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私傷病との認識の下になされた業務上疾病曜患者の休職期間満了

退職扱いの効果と安全配慮義務違反に基づく損害賠償義務の範囲

アイフル(旧ライフ)事件

大阪商判平24.12.13労判 1072号55頁

(原審:大阪地判平23.5.25労判 1045号53頁)

戸谷義治

I 事案の概要

被告y (ライフ)はクレジット事業等を営む株式会社であり、本件第一審判決

後の平成23年 7月 1日付を以て、株式会社ライフ及びライフカード株式会社に

分割され、前者は同日アイフルに吸収合併されたものである(アイフルが旧ライ

フを承継しているが分割・吸収合併の前後を通じて被告をYとする)。

原告Xは、昭和 36年生まれ、昭和 59年4月にYとの間で雇用契約を締結し、

これに入社した者である。

Xは数度の配置転換を経た後、平成14年7月に組織変更によりコールセンター

西コールセンタ一課破弁係(破産・弁護士介入債権案件担当)の所属となった。

当時、同課にはG部長、 E課長のほか6つの係が置かれ、 Xが所属する破弁係に

は I係長のほかXを含む3名の正社員、及び数名のパートタイマーが所属してい

た。

この頃のXの時間外労働は 158時聞から 241時間に達していた。

Xは同月 4日、突然めまいに襲われたためYを欠勤し、病院を受診したところ、

「欝状態J["抑穆状態J["抑欝神経症」等と診断された。同日以後、 XはYに出勤

していない。

その後Xは、 Yに対して 14度にわたり診断書を提出し、これに基づいて休業

申請を行って、休業の取扱を受けている。

X は当時のYの就業規則に従い、年休や復活年休等を利用した後、平成 14年
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1 1月28日から平成 15年9月27日までは欠勤、翌28日からは休職となっ

た。 Yの就業規則によればXの休職期聞は 24ヶ月(勤続年数により変動する)

であり、平成 17年7月25日にはYはXに対して同年9月27日を以て休職期

間満了による退職となる旨を通知したが、 XY聞のやりとりの結果、同年 10月

3 1日までを休職の取扱とすることとなった。また、 YはXに提供していた借り

上げ社宅について同年 11月30日を以て社宅としての取扱を終了している。

平成 17年 11月24日、 Xが大阪西労基署長に対して労災保険の給付を申請

したところ、同署長は平成 19年8月30日にXの休職がYでの就労に起因する

ものであるとして、療養・休業補償給付の支給を決定した。

Xは休職後、平成 17年 10月31日までの聞に、 Yから給与として473万

余円、賞与として 83万余円、ライフの健保組合から健康保険傷病手当として 3

50万余円、国から療養・休業補償給付として 1085万余円をそれぞれ支給さ

れている。

以上の事案においてXがYに対し、雇用契約上の地位を有する地位にあること

の確認、就労を継続していれば課長職にあったはずであるとしてそのことの確認、

未払い賃金等の給付、及び精神疾患発症にかかるYの安全配慮義務違反に基づく

損害賠償の支払いを求めて訴えを提起したのが本件である。

E 原審の判旨

一部認容(地位確認)

一部却下(課長職の確認)

一部棄却

1 地位確認について

「原告が発症した本件精神疾患は，原告の業務に内在している危険性が現実化し
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私傷病との認識の下になされた業務上疾病橋患者の休職期間満了退職扱いの(戸谷義治)
効果と安全配慮義務違反に基づく損害賠償義務の範囲

たものであると認められ，原告が担当していた業務と原告が発症したうつ病との

聞には相当因果関係を認めるのが相当というべきである。したがって，同疾患は，

業務に起因するものであると認められるのであるから，同疾患擢息中のおける原

告に対する本件退職取扱いは，無効であるといわざるを得ない(労基法 19条 1

項類推適用)oJ

2 賃金請求について

「原告は，被告との雇用契約に基づいて，原告が特段労務の提供をしないことに

ついて原告にその責任があるなどの事情が認められない限り被告に対し，賃金等

の請求権を有していると解するのが相当である(民法536条2項)ところ，本

件全証拠によるも原告に同特段の事情を認めることができない。」

3 課長職の確認について

「原告は，課長職にあることの確認を求めている。しかし，課長職に就けるか否

かは使用者である被告の裁量判断に委ねられているものであり，労働者である原

告が使用者である被告に対して，課長職での就労請求権を有しているとは解し難

い。そうすると，そもそも同確認の訴えは，確認の利益を欠く不適法なものであ

るといわざるを得ない。」

「原告は，課長職にあること自体の確認を求めている旨主張するが，仮に同主張

を前提とすると，原告は，法律関係を離れて，課長職という事実の確認を求めて

いると解されるところ，単なる事実の確認の訴えは，原則として確認の利益がな

いと解される(民訴法 134条参照)。そうすると，いずれにしても原告の当該

確認の訴え部分は不適法である。J

4 安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求について

「一般的に，使用者は，その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管
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理するに際し，業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の

心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負っていると解するのが相当

である(参照:最高裁判所平成 12年3月 24日第二小法廷判決・民集54巻3

号1155頁)oJ

「被告は，原告の本件精神疾患の発症について，当該業務の遂行に伴う疲労や心

理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なわないよう注意すべき義

務を怠ったといわざるを得ない。」

「そうすると，原告は，被告の安全配慮義務違反により本件精神疾患を発症した

というべきであるから，それによって原告が被った損害を賠償すべき責任がある。J

5 賃金等請求と損害賠償請求

「原告の被告に対する賃金等に関する請求については，……雇用契約に基づく請

求において評価済みであり，同部分については，損害があるとは認められないか

ら，その限りにおいて，安全配慮義務違反に基づく請求は理由がない。j

「なお，……雇用契約に基づく請求については，平成 17年 12月 16日以前の

請求権について消滅時効が成立している。他方，安全配慮義務違反に基づく請求

については，消滅時効期聞が 10年であると解され，この点で，原告の被告に対

する請求は認められるようにも恩われる。しかし，雇用契約上の請求に係る賃金

等の請求について消滅時効が成立しているにもかかわらず，安全配慮義務違反に

基づく損害賠償請求において，同金額の請求が認められるということになると，

労基法が賃金等について短期消滅時効の制度を設けた趣旨が没却されてしまう結

果となり相当とはいえない。j

「以上のとおりであって，いずれの観点からしても，本件について，安全配慮義

務違反に基づいて賃金ないし賃金相当額の賠償を求めることはできないというべ

きである。J

安配義務違反による損害賠償請求としては、治療費、社宅家賃相当額、及び慰
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私傷病との認識の下になされた業務上疾病橋患者の休職期間満了退職扱いの(戸谷義治)
効果と安全配慮義務違反に基づく損害賠償義務の範囲

籍料 (200万円)が認められる。

安配義務違反による損害賠償と労災給付や健康保険証病手当金は損益相殺の関

係にない。

E 本件の判旨

一部変更

1 退職扱いの効果について

「労基法 19条1項において業務上の傷病によって療養している者の解雇を制限

している趣旨は、労働者が業務上の疾病によって労務を提供できないときは、自

己の責めに帰すべき事由による債務不履行であるとはいえないことから、使用者

が打切保証(労基法81条)を支払う場合、又は天災事故その他やむを得ない事

由のために事業の継続が不可能となった場合でない限り、労働者が労働災害補償

としての療養(労基法75条、 76条)のための休業を安心して行えるよう配慮

したところにある。

そうすると、解雇制限の対象となる業務上の疾病かどうかは、労働災害補償制

度における『業務上』の疾病かどうかと判断を同じくすると解される。」

「労基法 19条 1項にいう『業務上』の疾病等は、……その疾病の発症が当該業

務に内在する危険が現実化したと認められ、もって当該業務と相当因果関係にあ

るものというと解するのが相当である。」

「本件精神疾患の主たる原因としては、質的にも量的にも過重性を有する第1審

原告のライフでの業務にあると推認することができ、第1審原告が発症した本件

精神疾愚は、第1審原告の業務に内在している危険性が現実化したものであると

認められ、第1審原告が担当していた業務と第1審原告が発症した本件精神疾患

との聞には、相当因果関係を認めるのが相当である。J

「本件精神疾患は『業務上』の疾病であると認められる。」
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「そうすると、本件退職取扱いは、第 1審原告が業務上の疾病にかかり療養のた

めに休業していた期間にされたものであって、無効であるといわざるを得ない

(労基法19条1項類推適用、ライフ就業規則第32条(1 )項、第39条④号)。

2 賃金について

「雇用契約上の賃金請求権について民法536条2項の適用を排除する明文規定

はなく、債権者である使用者の責めに帰すべき事由により、債務者である労働者

の債務の履行として労務を提供することができなくなった場合には、同条項の適

用があるものと解するべきである。

そして、労務を提供することができなくなる事態には、労働者の労務提供の意

思を形成し得なくする場合も、労務提供の能力を奪う場合もあり得るから、労働

者において労務提供の意思を有していなくとも、それが労務提供の意思形成の可

能性がありながら、当該労働者の判断により労務の不提供を判断したなどの特段

の事情があればともかく、使用者の責めに帰すべき事由により、労働者が労務提

供の意思を形成し得なくなった場合には、当然に同条項の適用があるものと解す

るのが相当である。」

「業務上の疾病として本件精神疾思に擢息した第1審原告の状況は、ライフ(使

用者)の責めに帰すべき事由により、第1審原告(労働者)が労務提供の意思を

形成し得なくなった場合にあたるというべきである。」

「したがって、第1審原告の第1審被告に対する未払賃金請求については、民法

536条2項の適用があるものと認めるのが相当である。」

3 安全配慮義務違反について

「第1審原告が本件精神疾患に棲息したのは、ライフが、第1審原告において、

業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷を過度に蓄積して心身の健康を損なうおそれ

のあることを、具体的客観的に予見可能であったにもかかわらず、第 1審原告の
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私傷病との認識の下になされた業務上疾病A寵患者の休職期間満了退職扱いの(戸谷義治)
効果と安全配慮、義務違反に基づく損害賠償義務の範囲

業務量を適切に調整して心身の健康を損なうことの内容に配慮、しなかったという

不法行為によるものであるとともに、雇用契約上の安全配慮、義務に違反する債務

不履行によるものであったともいうことができる。J

「業務の負担が過重であることを原因として労働者の心身に生じた損害の発生又

は拡大に上記労働者の性格及びこれに基づく業務遂行の態様等が寄与した場合に

おいて、上記性格が同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定

される範囲を外れるものでないときは、上記損害につき使用者が賠償すべき額を

決するにあたり、上記性格等を、民法 722条2項の類推適用により上記労働者

の真因的要因として掛酌することはできないと解される(……平成 12年3月 2

4日最高裁判決参照)oJ

素因減額2割

4 課長職確認等について

却下

5 損害賠償の範囲について

「安全配慮義務違反及び不法行為による損害賠償請求の場合は、雇用契約(民法

536条2項)に基づく請求と異なり、ライフの安全配慮義務違反や不法行為が

なかったならば第 1審原告が得られたであろう蓋然性のある賃金額が損害になる。

したがって、時間外手当相当額も損害となり得ることになる。J

「賞与についても、賃金と同様に、ライフの安全配慮義務違反や不法行為がなかっ

たならば第 1審原告が得られた蓋然性があれば損害となる。J

賃金相当額、時間外手当相当額、賞与相当額、社宅の家賃相当額、治療費、慰

籍料、及び弁護士費用が損害として認められる。

「安全配慮義務違反(債務不履行)による損害賠償請求権の消滅時効期間は 10

年であるから、その損害の一部の費目である賃金相当額だけが労基法 115条の
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短期消滅時効 (2年)によって消滅すると解することは困難である。そもそも、

賃金相当額は、『賃金』それ自体ではないのであるから、この点からも労基法の

短期消滅時効に服する余地はない。」

既払いの賃金、賞与、並びに労災保険休業補償給付は損益相殺の対象となる。

6 賃金等請求と損害賠償請求の認容額決定方法

賃金(相当額)については「いずれの期間においても、月あたりの金額が多額

であり、時効消滅もしていない賃金相当損害金の方が、第 1審原告に有利である

と認めるのが相当である。」

「賞与ないし賞与相当損害金については、本件雇用契約に基づいて賞与請求権が

認められないので……、安全配慮義務違反等による賞与相当損害金を以て認容額

とすべきである。」

企業年金拠出金については「本件雇用契約に基づく請求は訴因減額されないが、

債務不履行(安全配慮義務違反)及び不法行為に基づく請求は訴因減額されるの

で、本件雇用契約に基づく企業年金拠出金を任用することになる。」

7 休業手当請求について

「労基法26条の『休業』とは、労働者が労働契約に従って労働の用意をし、し

かも労働の意思を持っているにもかかわらず、その給付の実現が拒否され、又は

不可能となった場合をいうのであって、業務上の疾病のため休業せざるを得なく

なった場合は含まないと解される。j

f労基法は、業務上の疾病による休業の場合には、労基法76条により、使用者

に休業補償を義務づけており、しかも、その支払額も労基法26条の場合と同様

に『平均賃金の 100分の 6O~ と規定している。このような労基法の規定の仕

方からすると、労基法は、業務上の疾病による休業の場合は、労基法76条が適

用され、同様26条の適用を想定していないと解するのが相当である。」
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私傷病との認識の下になされた業務上疾病擢患者の休職期間満了退職扱いの(戸谷義治)
効果と安全配慮義務違反に基づく損害賠償義務の範囲

町検討

はじめに

本件は、もともと精神疾恩が私傷病であるとの認識の下に休職した労働者が、

休職期間満了によって退職の取扱いとなった後に、労基署によって当該疾病が業

務上のものであると認定され、業務上疾病であることを前提として地位確認請求

や賃金請求、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求などがなされた事案である。

一審、控訴審ともに、本件精神疾患が業務上の疾病であると認めた上で、 24

ヶ月の休職期間満了を以て退職扱いとすることは労基法 19条の類推適用によっ

て無効となるとし、地位確認、請求を認容した。また、退職取扱い以後の賃金請求

について民法536条2項の危険負担を適用して認容する点、被告の安全配慮義

務違反を認めて治療費や慰籍料等を認容する点も同様である。

しかし、控訴審は、原審が否定した賃金相当額の損害賠償も認めた上で、雇用

契約の存続によって原告に生じる債権と、安全配慮義務違反の損害賠償が認めら

れる債権とを比較し、いずれが労働者にとって有利であるかを判断した。また、

業務上疾病には労基法26条の休業補償の適用がないことも明らかにしている。

本件控訴審判決は、労働者の業務上疾病に伴って発生しうる数種類の債権の関

係について極めて珍しい判断を行っている。そこで、本報告では、雇用契約上の

地位が確認されたことにより当該雇用契約から生じる債権、安全配慮義務違反に

より生じる損害賠償債権、及び労基法定める休業補償債権の関係について以下検

討することとしたい。

1 病気休職満了と自動退職

労働者が私傷病によって就労できなくなった場合、使用者としては労働契約に

よって定められた労務の提供を受けることができない状況となったわけであるか

ら、当該労働者を解雇することができる。しかし、我が国の多くの企業において

は、業務と無関係に疾病に擢患し、又は傷害を負ったとしても、その労働者を直
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ちには解雇せず、一定期間契約関係を維持したままで療養することを許容し、以

て解雇を猶予しようとするホ旬、わゆる病気休職制度を設けているものが多い。

しかし、その休職期間の上限を過ぎてもなお復職できないような場合には、使

用者は最終的に労働契約を終了させることとなる。この場合、休職期間満了を理

由として解雇をすることも考えられるし、予め契約の解除条件として休職期間満

了を定めておき、期間満了による条件成就の結果として自動的に退職させること

もある。使用者が解雇する場合には、解雇権濫用の有無の問題として検討すれば

足りることとなるが、自動退職の場合には、どのような枠組みでその効力を検討

するかが問題となる。

まず、自動退職規定の有効性については、たとえばエール・フランス・コンパ

ニー・ナショナル・デ・トランスポール・ザエリアン事件*2が「自然退職の規定

は、休職期間満了時になお休職事由が消滅していない場合に、期間満了によって

当然に復職となったと解したうえで改めて使用者が当該従業員を解雇するという

迂遠の手続を回避するものとして合理性を有する」と述べるように、必ずしも否

定されるものではない。しかし、同判決がそれに続けて、「病気休職期間満了時

に従業員が自己の傷病は治癒したとして復職を申し出たのに対し使用者の側では

その治癒がまだ充分ではないとして復職を拒否する場合の同規定の適用解釈にあ

たっては、病気休職制度は傷病により労務の提供が不能となった労働者が直ちに

使用者から解雇されることのないよう一定期間使用者の解雇権の行使を制限して

労働者を保護する制度であることに思いを至せば、右に述べた自然退職の規定の

合理性の範囲を逸脱して使用者の有する解雇権の行使を実質的により容易ならし

める結果を招来することのないよう慣重に考慮しなければならなしリとするよう

に、一定の歯止めをかける姿勢が見られる。

本来、自動退職条項は、契約の解除条件を定めるものであり、退職の時点にお

I 小宮文人『雇用終了の法剖(信山社・平成22年) 1 77頁。
叫東京地判昭59. 1. 27労判423号23頁。
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いては使用者は何らの法律行為をする必要もない。そうすると、解雇の事案と異

なってそこに司法審査が介入する余地は皆無のはずである事 3。しかし、前掲・エー

ル・フランス・コンパニー・ナショナル・デ・トランスポール・ザエリアン事件

のほか、山口赤十字病院休職事件M では客観的に見て復職可能であれば、使用者

の意図と無関係に復職の効果を生じるとし、姫路赤十字病院事件*5では結論とし

ては自動退職が認められたものの、使用者において復職が不可能であることを立

証すべきであるとした。また、北産機工事件刊は、「休職期間の満了までに従業

員の傷病が回復し従前の職務に復職することが可能となった場合には、当該従業

員を休職期間の満了をもって退職させることは無効である、と解するのが相当で

ある。そして、復職が可能か否かは、休職期間の満了時の当該従業員の客観的な

傷病の回復状況をもって判断すべきである(客観的には復職可能な程度に傷病が

回復していたにもかかわらず、会社が資料が不十分のために復職が不可能と判断

して当該従業員を退職扱いにした場合には、当該従業員の退職の要件を欠いてお

り、退職が無効になる、と解すべきである)oJ と述べて、復職の可能性(解除条

件たる休職期間の満了)は裁判所が客観的に判断するとの姿勢を示し、同事件で

はそれが満たされないとして退職扱いは無効と判断した。

このように、単なる期間の渡過だけでなく、復職の可能性を含めた客観的状況

を裁判所が判断して、条件が本当に成就したのかを判断しようとするのがこれま

での裁判例の傾向といえる。

その意味で、当初は私傷病であると労使双方が認識してはいたものの、事後的

に客観的に判断して、それが業務上疾病であることが判明し、退職として扱うこ

とが労基法の趣旨に反するものなのであれば、退職取扱いが無効となるとする本

件判決及び原審の判断はこれまでの裁判側に沿うものである。

叫前掲・小宮『雇用終了の法理~ 180頁。
叫山口地判昭41. 5. 16労民集17巻3号637頁。
“神戸地姫路支判昭57.2.15労判392号58頁。
H 札幌地判平11. 9. 21労判769号20頁。
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ただ、判決は労基法 19条の類推適用によって、退職扱いを無効と判断してい

るが、本件被告会社の就業規則では、そもそも業務上疾病に擢患したものを 2年

の病気休職満了によって退職扱いにすることとなっていない。そうすると、労基

法を持ち出すまでもなく、事実に対する判断と同会社の就業規則の適用を被告が

誤ったものであるとし、適正に同規則を適用すれば十分であったのではなし、かと

考えられる。

2 賃金請求権の発生

( 1 )通常の場合

解雇権の濫用(労働契約法 16条)となるような解雇をはじめとして、使用者

の責めに帰すべき事由により労働者が就労できない状況となった場合、民法53

6条2項により労働者は賃金請求権を失わず、これを請求しうることについては、

確立した判例法理といえ、この点について学説上も異論を見なしけ 70

同項の規定からすれば、労働者が就労の準備をし、まさに労務を提供しようと

しているにもかかわらず、使用者がこれを拒否したり、就労できないような状況

を作出したりすることが、賃金請求の前提となるようにも思えるが、これまでに

裁判例を見ると、必ずしもそこまでは要求されていないように思われる。すなわ

ち、使用者側の責めに帰すべき事由によって客観的に就労の継続が困難な状況と

なっていて、労働者側において就労継続の意思がないことを明確に表示していた

り、他の会社に正社員として就職し、もとの会社に復職する可能性が低い場合な

どでなければ、賃金請求権が認められる刊。

その点、本判決が「労務を提供することができなくなる事態には、労働者の労

務提供の意思を形成し得なくする場合も、労務提供の能力を奪う場合もあり得る

から、労働者において労務提供の意思を有していなくとも、…・・使用者の責めに

本 7 荒木尚志『労働法第2版~ (有斐閣・平成25年) 290頁。
叫前掲・荒木『労働法第2版~ 109頁以下。
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帰すべき事由により、労働者が労務提供の意思を形成し得なくなった場合には、

当然に同条項の適用があるJと判断しているのは、これまで、の判例傾向に沿った

ものであるといえる。

(2)賃金と休業補償

次に、業務上の疾病によって就労し得ない状況となった場合にはさらに一定の

検討が必要で、ある。労基法 76条 1項は、「労働者が前条の規定による療養のた

め、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、

労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。」と

さだめ、労働災害で、あっても使用者が平均賃金の 60%を支払う限りにおいて、

賃金を支給しない事態を当然に予定している。また、労働者災害補償保険法 14

条も「賃金を受けない日Jの4日目から休業補償給付を支給するとし、これが支

給されれば使用者は休業補償を支払う義務を免ぜられる(労基法84条 1項)。

これについて、本件と類似した事案である東芝事件控訴審判決刊は、「労基法

及び労災保険法上の『休業補償』の趣旨は、労働者が業務上の疾病等による労務

提供不能の状態に陥った場合について、それは企業の営利活動に伴う現象である

から企業活動によって利益を得ている使用者に損害の填補を行わせ労働者を保護

することが相当であるとの見地から、労働者の最低生活を保障するため、使用者

に帰責事由がない場合であっても、平均賃金の6割に当たる部分の支払を、罰則

により担保しながら、使用者に義務付けるとともに、労働者の保護を十全なもの

とするために労災保険制度による補償も合わせて定めたものでもあると解される。

このような制度目的に照らすと、使用者に帰責事由がある業務上の疾病等による

労務提供不能の場合に、労基法ないし労災保険法によって、民法536条2項の

適用を排除し、雇用契約の継続を否定しなければならないと解すべき合理性はな

刊東京高判平23. 2. 23労判1022号5頁。
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く、第1審被告の指摘する使用者の不利益があるとしても、雇用契約の継続を否

定し、同条項の適用が排除されるとの解釈をすべき理由とはならないというべき

である。」として、使用者の帰責性がある限り、賃金の満額を支払わなければな

らないとしている。

こうした裁判所の姿勢に対しては、危険負担制度の本旨から見て労働者側の

(永続的でなし、)事情での履行不能で、使用者側が労務の受領を拒んでいるわけ

ではなかった事案であり、 536条2項の適用に疑問を呈する見解も見られる刊。

常に同条の適用が排除されるべきとまではいえないとしても、本件では認定が

ないため不明ではあるものの、仮に就業規則又は契約で、業務上疾病による休業

の場合には従前の6割相当額の賃金を支給する、若しくは賃金を支給せず平均賃

金の 60%相当の補償金を支給する旨が定められている場合、これが直ちに違法

無効なものとは断じられないように考えられる。

民法536条2項を含む危険負担の規定は任意規定であり、当事者の合意によっ

て排除若しくは他の約定をなし得る。もちろん、労働関係においては、例えば無

効な解雇が行われたとしても不就労期間中の賃金は一切支払わないといったよう

な不合理な約定であれば、公序良俗違反等により当該合意が無効となって、同項

の規定に戻るという事はあり得る。しかし、労基法が使用者の帰責性を問題とす

ることなく、業務上疾病による療養中には平均賃金の 60%を支払うべき事を命

じていることからすれば、これに沿って休業補償を行い、賃金は支払わない約定

が直ちに公序に反するとは言えないものと思われる。

後記のように使用者の安全配慮義務違反によって労働者の収入が減少すること

となれば、それを使用者による不法行為や債務不履行として損害賠償の問題を考

える必要はあるが、まず賃金に関して考えれば、平均賃金の 60%を支払うべき

事が法が定める最低限の基準となるものと恩われる。また、労働災害とは全く異

判。三柴丈典「東芝(うつ病・解雇)割引(判時2160号190頁(判例評論645号44頁)。
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なる事案ではあるが、労働密度が大きく低下するビ、ル警備員の夜間の仮眠時間に

ついて最高裁は、 f本件仮眠時間に対する対価として泊り勤務手当を支給し，仮

眠時間中に実作業に従事した場合にはこれに加えて時間外勤務手当等を支給する

が，不活動仮眠時間に対しては泊り勤務手当以外には賃金を支給しないものとさ

れていたと解釈するのが相当Jと述べて州、業務の内容に応じて賃金額を変動さ

せることを適法と解している。日中の通常の警備業務に従事する場面と、夜間の

異常事態が生じなければ仮眠していられる場面とで賃金額をかえることが認めら

れるのと同様に、通常の勤務を継続している場面と、労災によって勤務ができな

い場面とで賃金額を変動させることも許容され、ただ労基法の効力によって通常

時の賃金からその4割相当額を超えて減額することは許されなくなっているもの

と考えられる。

その点で、少なくとも判決は被告会社における業務上疾病の休職期間中の賃金

支払いに関する規定若しくは労働契約の内容を認定すべきであったと考えられ

る判2。

(3)賃金支払い義務と労災保険給付

また、東芝事件判決は上記の判断に続いて、 f労働者につき同条項の適用によ

り賃金請求権が認められる場合には、労災保険法 14条 1項は、休業補償給付の

要件として、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することがで

きないために賃金を受けないことを規定していることから、使用者において未払

賃金を受領したときに、労働者が受領済みの休業補償給付金は、法律上の原因を

欠く不当利得であったことが確定するにすぎない。」とし、使用者は労働者に対

して賃金の満額を支払わなければならず、もし労働者がすでに労災保険から休業

噂11 大星ビ、ル管理事件(最一小判平14. 2. 28労判822号5頁)。
判 2 水町勇一郎「うつ病により休職している労働者の解雇と使用者の責任(東芝事件)ー研究者

の視点からJ(季労229号124頁) 1 29頁。
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補償給付を受け取っている場合には、当該給付が不当利得となって、返還義務を

生じることになるとしている。この判断は、「使用者は、労災事故が起きたとき

には労災保険から損害を填補させる目的で労災保険料を負担していたにもかかわ

らず、本来、民事賠償責任額から控除することができる労災保険給付金が支給さ

れずに損害額の減縮が認められないという不合理に陥るJとの主張に答えたもの

であるが、この主張は妥当なものであると恩われる。使用者から保険料を徴収す

るだけ徴収しておいて、保険事故たる業務上の疾病が発生しでも、使用者が免責

されることとなる給付金が支払われない事となるのであれば、保険としての意味

をこの限りで失っている。

仮に賃金の満額を支払わなければならないのだとしても、使用者としてはまず

は労災保険から休業補償給付(賃金の 60%相当)を受給させ、その限度で賃金

支払い義務を免除した上で、残りの40%部分を民法 536条2項に基づいて支

払うべきものと考えるのが相当と思われる刊。

その点で、賃金全額の支払いを認容し、休業補償給付との損益相殺を認めない

本件判決は不当である。

ただ、確かに休業補償給付は条文の文言からすれば賃金が使用者から支払われ

ない場合にのみ支給されるものである。そうすると、業務上の疾病に擢患した労

働者に対して就業規則や労働契約等において、①平均賃金の 60%に相当する休

業補償を支払うこととしている場合、②平均賃金の 60%の賃金を支払うことと

している場合、③このような場合の賃金等の支払について定めをおいていない場

合に分けて検討することも一応できる。

取13 北岡大介「メンタルヘルス求職者に対する休職期間満了を理由とした解雇と労基法19条J

(労旬1705号41頁) 46頁。また、徳住堅治「業務上疾病による休業期間中の解雇の有効
性と賃金請求の可否・その範囲J(ジュリスト 1435号 141頁) 143頁は賃金と休業補償
給付の両方を労働者が受領した場合には、賃金のうち休業補償給付相当部分が不当利得となると
考えるべきであるとする(結果的には本文と同様の結論となる)。また、畑井清隆「業務上疾病
による休業期間中になされた解雇の効力と賃金請求の可否J(法時84巻 11号137頁)参照。
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①の場合、使用者は平均賃金の 60%相当の休業補償を支払う義務を負うこと

になるが、賃金は支払わないので、労災保険法上の休業補償給付支給対象事案と

なり、その休業補償給付が支払われたことによって元々の休業補償給付を支払う

義務は免除されることになる。②の場合、労災保険法 14条 1項但書きを類推す

るとすれば、給付基礎日額(同法8条の 2第 1項 1号)たる平均賃金から 60%

を控除した 40%に対して 100分の 60を乗じた額、すなわち平均賃金の 24

%が休業補償給付として支払われる。③の場合、「賃金を受けない日」に該当し

ないこととなるので、休業補償給付は支給されない。

上述のように、賃金と休業補償との相殺を認めるべきであると考えられるが、

業務上疾病の場合に就業規則や労働契約等で通常とは異なる賃金等の支払い方法

を定めることが可能であると考えると、このような場合分けによる判断も不可能

ではなく、仮にそうであれば本件判決の判断は誤りとまではいえない可能性もあ

る。

3 安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求

( 1 )賃金相当額の損害賠償

使用者の安全配慮、義務違反によって傷病が生じた場合、その治療に要する費用

のほか、それによって生じた損害を賠償すべき事は基本的に争いがない刊。

しかし本件判決は、賠償すべき損害として、さらに賃金相当額を含むものと判

断している。

使用者に帰責性のある労災によって死亡したり、就労が完全に不可能な状況と

なれば、それ以後の収入の道が閉ざされ、それに対応して賃金相当額が損害とな

り得る。

しかし、本件のように雇用契約上の地位が認容され、賃金債権も認容されると

州西谷敏・野田進・和田肇編『新基本法コンメンタール・労働基準法・労働契約法.~ (日本評論

社・平成24年) 338頁(小畑史子執筆部分)。
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考えた場合に、重ねて賃金相当額が損害賠償の対象となるのかについては、大い

に疑問がある。おそらく、賃金請求権の存在が明らかで、かっ現にその支払いを

請求しているか、請求するためにほとんど障碍が存在しない(時効も完成してい

ない)ような場合にまで、賃金相当額を損害賠償の対象とする判断は初めてのも

のであると考えられる。

安全配慮義務違反の事案ではないが、不当な解震によって就労できなくなり、

それによって賃金が得られなくなった事を理由とする損害賠償請求事案でも、当

該請求が認容されるのは労働者が雇用契約上の地位確認請求をせず、そのために

賃金請求をなし得ない場合に限られる *150 そもそも、債務不履行にせよ不法行為

にせよ、損害賠償請求が認められるためにはまさに「損害Jの発生が必要になる。

賃金債権が存在していて、しかも請求が法律上も事実上も容易である場合に、ど

こに「損害」が発生したといえるのか、大いに疑問である。

もちろん、前記のように、使用者はひとまず平均賃金の 60%に相当する賃金

文は休業補償を支払えばよいと考えるとすれば、そのような収入の減少が安全配

慮義務違反をはじめとする使用者側の不法行為や債務不履行であると認められる

場合に、その減額分を損害賠償として請求しうることになることは当然であろう。

(2)消滅時効

さらに、判決は時効消滅した賃金に相当する部分も損害賠償の対象であるとす

る。確かに、杉本商事事件控訴審判決刊はすでに 2年の短期消滅時効にかかって

いる時間外割増賃金について、その相当額を不法行為による損害賠償として請求

されたのに対し、賃金と不法行為による損害賠償とではもともと消滅時効が異な

判 5 拙稿 f労働契約終了と損害賠償誇求の判例動向J(季労242号45頁)参照。
ホ16広島高判平19. 9. 4労判952号33頁。また、浅野高宏「時効消滅した未払時間外勤

務手当と使用者の不法行為に基づく損害賠償責任J(速報判例解説3号 229頁)、池田悠
「未払時間外勤務手当が時効消滅した場合の不法行為の成否J(ジュリスト 1366号169

頁)参照w
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るのであるから、前者が消滅したとしても後者には影響しないとして、当該請求

を認容している。本件判決は、同事件に続いて時効消滅以後の賃金債権に相当す

る額が損害賠償として請求しうることを判示した珍しい事案と言える。

確かに杉本商事事件判決も指摘するように、最高裁は日本通運事件判7において、

寄託された荷物を、発送人の許可なく運送会社が第三者に引き渡し、以て荷物を

滅失させた事案で、運送契約の不履行による損害賠償請求権と、荷物を第三者に

引き渡して滅失させた不法行為に基づく損害賠償請求権は競合すると判断してい

る。しかし、この事件は、そもそも金銭を対象としない荷物運送契約の債務不履

行によって荷物が滅失したものであって、契約の当初から金銭が目的となる賃金

請求権とは事案が異なる上、単に荷物を目的地(受取人)まで運搬するという債

務を履行しなかっただけでなく、それを第三者に引き渡すとしづ、より積極的に

荷物寄託者を害する行為に及んでおり、そのような行為が不法行為となることは

当然ともいえる。

また、これまでに、賃金が消滅時効にかかっていない事案において、ドワンゴ

事件叫が裁量労働とされていた労働者が実際には裁量労働の要件を満たさないと

して時間外賃金等を支払っていなかったと認められたものの、時間外賃金を支払

わなかったことに不法行為を成立させるまでの違法性はないとして損害賠償請求

を退けている。また、東久事件事19は、長時間の残業を余儀なくさせていたにもか

かわらず、従業員の出退勤の把握をしようとせず、 1年半もの長期間にわたり時

間外割増賃金を一切支払わなかったことは、債務不履行にとどまらず不法行為を

構成するとするが、賠償すべき損害は精神損害であるとして、慰謝料のみを認容

するとともに、「原告の精神的苦痛は、時間外割増賃金の支払を受けることによっ

て相当程度慰謝されるものと考えられるj としている。

州最三小判昭38.11. 5半Ij例時報360号22頁。
州京都地判平18. 5. 29労判920号57頁。
州大阪地判平10. 12. 25労経速1702号6頁。
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使用者が労働者からの賃金請求を積極的に妨害するような行動に出ていた場合

などには、結果的にそれによって賃金請求権が時効消滅したことにより、当該賃

金相当額が損害として賠償されるべきとは言えるものの(ただその場合には賃金

請求妨害行為と相当因果関係にある損害の問題で、あって、安全配慮義務違反や解

雇と相当因果関係にある損害の問題ではなし、)、そのような事情がない場面では

単に脱法的に賃金の短期消滅時効を免れるものとして不相当であると考えられる。

(3)損害賠償と労災保険給付等との調整

最高裁は、青木鉛鉄事件判決*20において、「労災保険法又は厚生年金保険法に

基づく保険給付の原因となる事故が被用者の行為により惹起され、右被用者及び

その使用者が右行為によって生じた損害につき脳賞責任を負うべき場合において、

政府が被害者に対し労災保険法又は厚生年金保険法に基づく保険給付をしたとき

は、被害者が被用者及び使用者に対して取得した各損害賠償請求権は、右保険給

付と同ーの事由(労働基準法八四条二項、労災保険法一二条の四、厚生年金保険

法四O条参照)については損害の填補がされたものとして、その給付の価額の限

度において減縮するものと解されるところ...…、右にいう保険給付と損害賠償と

が『同ーの事由』の関係にあるとは、保険給付の趣旨目的と民事上の損害賠償の

それとが一致すること、すなわち、保険給付の対象となる損害と民事上の損害賠

償の対象となる損害とが向性質であり、保険給付と損害賠償とが相互補完性を有

する関係にある場合をいうものと解すべきであって、単に同ーの事故から生じた

損害であることをいうものではない。そして、民事上の損害賠償の対象となる損

害のうち、労災保険法による休業補償給付及び傷病補償年金並びに厚生年金保険

法による障害年金が対象とする損害と向性質であり、したがって、その間で前示

の同ーの事由の関係にあることを肯定することができるのは、財産的損害のうち

柑最二イ申l昭 62.7.10民集41巻5号1202頁。
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の消極損害(いわゆる逸失利益)のみであって、財産的損害のうちの積極損害

(入院雑費、付添看護費はこれに含まれる。)及び精神的損害(慰籍料)は右の保

険給付が対象とする損害とは向性質であるとはいえないものというべきである。

したがって、右の保険給付が現に認定された消極損害の額を上回るとしても、当

該超過分を財産的損害のうちの積極損害や精神的損害(慰籍料)を填補するもの

として、右給付額をこれらとの関係で控除することは許されないものというべき

である。j と判示し、損害賠償額から労災保険給付分を控除しうるのは、両者が

「同一の事由Jによって給付されていると認められる場合に限られるとした上で、

つまりは逸失利益を補填する限りにおいてのみ相殺が可能であるとしている。

本件判決も、判例に沿った判断を行い、休業補償給付や傷病手当金を損害賠償

額から控除しているが、この点は妥当なものと考えられる。

ただ、前記のように判決は賃金から休業補償給付分を控除する事を認めていな

い。そうすると、使用者が労働者に対して支払うべき金員について費目の建て方

次第では、なお国がその償還を求めうることともなり、調整の仕方としてはやは

り妥当ではないものと考えられる。

4 賃金債権等と損害賠償債権の比較検討による認容額確定作業について

判決は、賃金債権等(雇用契約から発生する債権)及び損害賠償債権(安全配

慮義務違反の不法行為文は債務不履行によって生じる債権。本件では、時効の関

係から債務不履行と捉える場面が多い。)のそれぞれについて認められ得る価額

を算定した上で、実質的に見て競合する関係にある債権について、賃金債権等と

して認容するのと損害賠償として認容することのいずれが労働者にとって有利で

あるかを検討し、労働者にとって有利な方を選択するという形で最終的な認容額

を定めている。

このような認容額確定方法はおそらくこれまでの事案の中で初めてのものであ
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ると考えられる。

確かに請求権が競合する場合においては、最終的にいずれの債権を理由として

請求を行うかは当事者の選択に任されることもあり得るが、複数の競合する請求

権について、いずれを選択するかが一方当事者にとって有利である、翻って他方

当事者に不利であると言うことを理由に裁判所がこれを判断することは相当とは

言えないものと思われる。

本件の場合には、本来損害が生じていないはずの賃金相当額までも損害賠償請

求の対象と認めたことから、特にこのような調整が必要になったものと思われ、

出発点から不相当ではあるが、まずは本来の賃金債権の存否を確認し、賃金請求

が可能なのであれば、損害賠償請求は棄却すべきものと考えられる。

おわりに

本件では、私傷病との誤解の下で病気休職満了による退職取扱いがなされたこ

とが無効であると判断したことは妥当なものであったと考えられる。

しかしながら、賃金や休業補償の支払については、民法536条2項の適用の

あり方や労災保険法上の休業補償給付等との関係で、必ずしも整合的な解釈をし

ているとはいえず、問題が残る。

特に、賃金、安全配慮義務違反による損害賠償、労災保険給付の 3者間の調整

については、各2者聞の控除の問題に終始し、しかも労働者にとって「お得なJ

結論を導くために賃金や損害賠償を比較して認容額を確定するという極めて特殊

な判断を行った点も相当とはいえない。特に、業務上疾病については、使用者が

労災保険の保険料を全額負担していることに鑑みれば、使用者に故意が認められ

るような悪質な場面を除けば、できる限り保険給付を優先する解釈が必要になる

ものと考えられる。
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