「上司の指示、指導等に従わない面が顕著で、再三の指導及び警告にかか
わらず一向に改善の意欲も認められない幹部社員を解雇できるのか？？」

「勤務態度を理由に解雇するためには、どこまでひどい状況である必要があるのか？」
～東京地方裁判所平成２９年４月１９日判決
日本コクレア事件に関する裁判例を参考にして～

<今回のニュースレターの概要>
・下記のような事情で入社後１年未満である元従業員（X）の勤務態度不良を理由とする
会社（Ｙ社）の解雇を有効と認めた例
・X は、使用者が従業員に対して通常求める姿勢である、上司の指示、指導等に素直に耳
を傾け、上司の意見を取り入れながら円滑な職場環境の醸成に努力するなどといった点
に欠ける面が顕著であるといえ、再三のＹ社からの指示、指導及び警告にかかわらず一
向に改善の意欲も認められないことからすれば、ＸとＹ社との労働契約における信頼関
係は、本件解雇時点においてもはや回復困難な程度に破壊されていると評価せざるを得
ず、Ｙ社としては、職場全体の秩序、人間関係への悪影響等に鑑み、職場内の規律維持
等の観点から対応せざるを得なかったといえる」として、「Ｘについては就業規則……
「従業員の就業態度もしくは能率が、会社にとって著しく不適当であると認められた場
合」に該当するものと認められ、本件解雇は、その権利を濫用したものとして無効であ
るとはいえない
・Ｙ社は，Ｘに対して警告書や指示書等書面での警告等を含めて何度も改善の機会を与
えた指示・警告をしたにもかかわらず，Ｘに改善の意思がみられなかったところ，Ｘの
勤務態度等に照らすと配置転換等によって問題が解決されるという事態は想定しがたい
から，配置転換等の可能性を検討せず本件解雇に至ったとしても解雇回避義務を尽くし
ていないと評価するのは相当ではない

１ はじめに
従業員の解雇は容易では
ありません。
しかし、本件判決では中
途採用した従業員（マーケテ
ィング＆デジタル・コミュニ
ケーションズ・スペシャリス

トという地位にある者）の勤
務態度不良を理由とする解雇
を認めています。
そこで、その勤務態度や
行動にはどのような問題点が
あったのか、勤務態度不良を

理由とした解雇の有効性を認
めた具体的な裁判例をみるこ
とで、今回は、その解雇の有
効性の限界を学ぶこととしま
した。

２ 東京地方裁判所の裁判例の紹介
東京地方裁判所平成２９年４
月１９日判決
～日本コク
レア事件～

（１）【事案の概要】
人工内耳システムの輸入
等を行う事業を営む日本コク
レア（Y 社）が、従業員 X を
解雇したところ、解雇の無効
を主張され訴訟提起された事
件。

（２）【原告の経歴】
X は、平成２年３月に A 大
学経済学部を卒業し、２年間
会社に勤務した後、B 大学に
進学していわゆるＭＢＡの学
位を取得し、その後は複数の
会社で勤務したり、自ら設立
したコンサルティング会社の
代表取締役としてコンサルテ
ィング業務をしていたところ、
平成２５年１０月に Y 会に入
社した。

（３）【労働契約の内容】
ア 職位 マーケティング
＆デジタル・コミュニケーシ
ョンズ・スペシャリスト

イ 賃金 年間基本給８５０
万円（月額７０万８３３３
円）、変動セールス・コミッ
ション（基本給の１５％）１
２７万５０００円。毎年７月
に勤務成績等に応じて見直し
を行い、被告の裁量で増額す
ることがある。

（４）【X の問題行動もしく
は態度】
ア X は、平成２６年６月、
Y 会の上司である乙山社長や
Ｃ部長を通じ、本社のビジネ
スの方向性に対する原告の理
解等に関して、本社からの問
題点の指摘を受けたものの自
己の問題点は英語力だけであ
り、それ以外について基本的
に問題はないと述べ、改善の
意思がなかった。
イ X は、上司であるＣ部長
の承認を得ずに乙山社長に提
案するなどＣ部長との間のコ
ミュニケーションも問題とな
り、改善を求められた。その
後もＣ部長から広告掲載に当
たっての全体像を示すよう求
められたことにも従わず、Ｃ
部長と意見が対立した際に大

声を上げるなどして自己の考
えに固執した。
ウ X は、Y 社からの平成２
６年７月１４日付けの警告書
で本社や Y 社の上司との間で
のコミュニケーションの問題
や業務上のやり取りでの問題
があったことを具体的に指摘
されながらもその内容に納得
せず、Y 社やその本社の社員
に事実関係を確認したり Y 社
の人事担当者に苦情を述べる
などした。また、本社の人事
部長から同警告書は適正な手
続を経て出されたものであっ
て対応が必要であると説明を
受けながらも、X は、同警告
書のフィードバックで自己の
言動の改善点については大声
で立って話したことや英語力
を改善すると述べる程度でそ
れ以外の言動については反省
しなかった。その上、上司を
尊重するよう強制するのであ
れば「相互の尊重」に違反す
るなどとしてＣ部長等に対す
る反抗的な態度を示し続けた。
エ X は、同月２９日付けの
指示書やその後の面談でプラ
ンを提出するなど業務に対す
る明確な指示と、同僚や上司、
本社の関係者を尊重して信頼
関係を築くよう行動に対する

指示を受けながら、同警告書
は態度のみに関するものであ
って職務に関する指示をする
のは不当であることなどを訴
えた上、具体的な前記プラン
を作成せず指示に従わなかっ
た。
オ X は、同年８月２５日付
けの警告書において最後の警
告として態度や行動を改善し
て是正しなければ解雇される
ことも含めた指摘を受けなが
らも、Ｃ部長と X の関係に満
足できないとする乙山社長の
考え方等は理性的でなく、Ｃ
部長が期待している結果が分
からない旨の回答をするなど
して反発して改善の意思を示
そうとしなかった。
カ その上、緊急の場合でも
直属の上司に連絡を取るよう
同指示書等によって求められ
ていたにもかかわらず、X は、
Ｃ部長が本社への出張のため
不在であったのを認識しなが
ら、同人のトレイに有給休暇
の申請書を入れるだけで、同
人や乙山社長に休暇を取る旨
を連絡せず、出社しなかった。
など、X は上司に対する反抗
的な態度を終始取り続けてお
り、それは上司に対する社会
常識を持った言動から逸脱し
ている。
なお、X が Y 社に入社してか
ら平成２６年６月まで特段の
注意や指導を受けなかったの
は、X の上司であるマーケテ
ィング部の部長が社長又は副
社長と兼任されており、X の
日々の勤務態度等について適
切に把握されていなかったこ
とによるもの。

（５）【裁判所の判示の重要
部分】
前記（４）のアないしカ等の
事実認定を踏まえて、X は、
会社の組織・体制の一員とし
て円滑かつ柔軟に適応して行
動するという考えがなく、再
三の上司からの指示、指導及
び警告にかかわらず、職制を
無視した自己中心的な態度を
続けたのであり、自己の考え
に固執して上司の指示を聞こ
うとしない姿勢は顕著である
といわざるを得ず、改善の意
欲も一向に認められない。そ
のような姿勢のため、現に、
指示された具体的なプランを
提出しないなど、明確な服務
規律違反行為も認められる。
すなわち、X は、使用者が従
業員に対して通常求める姿勢
である、上司の指示、指導等
に素直に耳を傾け、上司の意
見を取入れながら円滑な職場
環境の醸成に努力するなどと
いった点に欠ける面が顕著で
あるといえ、再三の Y 社から
の指示、指導及び警告にかか
わらず一向に改善の意欲も認
められないことからすれば、
X と Y 社との労働契約におけ
る信頼関係は、本件解雇時点
においてもはや回復困難な程
度に破壊されていると評価せ
ざるを得ず、Y 社としては、
職場全体の秩序、人間関係へ
の悪影響等に鑑み、職場内の
規律維持等の観点から対応せ
ざるを得なかったといえる。
上司の指示でも納得できなか
ったらやらなくてもいいと述
べるなど、自己の考え方に固

執し続けており、このことは、
本件解雇以前から職制を踏ま
えた行動をする意思がなかっ
たことを推認させ、X の処遇
の困難性を示している。」
よって、X については就業
規則上の「従業員の就業態度
もしくは能率が、会社にとっ
て著しく不適当であると認め
られた場合」に該当するもの
と認められ、本件解雇は、そ
の権利を濫用したものとして
無効であるとはいえない。
≪X の主張に対する裁判所の
判示部分≫
ア 本件解雇の意思表示
の前に、X の問題点を具体的
かつ明確に指摘して改善の機
会を付与していないことから、
本件解雇は社会的相当性を欠
き、無効である旨の主張につ
いて
Y 社は、警告書や指示書等に
おいて、反抗的な態度を示し
て改善しようとしていない点
など具体的な言動を明らかに
して改善を求めている上、Ｘ
は、２０年間以上にわたる社
会人経験を経てＹ社との間で
労働契約を締結し、年間の基
本給８５０万円および変動セ
ールス・コミッション１２７
万５０００円もの賃金の支払
いを受けて稼働していたこと
に鑑みれば、自身で行動を規
律すべき立場にあり、改めて
注意されなければ分からない
ような事柄ではないといえる
ことなども踏まえれば、本件
解雇に相当性を欠く事情があ
ったとはいえない。

イ 配置転換等解雇以外の
手段の選択を考えるべきであ
るにもかかわらず、それらを
選択していない本件解雇は無
効である旨の主張について
前記のとおり、Y 社は、X に
対して警告書や指示書等書面

での警告等を含めて何度も改
善の機会を与えた指示・警告
をしたにもかかわらず、X に
改善の意思がみられなかった
こと、原告の勤務態度等に照
らすと配置転換等によって問
題が解決されるという事態は

想定しがたいから、配置転換
等の可能性を検討せず本件解
雇に至ったとしても解雇回避
義務を尽くしていないと評価

与えるものです。

働契約における信頼関係は、
本件解雇時点においてもはや
回復困難な程度に破壊されて
いると評価せざるを得ないと
しており、解雇の相当性を判
断する際の事例判決としても
実務上参考となるものです。

するのは相当でない。

３ 実務への教訓
解雇は、客観的に合理な理
由を欠き、社会通念上相当で
あると認められない場合は、
その権利を濫用したものとし
て無効とされています（労働
契約法１６条）。この「解雇
の合理的な理由」について、
これまで裁判所が繰り返し示
してきた判断は、会社側にと
ってはとても高いハードルを
課していると理解するのが一
般的であると考えられます。
上司と部下との関係構築等
で悩んでおられる企業も多い
ことでしょう。
この裁判例のケースは従業
員の勤務態度を理由に解雇す
るためには、従業員がどのよ
うな状態、状況にあり、反面
それに対して会社としてどの
ような改善指導をしてきたの
か等が示されており、勤務態
度不良の従業員に対して企業
として当該従業員を解雇でき
るか否かを検討する際等の事
例判決として実務にも影響を

また、「客観的に合理な理由」
が認められる場合であっても、
当該解雇が「社会通念上相当
として是認することができな
い場合」には解雇権を濫用し
たものとして無効になります。
この相当性の要件との関係で、
ＧＣＡサヴィアン事件（東京
地判平２８．８．１９判例秘
書Ｌ０７１３１９４０）は、
解雇は降格・降給と異なり、
労働契約を終了させ、挽回の
機会もなく労働者にとって不
利益は大きいことから、配置
転換等解雇以外の手段の選択
をとらずに、解雇を選択する
には労働者に能力不足、勤務
態度不良または適格性の欠如
があっても、単に使用者の期
待に十分に沿わないという程
度にとどまらず、労働契約の
継続を期待しがたいほどに重
大な程度に達していることを
要するとしています。
この点でも、本件事案では労
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