判
819号39頁、労経速1787号22頁)。

67大阪地判平12．4．19労判785号38頁
銘ジャパン・エア・ガシズ事件（東京地判平18.3．27労経速1934号19頁)。
69神戸地判平14.11.13裁判所ウェブサイト掲載、LEX/DB文献番号

28080616．ただし、本件では使用者による承諾が要件とされていない。

70大和銀行（退職支援金）事件（大阪地判平12．5．12労判785号31頁)、近
畿松下テクニカルサービス事件6、富士通（退職特別加算金）事件（東京地判平
17.10.3労判907号16頁、労経速1916号15頁)。
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それ自体が申込であり、労働者側の同意はその承諾と解される場合もある71．

早期退職募集に対する労働者からの応募に対しては、制度適用の要件として

使用者の承認を要するとする場合が多い。この承認の要件を附すること自体に

ついては、これを違法とする裁判例は見あたらない。前掲・大和銀行（退職支

援金）事件では、「本制度の利用について被告の承諾を要件とした趣旨が、退

職により被告の業務の円滑な遂行に支障が出るような人材の流出という事態を

回避しようというものであって､それ自体不合理な目的とはいえない。そして、

承諾が要件となっても、被告行員にとっては、従前の退職金を受領して退職す

るか、雇用契約を継続するかという選択は可能であり、また、承諾となる前で

あれば、申込を撤回することも可能であって、いずれにしても従前の雇用条件

の維持は可能であることから行員に著しい不利益を課すものとはいえない。し

たがって、本制度について承諾という要件を課すことが公序良俗に反するもの

とはいえない」とし、更に「特段の理由がない限り承諾すべき義務があるもの

ともいえない」と判示して、使用者の裁量が相当に広いことを示している。

これに対し、そもそも会社に残るか普通に退職するかという選択の幅が極め

て狭くなるような整理解雇直前といった場合には、別異に解すべきとの裁判例

もみられる72．申込を受理しながら承諾とも不承諾とも意思表示をしないまま

労働者を退職させるというやや特殊な事案ではあるが、アジアエレクトロニク

ス事件73では、「本件は、いわゆる早期退職優遇制度に関するものとは異なる」

｢〔リストラ〕が成功しなければ倒産を免れず、整理解雇も予想されるという状

況にあり……、したがって、余剰人員とされるものにとっては事実上会社に残

るという選択肢は乏し〔い〕」とした上で、「余剰人員とされる者に対する希望

7'前掲・ジャパン・エア・ガシズ事件。
72道幸哲也「早期退職優遇制度をめぐる法律問題」（労判797号5頁11頁も整理解
雇法理で問題となる希望退職募集については、会社の承諾はかなり制限されたものと
なり、承諾を拒否しうるにしても予想以上に応募者が殺到した場合や企業運営上不可
欠な労働者の場合に限られるとされている。

73東京地判平14.10．29労判839号17頁、労経速1836号3頁。
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退職の募集に承諾条件を設定するのであれば,第1に『会社の認める者』といっ

た，無限定で会社による一方的な判断の可能な事由ではなく，各社員につき適

用の有無が判明するような明確で具体的な承諾条件で，かつ，それが確たる根

拠に裏付けされたものであることを要し，第2に会社は募集に際し，社員の決

断の時機を逸することなく，これを明示すべきであり，少なくとも各社員がそ

れを明確に認識できるよう周知する手段を講じる必要がある」として、使用者

の裁量に一定の制約を課している74.

以上、通常の早期退職制度に関する限り、制度への募集は退職申込の誘引で

あること、制度設計及びその適用の在り方については相当に広い裁量が使用者

に認められることがこれまでの裁判例の傾向といえる。

4割増退職金の不利益変更

通常の退職金は、退職金制度を導入する企業はこれを就業規則に記載しなけ

ればならず（労基法89条3の2号)、そして就業規則に記載されれば、賃金

とみなされる75.そして、これを不利益に変更しようとする場合には、いわゆ

る就業規則不利益変更法理に基づいて合理性判断がなされることとなる76。そ

こで、本件のような早期退職制度に基づく割増退職金についてもこれを賃金と

みなし、これ廃止するなど不利益に変更しようとする場合には就業規則不利益

変更として判断すべきとの見解もある77･しかし､前掲.大和銀行(退職支援金）

事件が割増退職金を「当初の雇用条件にさらに条件を付加するもの」としてい

ることや、前期のように早期退職募集が「申込の誘引」とされていることなど

から、裁判例は早期退職は新たな契約ととらえているものと思われ、早期退職

74柳漂武「希望退職承諾の確定時期一アジアエレクトロニクス事件」（法政研究70巻2
号175頁)。

75昭和22年9月13日労働次官通達。
76御国ハイヤー事件（最二判昭58．7．15判例時報1101号119頁)。
77佐藤敬二「早期退職優遇制度の適用に関する使用者承諾権の可否」（民商123巻4．

5合併号324頁）330頁。
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規定の改廃等についてそれ自体をとりあげて問題とはしていない。また、この

ように新たな契約による債権であって、賃金としての‘性質はない、若しくは相

当に薄いと解されているようである。

神奈川信用農業協同組合（割増退職金請求）事件一審判決78では、使用者

による不承認を「個別の具体的な労働契約関係の内容を一方的に変更する」と

表現しているが、割増退職金は承認があって初めて発生する権利であるとも述

べており、割増退職金の‘性格付けに多少の混乱があるように見られる。

5早期退職優遇制度と制度適用承認権行使の裁量

早期退職制度に基づく割増退職金(加算金)の支払いに対する使用者の承認・

不承認の可否について最高裁が判断をした初めての事例は、神奈川信用農業協

同組合（割増退職金請求）事件上告審判決79であると思われる。

同事件は、他の農協との合併が確実な状況下で、毎年募集していた早期退職

について、応募者は9月末日までに申し出をし、使用者からの承諾を得れば早

期退職奨励金を退職金とは別に受け取れるという制度下において、8月になっ

て使用者が制度廃止と、当該年度の応募者に対する全員不承認を決定した事案

で、7月までに退職の申し出をしていた労働者らが早期退職奨励金の支払い棟

を求めたものであるが、まず、使用者による承認を要件とすること自体につい

ては、一審から上告審までを通じて認められている。しかし、一審80では承

認の裁量は制度の趣旨目的に沿った合理的なものでなければならず、さらに括

弧書きではあるが、使用者にとって必要な人材を引き留めるために承認をしな

いと言った運用は許されない可能‘性が高く、成績が悪い者について承認しない

ことが許される程度であるとしているのに対し、上告審では承認は使用者の裁

78横浜地小田原支判平15．4．25労判931号24頁。
79最一小判平19.1.18労判931号5頁◎

釦前掲．神奈川信用農業協同組合（割増退職金請求）事件一審判決。また、控訴審（東

京高判平15.11.27労判931号23頁）も一審とほぼ同様の判断をしている。
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量によるものであって、承認がなければ割増退職金を請求する余地はないとし

ている。上告審判決では、その理由として通常の退職はできることから退職の

自由を不当に制約するものではない等としており、ほぼこれまでの裁判例を追

認したものと思われる。これに対して、一審・控訴審判決が採る立場は、これ

までの裁判例と比べると、使用者の裁量の幅を狭めようとするものである。

この点については、まず､通常の合意解約について､労働者からの申出があっ

ても使用者はこれに同意する義務は一切ないものと思われる。また、上述のよ

うにこれまでの裁判例からすれば、割増退職金は通常の退職金と比べて労働契

約上の権利としての賃金の性格が薄い。そうすると、一審・控訴審判決がいう

ように有為の人材に対する引き留め策として使用者がこれを利用しようとする

ことを基本的に許容しないとまで言うことは行き過ぎと思われる。さらに、前

掲・富士通（退職特別加算金）事件の事例のように、退職直後に競合他社に転

職することが明らかな労働者にまで割増退職金の支払いを強制することは妥当

‘性を欠く。

そのため、承認に関する裁量は一定程度広いものというべきと考えられる。

そして､これまでの労使‘慣行に照らして不承認とすることが不当である場合や、

不承認とすることと使用者の目的との間に関連がない場合、その他使用者の行

為が不当である場合に当該裁量権行使を濫用とすることで、裁量に制限を加え

ることが妥当と思われる。上告審判決は、使用者の広い裁量を認めた点では妥

当と思われるが、濫用'性判断の可能性について直接言及せず、一応の濫用‘性判

断と思われる不承認の理由の検討についても単に経営継続が困難になることを

防ぐためとして理由があるとしており、不十分と思われる。

同事件では、これまで不承認となった従業員は皆無であることと、特に当該

年度の募集期間の途中で突如募集を取り止め応募者全員について承認を拒絶し

ていること、原告らに他に承認拒絶の根拠となる非違行為等は認められないこ

と等に照らせば、経営が相当に困難であったことを考慮してもなお、裁量権の
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濫用であったとみることができると思われる。そして、当事者の意思解釈とし

て、当該使用者が主張した事由では不承認とできないことが明らかとなれば、

早期退職を募集した以上、承認する意思であったことを推認して、いわば黙示

の承認を認定し、給付判決を出すことができるものと解される。

終わﾚﾉに

退職については、そもそも何が合意解約で何が辞職なのかさえ実際に正確に

捉えることは困難であり、一定の暗黙の了解のもとで労働者の不利にならない

よう解釈をすることで、妥当な結論を導こうとしている。また、退職の意思表

示に暇庇があったり、また労働者が翻意した場合に、どのように解決するかに

ついても民事法の通常の解釈では必ずしも常に妥当な結論が得られず、意思表

示の暇庇、特に（動機の）錯誤については、退職奨励金のように、解雇や懲戒

処分など労働者が想定していたであろう不利益とはほかに有利となる事‘情があ

るなど、様々な問題が生起する労働関係の中でも、未だ学説も裁判所も手探り

の感がぬぐいきれない。また、使用者が違法不当に労働者を退職に追い込むな

どした場合の救済方法も、確立されているとは言えない81。

特に意思理論によらざるを得ない問題については、今後、新たな立法論が必

要となると考えられる。

81前掲．小宮「雇用終了の法理」218頁。いわゆるみなし解雇や準解雇といった考え

方は支持を受けているが、裁判例などでは未だ必ずしも損害賠償範囲などについて明

確な基準が見いだせていないように思われる。
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