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ハラスメント・エピデミック

　パワハラなどのハラスメントは、職場などにおける「力」関係を利用・濫

用して起こるものであり、その意味では人類の歴史とともに存在してきた社

会現象ともいえるが、20世紀後半以降、各国の職場に女性が進出してジェン

ダーが問題となるにつれて、人権意識の高まりともあいまって、セクハラや

パワハラなどのさまざまなハラスメントを放置することが、被害者の健康に

危害をあたえるばかりでなく、職場全体の能率を落とし、社会全体にとって

も大きな損失となるとの認識が広がるようになってきたのである（ILO 2006

年報告書は、「ハラスメントは職場や社会にとって流行病的Epidemicレベルに達

している」と述べている）。特に2017年アメリカで起こった性的被害を告発す

る「＃Me Too」運動の広がりが、ILOを中心として、職場における暴力や

セクハラ、パワハラ等のハラスメントを禁止する新たな法的ルール創設を求

める動きを急速に強め、2019年 6 月にはILO総会がハラスメントを禁止する

初の国際労働基準（条約と勧告）を採択するに至ったのである。

パワハラ防止法

　このような国内外の影響を受けつつ、わが国でもすでにセクハラ、マタハ

ラ等のハラスメントに対する規制が加えられるようになってきていたが、

2019年 4 月に始まった性暴力被害に抗議する「フラワーデモ」などの参加者

の声─「変わらなければならないのは、パワハラや性暴力を許容し続ける

社会だ！ 」─に代表されるような運動の中で、同年 5 月改正労働政策総合

推進法（パワハラ防止法、2020年 6 月 1 日施行）の成立により、本格的なハラ

スメント防止法制の時代に入ったといえよう（しかしハラスメント防止は、事

業主の措置義務等とされ、ハラスメント自体を禁止する法規の不在等があり、今

後実効性の強化が課題といえよう）。またハラスメントによるうつ病等の増加

に対処するため、パワハラ防止法施行にあわせて、2020年 6 月 1 日、精神障

害による労災認定の基準の改正が行われ、新たに「心理的負荷評価表」に、
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パワハラの類型基準が設けられている。

コロナパンデミック下のハラスメント増加

　しかし2020年に入り、新型コロナのパンデミックが世界を覆う中で、それ

に便乗するかのようなハラスメント被害が拡大しており、たとえば「上司に

除菌スプレーをかけられた」「病院のパートを掛け持ちしていたところ、別

の職場で『ばい菌をまき散らす。来るな』と言われた」（2020年 4 月21日連合

通信）とか、第三者の性的指向や性自認について、相手の許可なく公表する

いわゆるアウティングなどのさまざまなハラスメントが広がっている。さら

にはこの間、在宅勤務やリモートワークが急速に広がっている中で、女性部

下に対する上司や同僚からのセクハラ被害も急増しており、たとえば女性部

下が、男性上司からテレビ会議の際「在宅で少し太ったんじゃない。上はジ

ャケットを着ているけれど、下はパジャマなの？」などと発言されたり、グ

ループのオンライン会議が終わった後、男性上司から「○○の件で別途話が

したい」とわざわざ 1 対 1 のオンライン会議を要求される等の事例が目立つ

ようになっている（2020年 5 月27日読売新聞など）。

　他方で在宅勤務等は、ビデオ会議やメールを通しての勤務形態であること

から、従業員同士の直接接触がなく、それが原因となって部下たちのストレ

スが増悪する可能性が出てくるのであり、より一層コミュニケーションを重

視した職務遂行が求められている。今日、職場においてコミュニケーション

が占める割合と比重は、過去と比べて比較にならないほど大きくかつ広範な

ものとなってきており、たとえば職場研修において、技術的なスキルにとど

まらず、怒りや衝動的行動を抑制することを目的とした「アンガーコントロ

ール」が注目されたり、ハラスメントによってメンタル不全となる職員の増

加が職場に深刻な影響をあたえ、その対策が世界的な問題とされていること

などがその典型といえよう。

本書の内容

　第 4 版の出版（2014年）から 6 年が経過し、前述したとおり、2020年 6 月

からパワハラ防止法が施行され、企業にとってもハラスメント防止対策は待



3

第 5版はしがき

ったなしの状況となっている。本書第 1 章ではこのような観点から、パワハ

ラ等のハラスメントの現状と問題点、発生要因等について述べ、第 2 章では、

ハラスメントの法的責任を、第 3 章、第 4 章では、ハラスメントに対する具

体的対処法を、被害者側、会社側等それぞれの観点から詳細に論じ、第 5 章

ではハラスメント予防と対策について述べている（各種データは2020年 7 月現

在）。ハラスメントに対する対処についてみると、多くの企業では一応の相

談体制はとりつつも、現実にハラスメントの訴えがなされた場合に適正迅速

な対処ができず、かえって相談者の不信を招き事態を悪化させるケースがみ

られ、また弁護士などの法律実務家が、被害者もしくは会社側から相談を受

けた場合でも、適切な法的アドバイスや方針を伝えきれずにいたずらに時間

を経過し、かえって事態の悪化を招くこともしばしば見聞きしている。私た

ちの社会の中でも職場は、典型的な「縦社会」となっており、その結果、上

司は部下を一人前の人間として扱わず、その結果部下の人格を軽視する言動

に結びつきやすく、このような関係の中で、パワハラ、セクハラ、いじめな

どのハラスメントが発生してくることになり、ハラスメント予防や防止対策

において、従業員ひとりひとりの人格を相互に尊重し、いわば「人」として

扱うことが求められているゆえんなのである。

　今回の改訂に際しても、編集部の近藤草子さんの激励と事務所スタッフの

星野綾子さんの助力をいただき、また多くの人々から助言をいただいており

感謝します。ハラスメントはあってはならない出来事であり、ハラスメント

を排除し良好な職場環境を実現するうえで、本書がその一助となれば幸いで

す。

2020年 8 月

弁護士　水　谷　英　夫
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　二つのケースを取り上げよう。第一のケースは、神戸市の幹部職員（部長

級）が 1 年近くにわたって部下五人（課長や係長）に対し、厳しい業務上の

ノルマを課し、達成されないと職員を深夜 1 時ごろまで職場に残したうえ、

「生きとっても仕方がない」「窓から飛び降りろ」「給料の無駄じゃ」「退職願

を書け」などと暴言をくり返し、これがために、三人の職員はうつ状態とな

り、一人は休職に追い込まれた。この事実が発覚した後、市は幹部職員を訓

戒処分にしたが、本人はこれに対して「部下に甘えがあり、厳しい指導が必

要と思った。感情的になりやりすぎたことは否めず反省している」と述べる

にとどまっている。第二のケースは、ある病院で、がん患者が長期にわたる

入院の末、息をひきとった際、主治医が他の患者の手術中で臨終に立ち会え

なかった。これに対して家族は、主治医と患者との間にはトラブルはそれま

で一切なく、患者が入院中ほとんど病院に顔を出していなかったにもかかわ

らず、突然声をあららげ、「この大事なときに、何故主治医が来ないのだ。

今すぐここに呼べ」と大声でどなり出し、病院に謝罪を求めた（2008年 5 月

3 日付朝日新聞、本田宏『誰が日本の医療を殺すのか─「医療崩壊」の知られざ

る真実』83頁）。

　近年このような信じられない光景が、わが国社会のあちこちで起こるよう

になってきている。このような、自分よりも力関係において弱い立場にある

ような者に対して加えられる、いわば自己中心的で理不尽な要求や行為は、

今日わが国では、「パワハラ」「アカハラ」「モンスターペアレント／ペイシ

ェント／カスタマー（クレーマー）」などとよばれ、また、EU諸国等では

「ブリング（Bullying）」「モビング（Mobbing）」「モラル・ハラスメント

（Moral harassment）」等とよばれ、近年ジャーナリズムなどで急速に注目さ

れるようになってきた社会現象であるが、今や世界中で深刻な問題となって

おり、ILOの最近の報告書でも、国によっては「流行病的レベル（epidemic
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─ levels）」に達しているといわれている。わが国における職場のいじめ・パ

ワハラは、各種統計調査においても、近年増加の一途をたどっており、解

雇、退職に次いで相談内容の 1 割を占め、今や職場における深刻なトラブル

の一つになっている。

　かつて筆者は、職場の「いじめ」の一形態であるセクハラに関する著書の

中で、「しばしば一つの言葉が、それまで我々の多くの人々あるいは一部の

人々が共通に経験したり、人々の意識の底や社会の中に澱（おり）のように

沈殿していたものを一つに結びつけて、一挙に社会問題として顕在化させる

ことがある。我々は、『セクシュアル・ハラスメント』という言葉を得るこ

とによって、それまでの職場や教育現場等で、単なる『個人的趣向や性向の

問題』にされて黙認、黙殺されてきた事柄が、実は社会的にみると構造的な

性格をもった問題であり、法的にみると違法不当なものとして問題とされる

べきものであるとの認識を共有するに至った」と述べたことがあるが、職場

の「いじめ」「パワハラ」「モラハラ」も同じような言説と評価することがで

きるのである（拙著『セクシュアル・ハラスメントの実態と法理』「はじめに」

より）。

　複数の人間が組織や集団をつくるところでは、いじめという現象はある程

度普遍的にみられるものであろうが、それにしても職場のトラブルの 1 割を

占めているのは異常としかないといえよう。これらに対しては、特にEU諸

国をはじめいくつかの諸国が先駆的な職場のいじめ対策立法に踏み出してお

り、EUレベルにおいても共通立法化に向けた動きが本格化しつつある。こ

れに対して、日本ではまだ問題意識がジャーナリスティックなレベルにとど

まっており、労働法の観点から踏み込んだ研究はほとんどみられないし、い

わんや労働政策として真剣に取り上げていこうという動きもみられない。し

かし、職場におけるいじめが、労働者の人格や生活をおびやかすことにな

り、職場秩序をも侵害する深刻なものであるとの認識が広がるにつれ、積極

的に使用者責任を認める裁判例も登場するようになり、また行政当局も労災
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認定に取り組むようになり、さらに自殺対策基本法の制定等によって、事業

主に被用者のメンタルヘルスに取り組むことを求めるようになってきてい

る。当然われわれも、職場のいじめについて真剣な検討を迫られる時期にき

ているといえよう。

　本書の構成は第 1 章　職場の「いじめ」「パワハラ」とは？　第 2 章　職

場のいじめ・パワハラの法的責任、第 3 章　職場のいじめ・パワハラに対す

る対処法─被害者側、第 4 章　職場のいじめ・パワハラに対する対処法

─加害者・使用者側、第 5 章　職場のいじめ・パワハラの予防法、という

内容が示すように、職場のいじめ・パワハラに対する「法対策」に力点がお

かれている。その中でも第 4 章には、読者は奇異の感をもたれるかもしれな

い。しかし、はじめにあげた二つのケースは、いずれも「加害者」本人が

「いじめ」や「パワハラ」という自己中心的で理不尽な行為を行っていると

いう自覚を欠いていることを契機としており、そもそも職場いじめが広範か

つ深刻な事態に至っていることすら認識していない事業者が多い中で、職場

いじめとは何か？　そのような事態に対して企業は何をなすべきか？　を明

らかにすることが格別に求められていると考えるからである（いじめと対比

されるものとして、今から約10年前に「セクハラ」が問題とされるようになった

際も、「どこまでがセクハラか？」などということが週刊誌などで取り上げられた

ことが想起されよう。今日われわれは、どこまでが「パワハラか？」という同様

の質問を受けることになるのであろうか？）。

　本書は、職場のいじめ・パワハラに関しての実務書のみならず、教養書、

学術書としても用いられることをめざしている。法律の知識のない読者も、

「コラム」と第 1 章を読めば、「いじめ」問題をおおむね理解することが可能

であり、また「事例」と第 3 章、第 4 章を読めば、「いじめ」以外にも使え

る実務書になり、本書全体は、いじめに関する理論書として使うことも可能

であろう。ちなみに本書は、筆者が以前に執筆した職場のいじめ・パワハラ

に関する著書に着想、内容、構成の多くを負っていることを付記しておく
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（拙著『職場のいじめ─「パワハラ」と法』）。

　最後に本書は民事法研究会の近藤草子さんのお勧めによるものであり、感

謝する次第である。

　2008年　岩手・宮城内陸地震の一日も早い復興を祈りつつ

 弁護士　水　谷　英　夫
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「ハラスメント」とは？

Ⅰ　「ハラスメント」とは？

１ 　今日世界的な現象となっている──職場のハラスメン
ト・暴力

　職場を中心としたハラスメント・暴力は、21世紀に入り世界的に共通の現

象として、当事者のみならず、職場や家庭、地域社会に深刻な影響をあたえ

ることが明らかとなっている。

　職場における同僚や上司等からのハラスメント・暴力は、主として欧米諸

国 で は、「モ ビ ン グ（Mobbing）」「ブ リ ン グ（Bulling）」「ス ピッティン グ

（Spitting）」「モラル・ハラスメント（moral harassment）（モラハラ）」などと

表現され、その中でも性的言動に基づくハラスメント・性暴力は、「セクシ

ュアル・ハラスメント（セクハラ）」と呼ばれてきており、またわが国でも

近年、妊娠・出産に関するハラスメントである「マタニティ・ハラスメント

（マタハラ）」、ジェンダー不一致の男女（レズビアン、ゲイ、両性愛者、トラン

スジェンダーなどのいわゆるLGBTの人々）に対するハラスメント（ソジハラ）、

上司や同僚、取引先などからの「パワー・ハラスメント（パワハラ）」など

が大きな社会問題とされるようになってきている。

　このようなさまざまなハラスメントにより、多くの人々が、身体的・精神

的被害により長期にわたって治療や休職を余儀なくされている。
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　さらに近年わが国では、職場での過重労働や深夜業を伴った長時間労働に

加えて、パワハラ・セクハラなどのハラスメントなどが原因となって、うつ

病等の精神疾患を発症したり自殺する（いわゆる過労自殺）ケースが、相次

いで報道や裁判例に登場するようになってきている。たとえば広告会社の従

業員が、早朝から深夜にわたるまでの長時間労働に加えて、会社内に取り付

けられたカメラや携帯電話で常時仕事を監視されていることに耐えかねて、

社長に対し、「私は死んだほうがマシですか？」と発言したところ、社長が

従業員の自前のパソコンを破壊したうえ、「おまえなんか生きているだけで

迷惑だ！ 」「（死んだら）ゴミが増えるだけだ！ 」等と大声で罵倒し、その結

果翌日、女性が自殺したケースが報道されている（2018年10月17日朝日新聞）。

　しかもこのようなハラスメントは企業の規模にかかわりなく、就職してか

ら退職するまで間断なく繰り返されており、近年では、日本を代表する一流

企業といわれる会社での「追い出し部屋」や「ブラック企業」など、一昔前

であれば暴力団組織とみまがうような言葉が新聞紙上をにぎわすようになっ

てきており、三菱電機の20代の男性新入社員が、配属先の職場の上司から、

「死ぬ気でやれ」「死ね」等の罵声を連日あびせられた末に自殺したケースで、

上司が自殺教唆容疑で書類送検されるという、異例の事態となっており、し

かも職場では社員の 1 割以上が精神疾患で休職していることも判明している

（2019年12月 7 日日本経済新聞）。

〔コロナ禍でのハラスメントの増加〕

　2020年に入り、新型コロナウイルスの世界的拡大（パンデミック）の中で、

新型コロナウイルスを理由としたハラスメントが職場等で蔓延する事態とな

っている。たとえば職場では、上司から「ばい菌をまき散らすから出社する

な」と言われ、出社した途端に除菌スプレーをかけられたとか、顧客から、

マスクなどの欠品が続き苦情対応をしている店員に対し「早く品物を並べろ」

などとどなられる等のハラスメントが増加している（連合、全国スーパーマ

ーケット協会調査2020年 4 月21日共同通信）。また医療現場では、看護職員や医
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療従事者らが、新型コロナウイルスの感染を懸念する患者や隣人等から、あ

からさまに回避されたり、匿名の手紙を送付されるなどのハラスメントが発

生している（秋田看護協会ホームページ）。

　職場におけるハラスメント・暴力は、その言動の行為ひとつひとつが、た

とえ一見些細にみえるものでも、反復累積されることにより労働者に深刻な

精神的被害を及ぼし、健康被害のみならず企業能率の低下をもたらすことが

明らかとなってきている。

　職場におけるハラスメント・暴力は、何よりも働く人々の人権を侵害する

ものであり、世界各国の文化、社会に共通の普遍的価値である人間の尊厳に

対する侵害であり、ハラスメント・暴力を防止することは私たちひとりひと

りの共通の願いというべきである。

２ 　「パワハラ」等の言葉のインパクト

　近年このように職場を中心としたハラスメントの蔓延が世界各国で問題と

されるようになるにつれ、これらの現象は上述した「パワハラ」等さまざま

な言説によって表現されるようになってきたのである。

　一般にある社会現象は、 1 つの言葉をあたえられることにより、それまで

われわれ多くの人々が共通に経験しているにもかかわらず、人々の意識の底

や社会の中に澱のように沈殿していたものが、 1 つに結びつけられて一挙に

社会問題として顕在化することがある。われわれはこのようなものとして近

年、上述したようにたとえば「セクハラ」（相手方の意に反する不快な性的言動）

やドメスティック・バイオレンス（DV＝配偶者や恋人など親密な関係にある

またはあった者からふるわれる暴力）などという言葉を得たが、同じように「パ

ワハラ」という言葉を得ることにより、従来われわれの多くが経験してきた

にもかかわらず、個人間や仕事上のトラブルとして職場内では黙認もしくは

黙殺され、社会的に問題とされてこなかった事柄が、社会的には不当な事柄

であり、法的にみても違法不当なものとして取り扱うべきものであるという

認識を共有するに至っているのである。
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　パワハラはわが国では今日、社会的な地位の強い者による自らの権力や立

場を利用してのいやがらせを意味する言葉として理解されており、2001年に

東京のコンサルティング会社クオレ・シー・キューブの代表者岡田康子らに

よって提唱された和製英語である。岡田らは労働者からの相談を調査検討す

る中で、セクハラ以外にも職場にはさまざまなハラスメントがあるとして、

その典型としてのパワハラを「職権などのパワーを背景にして、本来業務の

適正な範囲を超えて、継続的に人格や尊厳を侵害する言動を行い、就労者の

働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与える行為」と定義づけ、それ

以降人口に膾炙するようになっていったものである（岡田康子ほか『パワー

ハラスメント』40頁）。

　これらのさまざまなハラスメントに対する規制は、その後民間企業におい

ては、セクハラについては、1997年改正均等法（事業主に対する雇用管理上防

止の配慮義務）および2006年改正均等法（同じく防止措置義務）により、また

マタハラについては、2016年改正均等法・改正育介法（同じく防止措置義務）

により、さらにパワハラについては、2019年 5 月改正労働施策総合推進法に

より、事業主に対する雇用管理上の防止措置義務が課されることになってい

るのである（2020年 6 月施行）。

　わが国では毎年 2 万人余りの自殺者が発生しているが、その相当数が職場

の過重労働や深夜業を伴った長時間労働に加えて、パワハラやセクハラなど

のハラスメントが原因で、うつ病等の精神疾患を発症したうえでの自殺で占

められており、しかも近年若者の自殺が増加しており、各地の労働相談所に

も退職・解雇や労働条件の切下げ等の相談と並んで、セクハラ、パワハラ等

職場におけるハラスメントが上位にランクされることが久しくなってきてい

る。このような中で、企業におけるメンタルヘルスとしての「心のケア」や

心の健康を保つ職場環境保全措置として、職場におけるハラスメント対策が

重要なキーワードとして位置づけられるようになり、パワハラやセクハラな

どのハラスメント防止・対策の社会的、法的意義づけの必要性が高まってい

るのである。
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　またハラスメントは時代や社会の受け止め方によってその判断基準が変わ

ってくるものであり、たとえば女性の社会的地位の向上や職場進出に伴って

セクハラが問題とされるようになったり、大学などの研究・教育機関におけ

るいわゆる「アカデミック・ハラスメント（アカハラ）」、健康被害に関連し

てタバコによるスモーク・ハラスメント（特に受動喫煙）が問題とされるよ

うになり、医療行為におけるインフォームド・コンセントに関連して、「ド

クター・ハラスメント」や逆に患者からの不当な要求の「モンスター・ペイ

シェント（患者ハラスメント）」や、学校に対して自己中心的で理不尽な要求

を繰り返す保護者を意味する「モンスター・ペアレント」や、理不尽な苦情

を要求する顧客を意味する「モンスター・カスタマー」などが問題とされる

等、次々と新しい類型のハラスメントが社会問題となってきているのである。

３ 　パワハラ・ハラスメントの意味

　パワハラやハラスメントとはそもそもどのような行為を意味するのであろ

うか？　ハラスメントは、日常用語としても法律用語としても多義的で曖昧

な概念で用いられており、確定した定義があるわけではない。今日パワハラ

をはじめとするハラスメント（harassment）と呼ばれる社会現象は、広義には、

「不愉快もしくは威嚇的な態度をとる」「しつこく不快なことをする」「繰り

返し嫌がることをする」などという、相手にとって「不快」と感じる行為や

態度を意味しており、前述したとおり各国では、モビング、ブリング、スピ

ッティング、モラハラなど、さまざまな表現で語られてきた現象のことであ

り、私たちの身の回りの、いわば日常生活上のエチケット違反とされるよう

なものから、法的にみて違法不当とされるものまで含まれる広範な行為を意

味している。

　しかし今日私たちがパワハラやハラスメントという言葉で問題としている

ものは、これよりも狭い意味で用いられており、このような行為の中でも、

今日職場や学校、家庭などの「身近な」場面で、上司や教師、親や夫など「力

関係で優位にある者」が、他者に対して精神的・身体的苦痛をあたえる行為
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を意味するようになっており、日常用語としては、「自分より弱い立場にあ

る者に対して、心理的・肉体的攻撃を繰り返し、相手に深刻な苦しみをあた

える行動」（日本語大辞典）、「学校などで、弱い立場の生徒を肉体的または精

神的に痛めつけること」（広辞苑〔第 6 版〕）などという意味で用いられ、社

会規範からの逸脱行為を意味するものとされている。

　このようにパワハラやハラスメントが、同一集団内での力関係を反映した

ものであることから、これらの行為の判断は、「劣位」におかれた者の主観（本

人が「不快」「苦痛」と感じるか否か）に委ねられることになり、したがって「加

害者」が仮に悪意がなく、単なる冗談や相手方の了解を得ていると思い込ん

でいたとしても、「被害者」がそれを「不快」「苦痛」と感じている場合には、

ハラスメントとされる可能性があり、また、「優劣関係」は相対的なもので

あることから、誰でもが「加害者」になったり、「被害者」になったりする

という特質を有することになる。

　このようにパワハラ・ハラスメントの日常的・社会的な意味が明らかにな

ってきたが、ここからこれらの行為の共通点が浮かび上がってくることにな

り、それをまとめると、①地位を利用・濫用し、②他者を「侮辱」し、人間

の尊厳を傷つける「態度」によって、③精神的・身体的苦痛をあたえ、④う

つ病等のメンタル不全や職場環境等の悪化をもたらす、という特徴を有して

いることが指摘できよう。要するにハラスメントが社会に問いかけている問

題は、「他者を侮辱するな！ 」「他者を自らの欲望や野望の道具にするな！ 」

ということであり、いわば、イマヌエル・カントがかつて述べたように「人

間を手段ではなく、目的として扱え」（＝定言命題）ということでもある。

　およそ、どのような言説も社会現象であり、その用いられ方は時代や社会

によって多様な意味を有するものであり、一般に定義や概念なるものは、時

代や社会とともに変容し、所詮は不十分さを免れないものではなく、いわば

ある社会現象の内容を画定するための便宜としてなされるものであるが、わ

れわれは、このような定義の中に、今日社会の各場面で問題とされている現

象について、あますところなく表現されていることをみてとることができよ
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う。そこで、本書でもハラスメントに関してこのような定義・概念を前提と

して述べることにしよう。

４ 　パワハラ・ハラスメントに対する法的規制

　すでに述べたとおり、ハラスメントは21世紀に入り世界的に深刻な問題と

認識されるようになり、ハラスメントを放置することは、ハラスメントの被

害者は、命や健康に危害をあたえるばかりでなく、仕事の遂行ができなくな

り、職場のみならず社会全体にとっても大きな損失となるとの認識が広がる

ようになってきた。特に2017年アメリカで起こった性的被害を告発する「＃

Me Too」運動の広がりが、ILOを中心として、職場における暴力やセクハラ、

パワハラ等のハラスメントを禁止する新たな法的ルール創設を求める動きを

強めることとなったのである。

５ 　古くて新しい問題

　このようにみた場合、パワハラなどのハラスメントは、教育、労働、扶養、

仲間関係などを介して何らかの「力」関係が存在する「集団」内において、

そのような力関係を利用・濫用して、さまざまな形態のハラスメントが発生

するわけであり、その意味では人類の歴史とともに存在してきた社会現象と

もいえ、わが国の近代史においても、たとえば軍隊内の「いじめ」などがそ

の典型であろう（コラム 1 参照）。

◎コラム １　日本軍隊内のいじめ─『陸に上がった軍艦』

　2007年上映された『陸に上がった軍艦』は新藤兼人監督が「元水兵」
としての戦争体験を語るものである。1944年 3 月、松竹のシナリオライ
ターで32歳の新藤さんにまさかの召集令状がくる。戦争も末期になると
30過ぎの年齢など構っていられない。新藤さんは出征の旗に見送られて

「あ〜、これでシナリオが書けなくなるな〜」という思いだったという。
1 番地位の低い帝国海軍 2 等水兵として呉海兵団に入隊。それから宝塚
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第 ２章
職場のいじめ・パワハラの法的責任

Ⅰ　ハラスメントと法的責任の諸相

１ 　さまざまな責任レベル

　職場において何らかのいじめやパワハラ、セクハラ等のハラスメントが行

われ、法的にみて違法不当な行為と評価される場合、さまざまなレベルでの

法的責任が問題とされることになる。まず個人のレベルでは、当該個人の①

刑事上の責任（脅迫、強要、強制わいせつ罪など）、②民事上の責任（不法行為、

債務不履行など）、③就業規則違反としての懲戒処分などが問題とされ、また

使用者（事業者）のレベルでは、④使用者責任（不法行為、債務不履行など）、

⑤労災補償責任、⑥均等法、育介法、パワハラ防止法等における措置義務上

の責任などが問題とされることになる。

　このような職場におけるハラスメントに対する法的責任については、均等

法や育介法での事業主の措置義務等の立法化や、裁判例の蓄積により形成さ

れてきていたが、2019年 5 月「パワハラ防止法」制定により、今日、法的責

任としての企業（事業主、使用者）の「ハラスメント防止義務」が一定程度

整ってきたといえる状況にあるので、以下にはこれらについて検討すること

にしよう（〔図表22〕参照）。



〔図表22〕　責任のレベル
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２ 　使用者の職場環境配慮義務（＝「ハラスメント防止義務」）

　使用者は、労働者にとって快適な就労ができるように職場環境を整える義

務（職場環境配慮義務、労契法 5 条、労安法 3 条など）を負っており、労働者

の快適な就労の妨げになるような「障害（＝非違行為など）」を、服務規律（＝

就業規則）で禁止して、その発生を防止するとともに、これらの障害が発生

した場合には、直ちに是正措置を講ずべき義務を負っており、これを放置・

黙認したりして、労働者が精神疾患等のメンタル不全や職場秩序が混乱した

ような場合には、法的責任として使用者責任や債務不履行責任を問われるだ

けでなく、労災補償責任を負うことがある（使用者は無過失責任。労基法75条、

労災法 7 条など。同様に元請企業や派遣先企業と、下請企業や派遣元企業の従業
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員間のように、法的には直接の契約関係が存しないとされている場合においても、

元請と下請労働者間に現実の指揮命令が存在する限り、職場環境配慮義務上の責

任を負うことになる。派遣法47条の 2）。

　パワハラ、セクハラ、マタハラなどのハラスメントが、上述した労働者の

快適な就労の妨げになるような「障害」に該当することは明らかであり、使

用者が職場において負うハラスメント防止義務は、このような義務（＝「職

場環境配慮義務」）の一形態をなすものであり、「労働者の労働条件環境が使

用者や従業員等のハラスメントにより害されないように防止配慮すべき義務」

と定義することができる。

　他方労働者もまた雇用契約においては、本来的義務として所定の服務規律

や企業秩序に従って、使用者の指揮監督下で「労働に従事する」義務を負う

とともに、このような義務の履行に伴って、企業の社会的にみて保護に値す

る利益を不当に侵害してはならないという信義則上の付随的義務を負うこと

になり、具体的には、労働者は企業の運営や職場におけるチームワークを乱

したり、他の労働者の就業を妨害してはならない等の企業秩序・職場秩序を

遵守する義務（職場秩序遵守義務）を負っており、このような義務に違反し

た労働者に対し、使用者は非違行為の是正、将来の再発防止を目的とした懲

戒処分や損害賠償請求をなし得ることになり、その意味は程度の差はあれ労

働者自身も職場環境配慮義務＝ハラスメント防止義務を負っているといえる。

　国、事業主、労働者それぞれがパワハラ防止法制定を契機として、パワハ

ラに関して「優越的言動問題」、セクハラに関して「性的言動問題」、マタハ

ラに関して「妊娠・出産等関連言動問題」として、新たな責務が規定された

ことは、この意味では興味深いものがある（パワハラ防止法30条の 3など）。

３ 　「ハラスメント防止義務」と事業主の措置義務

　使用者が負う民事上の責任であるハラスメント防止義務は、パワハラ防止

法、均等法上の事業者が負う措置義務とはどのような関係に立つのであろう

か？　パワハラ防止法等の事業主が負う措置義務は、それに違反した場合、
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行政指導による助言、指導、勧告や企業名の公表等、行政上の制裁が予定さ

れており、直接民事上の不法行為責任や契約責任等に基づく損害賠償請求を

根拠づけるものではない。

　ところで事業主は上記パワハラ防止法上の措置義務等に基づいて、あらか

じめ就業規則等でハラスメント予防や事後措置を行うことが義務づけられて

いるのであり、この場合たとえば、部下が上司からのパワハラを受けたとし

て使用者に訴えたにもかかわらず、漫然と放置して何らの対処もしなかった

り、ハラスメントの相談をした部下が、解雇等の不利益を受けたりした場合、

措置義務違反を問われるとともに（パワハラ防止法30条の 2 など）、上述した

使用者は自ら制定した就業規則上の義務を怠るものとして、民事上もハラス

メント防止義務違反を構成することになろう。

　さらに事業主もしくは労働者は、パワハラ防止法、均等法等により、職場

における言動に必要な注意を払ってハラスメントを回避すべく努力義務を負

うこととされ（パワハラ防止法30条の 3、均等法11条の 2・11条の 4 など）、使

用者は職場において研修を実施したり、就業規則でハラスメント防止を従業

員に義務づける等、日常的にハラスメント防止に努力することが求められる。

たとえばパワハラの場合、パワハラ防止法により、事業主の措置義務の内容

とされている、①「優位的な関係を背景とした言動であって」、②「業務上

必要かつ相当な範囲を超えたものにより」、③「その雇用する労働者の就業

環境が害されること」の 3要素を満たす行為が対象とされ、従来セクハラ、

マタハラの場合、均等法等により事業主の措置義務等とされている行為が対

象とされ、少なくともこれら事項の違反が使用者側にある場合、契約上の義

務違反が推定されることになるであろう。

　このように事業主にとっての措置義務違反は実際上同時に「ハラスメント

防止義務」違反として民事責任を構成することになるのである。事例 9は弱

視となった高校教師が復職したものの、校務を担当させられず 8割もの給与

がカットされた裁判例である。
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事例 ９　愛知学院（愛知高校）事件
名古屋地判平17・12・16労判915号118頁

　高校の社会科の教諭をしていたXは、両球後視神経炎に罹患して入
院し、弱視となって大きな字しか読むことができない状態となり（身
体障害者手帳・視力障害 3級の交付を受けている）、復職申請したものの、
AV学習センター指導員とされ、やがてAVセンター閉鎖に伴い指導
員も解任され、以後、一切の校務分掌や部活動顧問から排除され、職
員会議への出席も認められず、出席不要とされたうえで、一方的に 8
割もの給与カットをされたケースで、判決は、学校が「教諭として復
職したXに対し、AV学習センター指導員の職を解いた後、一切の校
務を分掌させず、部活動顧問も割り当てず、職員会議への出席も認めず、
校務分掌がないことを理由に出勤不要とした上、Xが法廷闘争を望む
以上給与も支給できないとして、一方的に 8 割もの給与カット（実質
支給額はゼロ）をしたのは、それ自体が、合理的根拠ないし法的根拠
を欠いたもので、違法評価を受けるものといわざるを得ず、その直後
に被告がXを解雇する方針であることを明らかにしていることに照ら
せば、それらの違法行為は、Xを退職に追い込むためのものであった
と推認することができ、Xの人格権を侵害する違法行為であった」と
して使用者に慰謝料200万円の支払いを命じている。



第 ２章─Ⅱ　パワハラ防止法等の内容

94

Ⅱ　パワハラ防止法等の内容

１ 　パワハラ防止法の制定

　わが国では、民間職場（地方自治体の職員を含む）については、パワハラ、

セクハラ、マタハラ等のハラスメントに対する個別の規制法があり、他方公

務職場については、国家公務員を対象とした人事院規則で個別にハラスメン

ト規制がなされているが、ここでは民間職場に限定してその概略を述べてお

くことにしよう。

　2019年 5 月に成立した「パワハラ防止」法（ 6月 5 日公布、正式名称は労働

施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法

律（労働施策総合推進法。旧雇用対策法）。従業員が300人以上の大企業は2020年

6 月 1 日から施行され、300人未満の中小企業は2022年 3 月31日までの 2年間は努

力義務）では、職場において行われる①「優越的な関係を背景とした言動で

あって」、②「業務上必要かつ相当な範囲を越えたものにより」、③「その雇

用する労働者の職場環境が害されること」の 3要素を満たす行為について、

事業主に防止措置等を義務づけるとともに、パワハラ防止に関して国・事業

主・労働者の責務規定が新設された。そのうえでこれらの行為に対する対処

法の策定、周知、相談体制の整備等の具体的内容、取引先や顧客からの著し

い迷惑行為に対する相談対応等は、指針で明確化することとされ、措置義務

違反に対しては、厚生労働大臣による助言、指導、勧告等の行政指導や企業

名公表等の行政処置が行われることとされている。

　このようにパワハラ防止法は、労働者側が求めていた損害賠償の根拠規定

の導入は見送られ、事業主の措置義務等を規定した行政法規であり、しかも

パワハラの定義、行為、措置義務の内容等はいずれも指針に委ねられており、

労働者側からは、早くもその実効性に疑問の声が上がっている。しかし従来

経営者側からの反対で全く実現しなかったパワハラ法制化の議論が前進した

ことは間違いなく、しかもILO条約締結前に成立したものであり、企業の取
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り組みを深化させる契機となる可能性がある。

　また同時に改正された均等法、育介法でも、セクハラ、マタハラ防止に関

する国・事業主・労働者の責務規定が新設されるとともに、不利益取扱いの

禁止や、自社の労働者が他社の労働者に行ったセクハラ調査への協力や、調

停に際しての関係当事者の出頭、意見聴取などが規定されることになってい

る（セクハラ等の定義規定はない）。以下順にその概略を述べていこう。

２ 　パワハラ防止法の概略

⑴　事業主の措置義務等の対象とされるパワハラの内容

　パワハラ防止法では、事業者に対して、雇用管理上講ずべき措置義務等の

対象とされるパワハラは、以下の①～③の要素をすべて満たすものとされ、

その内容は指針で示されている。

①　「優越的な関係を背景とした」言動　　当該事業主の業務を遂行する

にあたって、当該言動を受ける労働者が、当該言動の行為者とされる者

に対して、抵抗または拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景

として行われるものを指し、たとえば、ⓐ職務上の地位が上位の者によ

る言動、ⓑ同僚または部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必

要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の

円滑な遂行を行うことが困難であるもの、ⓒ同僚または部下からの集団

による行為で、これに抵抗または拒絶することが困難であるもの、等が

含まれるとされる。

②　「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動　　社会通念に照らし、

当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、またはその態様

が相当でないものを指し、たとえば、ⓐ業務上明らかに必要性のない言

動、ⓑ業務の目的を大きく逸脱した言動、ⓒ業務を遂行するための手段

として不適当な言動、ⓓ当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手

段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動、等が含まれると
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される。

③　「労働者の就業環境が害される」　　当該言動により、労働者が身体的

または精神的に苦痛をあたえられ、労働者の就業環境が不快なものとな

ったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、当該労働者が就業す

るうえで看過できない程度の支障が生じることを指すものとされる。

⑵　パワハラの代表的な言動類型

　パワハラの行為態様は多様であるが、指針では代表的な言動の類型（ 6類型）

としては、〔図表23〕の行為が指摘される。もっともこれらはあくまで、事

業主がハラスメント防止義務を行う際の参考事例とされるものであり、パワ

ハラの判断基準を示すものではないことに注意が必要である。

⑶　「業務上必要かつ相当な範囲」の判断

ⅰ　判断枠組み
　客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指

導は、ハラスメントに該当しないものとされ、その該当性を判断するにあた

っては、さまざまな要素（当該言動の目的、当該言動を受けた労働者の問題行

動の有無や内容・程度を含む、当該言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業

務の内容・性質、当該言動の態様・頻度・継続性、労働者の属性や心身の状況、

行為者との関係性等）を総合的に考慮することが適当とされる。

ⅱ　具体的判断
　個別の事案における判断に際しては、相談担当者等がその内容・程度と、

それに対する指導の態様等の相対的な関係性が重要な要素となることにも十

分留意し、相談を行った労働者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け

止めなどその認識にも配慮しながら、相談者および行為者の双方から、丁寧

に事実確認等を行うことも重要であるとされている。

ⅲ　判断基準
　ⅰⅱの判断にあたっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、同様の



〔図表23〕　パワハラに該当する／該当しないと考えられる例（指針より）

該当すると考えられる例 該当すると考えられない例

ⅰ　身体的な攻撃
（暴行・傷害）

①　殴打、足蹴り
②　物を投げつける

・誤ってぶつかる

ⅱ　精神的な攻撃
（脅迫、名誉毀損、
侮辱、ひどい暴言）

①　人格を否定するような言動
　（相手の性的指向・性自認に関する侮辱
的な言動、いわゆるSOGI（ソジ）ハラ
を含む※ 1）

②　業務遂行に関する必要以上に長時間に
わたる厳しい叱責を繰り返す
③　他の労働者の面前における、大声での
威圧的な叱責を繰り返す
④　相手の能力を否定し、罵倒するような
内容の電子メール等を、当該相手を含む
複数の労働者あてに送付する

①　遅刻など社会的ルールを欠いた言動が
みられ、再三注意してもそれが改善され
ない労働者に対し、一定程度強く注意す
る

②　業務内容や性質に照らして、重大な問
題行動を行った労働者に対して、一定程
度強く注意する

ⅲ　人間関係から
の切り離し

（隔離、仲間外し、
無視）

①　自分の意に沿わない労働者に対して、
仕事を外し、長時間にわたり別室に隔離
したり、自宅研修させたりする
②　 1 人の労働者に対して、同僚が集団で
無視をし、職場で孤立させる

①　新規に採用した労働者を育成するため
に、短期間的に別室で研修等の教育を実
施する

②　懲戒規定に基づき処分を受けた労働者
に対し、通常業務に復帰させるため、そ
の前に、一時的に別室で必要な研修を受
けさせる

ⅳ　過大な要求
（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）

①　長時間にわたる、肉体的苦痛を伴う過
酷な環境下での勤務、直接関係のない作
業を命じる
②　新卒採用者に対し、必要な教育を行わ
ないまま、到底対応できないレベルの業
績目標を設け、達成しなかったことに対
し厳しく叱責する
③　労働者の業務とはかかわりのない、私
的な雑用の処理を強制的に行わせる

①　労働者を育成するために、現状よりも
少し高いレベルの業務を任せる

②　業務の繁忙期に、業務上の必要性から、
当該業務の担当者に、通常よりも一定程
度多い業務の処理を任せる

ⅴ　過小な要求
（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
あたえない）

①　管理職である労働者を退職させるため
に、誰でも遂行可能な業務を行わせる
②　気に入らない労働者に対し、いやがら
せのために仕事をあたえない

・労働者の能力に応じて、一定程度業務内
容や業務量を軽減する

ⅵ　個の侵害
（私的なことに過
度に立ち入る）

①　労働者を職場外でも継続的に監視した
り、私物の写真撮影をする
②　労働者の性的指向、性自認や病歴、不
妊治療等の機微な個人情報について、当
該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴
露する（アウティング※ 2）

　※事業主は②のようなことのないよう、
労働者に周知・啓発する等の措置を講
じること

①　労働者への配慮を目的とし、労働者の
家族の状況等についてヒアリングを行う

②　労働者の了解を得て、当該労働者の性
的指向、性自認や病歴、不妊治療等の機
微な個人情報について、必要な範囲で人
事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促
す

※ 1　※ 2　SOGI（ソジ）は、性的指向（SexualOrientation、好意をもつ相手の性別）・性自認（Gender
Identity、自分の性をどのように考えるか）の頭文字をとった言葉であり、いわゆるLGBTなどの
性的少数者にかかわりなく、すべての人がもつ性に関する属性を表す概念である。具体的にはパワ
ハラ防止法指針では 2 ⑺ロイ①精神的な攻撃として、SOGI（ソジ）ハラが含まれ、ヘイ②個の侵
害として、て本人の了解なく暴露する、いわゆるアウティングが含まれていることが注目される。
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状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業するうえで、看

過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうかを基準と

することが適当としつつ、個別的な相談対応の場面で、労働者の「受け止め

方などその認識にも配慮」するとして、相談者の主観にも配慮することとさ

れている。

⑷　措置義務等の内容

　事業主が雇用管理上講ずべき措置の内容として、指針では①事業主の方針

等の明確化およびその周知・啓発、②相談に応じ、適切に対応するために必

要な体制の整備、③職場におけるパワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応

（迅速・正確な事実確認、被害者への配慮措置、加害者への措置、再発防止）、④

相談者・行為者等のプライバシー保護、相談等を理由とした不利益取扱いの

禁止等があげられており、これらに関して事業主が措置をしない場合、指導、

助言、勧告等がなされるとしている。

⑸　措置義務等の対象とされる「当事者」（指針）

ⅰ　「職場」「労働者」の範囲
　「職場」は、事業主の雇用する労働者が業務を遂行する場所を意味し、当

該労働者が通常就業している場所以外でも、現に当該労働者が業務を遂行す

る場所も含まれるとされている。また「労働者」は、事業主が雇用する労働

者すべてを意味し、いわゆる非正規雇用労働者のみならず、パートタイム労

働者、契約社員等（派遣を含む）が含まれるとされている。

ⅱ　他者（他企業の労働者や顧客など）に対するパワハラに関す
る配慮など

　事業主は、自社労働者が、他の労働者（他の事業主が雇用する労働者および

求職者を含む）のみならず、個人事業主、インターンシップを行っている者

等の労働者以外の者に対する言動についても、必要な注意を払うよう配慮す

るとともに、事業主自らと労働者も、労働者以外の者に対する言動について
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必要な注意を払うよう努めることが望ましいとされている（パワハラ防止法

30条の 3、均等法11条の 2・11条の 4、育介法25条の 2も同様）。

ⅲ　自社労働者に対するパワハラに関する配慮など
　事業主は、取引先等の他企業労働者や事業主からのパワハラや、顧客等か

らの著しい迷惑行為（暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等）により、

自社労働者が就業環境を害されることのないよう、たとえば、①相談に応じ

適切に対応するために必要な体制の整備および、②被害者への配慮のための

取り組みを行うことが望ましいとし、また③こうした行為による被害を防止

するための取り組みとして、マニュアルの作成や研修の実施等の取り組みを

行うことも有効と考えられるとしている。

　ちなみにフリーランスなど雇用契約上の地位にかかわらず労働する者は、

内閣府の調査では300万人超（2019年）と増加しており、これらの人々に対

する取引先などからのハラスメント被害は、セクハラの場合約36％、パワハ

ラの場合61％に達する調査結果もあり（日本俳優連合、2019年）、さらに就職

活動中の学生や教育実習生、ボランティア等に対するハラスメント（特にセ

クハラ）も増加していることなどから、これらの人も保護対象者に含める必

要がある。他方、行為者についてみると、職場の上司や同僚に限らず、顧客、

取引先等からのハラスメントが社会問題化している現状に鑑みて、このよう

にハラスメントの被害者、行為者ともに職場の「雇用する労働者」のみなら

ず、職場の内外に広がっていることから、少なくとも早急に事業主の措置義

務に含めていくべきである。

⑹　不利益取扱禁止

　事業主は、労働者がパワハラに関して、「相談を行ったこと又は事業主に

よる当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該

労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」とされている

（パワハラ防止法30条の 2、均等法 9条・育介法25条の 2 項も同様。なお、均等法

11条 3 項では、他社が実施する事実確認等への協力の事業主の努力義務が規定さ
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れている）。

⑺　国、事業主、労働者の責務

　パワハラ防止法では、パワハラを「優越的言動問題」（均等法・育介法では、

セクハラを「性的言動問題」、マタハラを「妊娠・出産等関連言動問題」）とし、国、

事業主、労働者の責務が新たに規定されたことは注目すべきことといえる（パ

ワハラ防止法30条の 3、均等法11条の 2・11条の 4、育介法25条の 2も同様）。

ⅰ　事業主の責務
　国の責務のほか、事業主の責務として、職場におけるパワハラに起因する

問題（たとえば、労働者の意欲の低下などによる環境の悪化や職場全体の生産性

の低下、労働者の健康状態の悪化、休職や退職などにつながり得ること、これら

に伴う経営的な損失等が考えられる）に対する、労働者の関心と理解を深める

とともに、当該労働者が他の労働者（他の事業主が雇用する労働者および求職

者を含む）に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他必要な

配慮をするほか、国の講ずる広報活動、啓発活動その他の措置に協力するよ

うに努めなければならず、また、事業主（法人の場合その役員）は自らも、

パワハラに起因する問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に

必要な注意を払うように努めなければならない、とされている。

ⅱ　労働者の責務
　労働者の責務として、上記問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に

対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる上記措置に協力す

るように努めなければならない、とされている。

　これらの国、事業主、労働者の責務は、セクハラ、マタハラにも共通のも

のとされており、注目すべき責務規定というべきものである。
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３ 　セクハラ規制─均等法

⑴　事業主の措置義務等の拡大

ⅰ　「第三者」（＝顧客や取引先など）からのセクハラ
　従来均等法11条は、事業主の措置義務の対象として「職場において行われ

る性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労

働条件につき不利益を受け」（いわゆる「対価型」）、または「当該性的な言動

により当該労働者の就業環境が害されること」（いわゆる「環境型」）と規定し、

これらの行為を防止する措置を事業主に義務づけ、措置内容についてそれぞ

れ典型例を指針で規定している。しかし、近年、営業職や店舗などのサービ

ス部門を中心に、取引先や顧客などの「第三者」からのセクハラ被害に対し

て、事業主の措置義務が及ぶか否かが問題とされてきていた。

　さらにセクハラに関する均等法上の調停制度についても、関係当事者の同

意がなければ同僚等に参考人として出頭を求めることができない等の不備も

指摘されていた。

　セクハラ指針では、自社の労働者が、他社の労働者等からセクハラを受け

た場合につき、セクハラの規制対象となる「行為者」を拡大し、「当該行動

を行う者には、労働者を雇用する事業主（法人である場合はその役員）、上司、

同僚に限らず、取引先等の他の事業主又はその雇用する労働者、顧客、患者

又はその家族、学校における生徒等もなり得る」と範囲を広げ、これらの場

合も相談に応ずる等の措置義務の対象とされている。

　その際、爾後対応として指針では、「行為者が、他の事業主が雇用する労

働者又は他の事業主である場合には、必要に応じて、他の事業主に再発防止

に向けた措置への協力を求めること」が措置義務の内容とされている。（セ

クハラ指針 2⑷、 4⑶ニ）。

ⅱ　第三者（取引先など）に対する協力（均等法11条 3 項）
　自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行い、他社が実施する雇用管理
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