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労働者に対する使用者の損害賠償請求 
―責任制限法理の再検討―

藤田　大幹 
（内藤研究会 4 年）
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Ⅰ　序　論

労働問題は新聞・ニュースにおいて毎日のようにとりあげられており、「ブラッ

ク企業1）」に続いて「ブラックバイト2）」という言葉も生まれるなど、昨今大き

な社会問題となっている。実際に2013年 9月に厚生労働省が行った調査3）では

「若者の使い捨てが疑われる企業」5111事業場中82％の4189事業場に労働基準関

係法令違反があり、36協定を超えた時間外労働、割増賃金の未払い、名ばかり管
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理職4）、賃金の未払い等が認められた。また、先日公表された「大学生等に対す

るアルバイトに関する意識等調査結果5）」においても、準備や片付け時間の賃金

を支払わない、休憩が与えられない、時間の管理をしない、時間外・深夜労働等

に対する割増賃金が支払われない等、学生の 6割がアルバイトにおいて何らかの

トラブルを経験していることが明らかになった。この他にも過度なノルマを課す、

労働者に罰金や損害賠償を求める、辞めさせない、無理やり辞めさせる等様々な

事例が見られる。これらの事例の中で、法定時間を超えた長時間労働、割増賃金

未払い、賃金未払い、休憩の未付与、合理的理由のない解雇に関してはそれぞれ

条文上違法であることが明らかであるが6）、労働者が仕事でミスをした際の損害

賠償についてはどうであろうか。

労働者は仕事の過程において使用者に損害や不利益を与えることがある。これ

に対して労基法は16条において労働契約の不履行における違約金または損害賠償

額の予定を禁止しているが、現実に発生した損害に対してまで労働者を免責して

いる訳ではない。そのため民法の一般原則により、①労働者が直接使用者に損害

を与えたときは、労働者は債務不履行または不法行為に基づいた損害賠償責任を

負い、②被害者が第三者の場合に使用者が使用者責任として損害賠償を行ったと

きは、使用者は民法715条 3項によって労働者に対しての求償権を行使すること

ができる。しかし、このように使用者が労働者に対して損害賠償請求ができると

解すると、労働者にとって極めて過酷な結果をもたらす危険性がある。例えば、

高額の機械・器具を使用する職場や小さなミスが大きな損害に繋がる職場におい

ては、労働者は常に危険と隣り合わせで業務に従事しなければならない上に、一

生かかっても支払い困難な損害賠償責任を負う可能性があるが、果たしてこれは

妥当なのであろうか。このような問題意識から、かねてより民法学、および労働

法学においては使用者責任における求償権の問題と併せて、賠償責任を制限する

ことが論じられてきた。

例えば茨城石炭商事事件最高裁判決7）は、それまでの下級審判決の集大成とし

てこの問題に対して信義則を根拠にした判断枠組みを示し、その制限法理は後の

裁判例においても適用されている。しかし、1960年代から70年代にかけての多く

の裁判例は本判決同様労働者による自動車事故によるもので、もっぱら求償権の

行使の制限の可否、その範囲が争われており、学説における議論も民法学説から

のものが主であった。そういった中で長期雇用慣行が後退し、成果・能力主義的

雇用管理が強化されるようになり、使用者が労働者の損害賠償責任を追及する
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ケースが増加すると、2000年代頃から労働法学においてもこの問題に対して議論

がなされるようになる。

つまり、労働法学においてこの問題は「労働過程におけるリスクをどう考える

か」という労働契約論の中核に関わる論点にもかかわらず十分な議論がなされて

こなかった8）のである。民法学における議論についても使用者の求償権の制限を

試みてきたことから自ずと限界があり、前記最高裁判決における基準も明確であ

るとは言い難く、具体的な賠償額の基準はケースバイケースとならざるを得ない

といった課題を抱えている。

そこで本稿では、学説・裁判例の検討から責任制限法理の法的根拠と具体的な

判断基準を明らかにし、立法化の可能性も含めて当該問題のあるべき姿を検討す

る。

Ⅱ　責任制限法理の検討

1　民法学説の展開

前述した通り、使用者の労働者への求償については民法715条 3項において「求

償権の行使を妨げない」とするのみで条文上何らの限定を設けていない。立法者

の穂積博士は、この求償権は諸外国でも認められており「至極適當ノコト」と述

べ9）、梅博士も委任やその他の契約関係から生じる権利に属するから「明文ヲ竢

タサルカ如シ」と述べる10）など立法当初はこれを当然視する考えが支配的であっ

た11）。大正後期から昭和初期を代表する鳩山博士の見解においても「被用者自身

ノ不法行為上ノ責任ハ使用者又ハ監督者ガ責任ヲ負担スルガ為メニ軽減セラルル

コトナシ12）」とされ、被用者の負担割合は100％であるとの理解が示されてい

た13）。

しかし、求償が無条件に全額認められると、場合によっては被用者に酷な結果

となることから、それを制限しようとする主張が見られるようになる。つまり、

企業活動の発展、拡大に伴い、①危険責任・報償責任の考え方、②使用者は、企

業活動から生ずる定型的危険について、保険制度あるいは価格機構14）を通じて

他に損失を分散することができるが、被用者はその立場にないこと、③使用者は

被用者の労働条件をコントロールできる地位にあるが、被用者にはそれがなく、

危険の防止ないし回避が困難である等の理由15）から被用者保護の要請が高まっ

てきたのである。
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最初に現れたのは石田博士の権利濫用説16）で、その後も過失相殺説17）、共同不

法行為説18）と主張される。しかし、これらの説は基本的に、使用者責任を代位

責任ととらえた上で、求償制限は例外措置であるとの理解に立っており19）、使用

者が被害者に賠償すれば、原則的には労働者に対する全額の求償を肯定せざるを

得なかった。

1970年頃になると、「自己責任としての賠償義務」、つまり被用者の加害ゆえに

使用者が固有に責任を負うと理解する立場が有力になっていく。例えば、椿教

授20）は求償権の制限の根拠を不真正連帯債務に求め、民法715条 3項を不真正連

帯債務の求償関係中に位置づけられるべき規定であるとする21）。また、並木判

事22）は、使用者責任の根拠である報償責任と危険責任はともに結果責任に近い

として、使用者が固有に負担すべき部分を認め、その部分について求償権を否定

した。しかし、これらの説は責任分担を唱えようとする点、使用者固有の責任を

認めようとする点で評価された一方で、不真正連帯債務であることから求償権を

導くことに関して等に批判がなされた23）。

そこで使用者と被用者間の内部関係の分析から直接的に求償権制限の問題にア

プローチしようとする立場が主張されるようになる。例えば中元説24）によると、

雇用・委任などの契約関係が存する場合には、求償権は債務不履行に基づく損害

賠償請求権と構成され、契約関係がない場合には不法行為と構成される。そして

具体的には労使の諸事情を考慮要素とし、信義則を用いて損害の公平な分担を図

ろうとする。また、同説に立った上で使用者の優位性や労基法の趣旨25）、企業責

任の重視26）から、軽過失の場合は使用者がその負担を負うべきという見解、労

働者の有責性の程度を一般的基準とし圧力状態及び過失相殺自由をその他の修正

要素とする見解27）も存在した28）。

このように民法学説においては、立法当初当然と考えられていた使用者の労働

者に対する求償権をいかに制限するかについて議論が行われてきた。アプローチ

の仕方は様々であるが、制限を図ることで労使間の実質的な差を解消しようとし

ている点では共通している29）。

2　判例法理の確立

裁判例においては昭和30年代後半ごろから民法715条 3項に関するものが現れ

るようになる。例えば、求償権の行使について初めて争われた事案30）では、原

告被告を共同不法行為者31）と捉えた上で、内部の責任分担については故意又は
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重過失の場合は被告自ら、軽過失に基づく場合には原告が負担するものと解する

のが「正義公平に合するゆえん」と判示し、結果としては被告に故意・重過失は

なかったとして求償権の行使を否定した32）。その他にも過失相殺を類推適用する

もの33）、信義則及び権利濫用を用いるもの34）、条理を用いるもの35）等、下級審判

決においては様々な理論構成を用いて使用者の求償権の制限が図られた。

しかし、なかには求償権の行使を全額肯定したものも存在する。例えば運転免

許未所持者が無断で車を持ち出し、アクセルとブレーキを踏み間違えて事故を起

こした事案36）、飲酒した上に無断で私用に運転中に事故を起こした事案37）、使用

者の注意に反した方面への出張を行った際に事故を起こした事案38）など、求償

が全面的に肯定されてもやむを得ないような重過失がある事案がそれに当たる。

なお、重過失が認められた事案においても必ずしも求償権の行使が否定される訳

ではない。例えば、陸上運送業者の被告が飲酒運転の上ジグザグ運転をして事故

を起こした事案39）においては、労働者の労働条件、使用者の管理方法等の事情

を総合考慮し、被告の給与が低額で約 3年間勤務していたことや原告の監督方法

がかなり杜撰であったことから、 7割の限度で労働者の責任を肯定した。

これらの裁判例の多くは、賃金の低廉及び使用者が任意保険に加入する等の事

前措置を講じていないという事情を考慮している点に特徴があり40）、仮に任意保

険に加入していたとしても、それによって塡補されない部分の一切を労働者に負

担させることはできないとする41）。また、労働者の責任額と 1カ月の給料額の関

連について明確に論じている裁判例42）もあり、タクシー運転手の交通事故につ

いて、「運転者の給与部分を超えて運転者に負担させることは、公平の原則上妥

当でない」との判示がなされている。

このように昭和30年代後半から、自動車による交通事故によって積み重ねられ

てきた下級審判決は、その理論構成は分かれても、被用者の加害行為の態様（違

法性・有責性の大小）及び日頃の勤務態度と使用者の加害行為防止の努力、設備

の有無、企業規模及び任意保険加入の有無等との比較衡量をなすことによって、

使用者の労働者に対する求償権に一定の制限を課し、両者に損害の割合的分担を

させてきた43）。一方で最高裁判決は昭和45年に一般論として求償権の制限があり

うることは示していたが44）、実際の制限は認めず、その後の下級審判決には強い

影響を与えていなかった。

そうした中で、最高裁判決において初めて使用者の求償権を制限したのが茨城

石炭商事事件45）である。この事件は、X会社の自動車運転手Yが、タンクローリー
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の運転中に車間距離不保持、前方注視不十分等の過失により、急停車した先行車

に衝突し、同車及び加害車に損傷を負わせたものであり、Xは Yとその身元保証

人に対し車両修理費として支払った額の求償及び加害車の修理費などの損害賠償

を請求した。これに対して最高裁は、「使用者の事業の性格、規模、施設の状況、

被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若

しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度、その他諸般の事情」という判

断要素を示し、「損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限

度において」求償権の制限が認められると判示した。そしてこの事案については

Xが任意保険に加入していないこと、Yが特命により臨時的に乗務するにすぎな

かったこと、給与が月額 4万5000円で勤務成績も普通以上だったことを考慮して

求償額を 4分の 1に制限した。この判決は下級審の動向を集約したもので、判旨

それ自体は格別新しい議論を展開している訳ではないが、被用者の責任が一部に

制限されることを最高裁が示した点で意義が大きいとされている46）。しかし、『信

義則』という一般条項を用いて解決を図ったことに対しては、具体的事情に即応

した公平妥当な解決を図れる点47）、広範な事態を処理し得る点48）で評価された一

方で、抽象的で基準が不明確であることから裁判所の裁量の幅が広く、予見可能

性に欠けると批判された49）。こうして最高裁によって確立した責任制限法理は以

降、様々なケースで適用されることとなり、本判決以降信義則を根拠に置く裁判

例が増加する。

3　労働法学における責任制限法理

学説における議論は主に民法学説からの求償権の制限に対するものであり、労

働者自身の損害賠償責任に関しての労働法学における議論は散発的なものしか存

在しなかった。しかし、終身雇用慣行の後退などを背景に、使用者が労働者に直

接損害賠償請求するケースが増加すると50）、労働法学においても、前記判例法理

の抽象性、不明確さ、またそれに起因する労働者の責任判断の予測可能性の低さ

といった課題が認識されるようになる。そして、このような問題意識からドイツ

法を中心とする比較法研究がなされるようになり51）、2000年代頃から労働法学も

この問題に本格的に取り組むようになる。

最近の労働法学説は大きく 2つの傾向に分類することができる。 1つは判例同

様一般条項に依拠して、諸事情を考慮することによって個別事案ごとに問題の解

決を図ろうとするものである。例えば、山川教授は全額賠償が認められると労働
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者に過酷な事態が生ずるとして、労使間の経済力の差や、危険責任・報償責任の

原則にかんがみ、労働者の損害賠償責任を制限する必要が生じると主張する52）。

また、土田教授は危険責任・報償責任に加えて、労働契約の他人決定的性格、使

用者との交渉力格差をふまえた上で、損害の公平な分配という不法行為法の基本

原理と労契法 3条 4項の信義則に根拠を求める53）。しかし、これらの見解は柔軟

な解決を図れる一方で、前記最高裁判決でも指摘された通り、抽象的で、予測可

能性が低いという課題を抱えていた。

そこで、もう一つの傾向として、労働契約関係に即したより具体的な根拠を用

いて明確な基準を導出しようとする見解が有力に主張されるようになる。道幸教

授は、労働者のミスは①企業経営の運営自体に付属、内在するもので（報償責任）、

そのリスクは任意保険で対応できること、②使用者が決定する業務命令事態に内

在化するものであること、③業務命令の適切な履行は、本来労働者に対する広い

意味での人事権の行使によって確保されるべきものであること、④ミスに対応す

ることまで配慮して賃金が決まっているのではないことを理由に信義則上、通常

想定される過失については労働者の賠償責任は免責されるとし、通常予想されな

い重過失の場合は負担の公平な分担の問題になり、使用者の管理体制のまずさに

由来する重過失の場合には例外的に免責されると主張した54）。また、報償責任・

危険責任に加えて、憲法25条、労基法 1条 1項の労働者の生存権保障を重視して

考える林教授は、国賠法 1条 2項の趣旨も考慮した上で、通常の過失（軽過失）

は労働業務に通常随伴するもので労働者は債務不履行責任を負わないとした。そ

して故意またはそれと同視しうる重過失についてのみ損害賠償責任が生じ、損害

賠償額の算定に当たっては過失相殺が考慮されるべきであると述べた55）。しかし、

これらの説は、ある程度基準を明確化した一方で、重過失における判断基準につ

いてはまだ十分に検討できていないという課題を抱えていた。

そこで近年、重過失による責任制限の判断についても明確化する見解が主張さ

れるようになる。例えば細谷准教授によると、重過失の場合には労働者は一定の

責任は免れないが、高価な財貨等の扱いを委ねられた労働者の誤りに起因する損

害は、非常に過大な損害賠償責任を労働者に負わせるおそれがあることから、そ

れが労働者の生活に及ぼす影響の重大性を考慮して（労基法 1条 1項〔人たるに値

する生活の保障〕の理念）責任制限を行うことが必要であると述べる56）。注意すべ

きは重過失が存在する場合でも、使用者に自身の支配領域にあるリスクが帰責さ

れるべきとしている点にある。なお、この場合の具体的な賠償の範囲については、
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事故・損害の予防、損害の分散、損害額と賃金との関係などの諸事情を考慮して

適切な範囲に限定される57）。

以上のように、労働法学における議論は、判例法理の課題も指摘した上で、民

法の一般原則に従った全額賠償が労働者に重大な影響もたらす危険性を考慮して、

労働者の責任制限を図ろうとしてきた。

Ⅲ　労働者の損害賠償責任をめぐる裁判例

1970年代中頃以降は自動車事故のみならず、様々な事案が数多く登場し、2000

年頃になると使用者が労働者に直接損害賠償請求を行う事案が増加するようにな

る。前記最高裁判決は求償権の行使と直接の損害賠償請求とを区別していないこ

ともあり、数多くの裁判例でこの判断枠組みが踏襲されることとなった。本章で

は、個々の事例を検討することで、ある程度の基準を見出し、判例法理の特徴と

問題点を明らかにする。

1　責任発生要件

まず、責任制限を考えるには、その前提として労働者に債務不履行責任や不法

行為責任が成立している必要がある。具体的な要件としては、債務不履行の場合

には、債務の不履行、責めに帰すべき事由（故意・過失または信義則上これと同視

すべき事由）、損害の発生、債務不履行と損害との間の因果関係の存在が必要とさ

れ58）、不法行為の場合には、故意・過失、権利・利益侵害、損害の発生、不法行

為と損害との間の因果関係の存在が必要とされる59）。これに関して最近では債務

不履行の存否それ自体が争われるケースがいくつか登場するようになる。

例えば労働者は一般的に使用者の指示に従う義務があるが、結果として使用者

の指示に反し損失を与えた場合に、直ちに使用者に対する損害賠償責任が生じる

訳ではない。小川重事件60）はこのことを示し、使用者の指示は「特段の事情61）

がない限り、一般的には、従業員がその指示にそうべく努力することを義務づけ

るものにすぎ」ないと判示し62）、特段の事情もなかったとして指示に反して在庫

品を残したことを理由とする損害賠償責任を否定した。一般に、労働義務は手段

債務であるため、労働者は使用者の目的達成に関する指示に従って誠実に労働し

ていればよく、結果的に目的を達成できず、外形上指示に反して使用者に損害を

与える結果となったとしても債務不履行や損害賠償責任の問題は生じない63）。な
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お、使用者の指示が存在していたとしても、それが抽象的で不明確な場合は指揮

命令違反の事実自体が否定され、損害賠償責任が否定される64）。

また、武富士事件65）は、検査員が支店長の横領、架空貸付を見抜けなかった

ことについて、偽造の痕跡等が一見して明らかとはいえなかったこと、当時の臨

店が過密なスケジュールで行われ、新規貸付のチェックには 1件当たり数分程度

しかかけられなかったこと等の事情から、検査員らの職務上の義務違反があった

と評価するには疑問があるとして、最終的に検査員らに対する損害賠償請求を棄

却した。

この 2つの事案は、労働者の使用者に対する債務の内容や債務不履行の存否を

厳密に判断しようとしており66）、責任制限を考慮するまでもなく請求が棄却され

ている点に特徴がある。その他にも、保育施設での乳児死亡事故における求償請

求事案67）では、東京地裁は保母の注意義務違反を認めながら、仮に事故発見後

直ちに救急車を呼んだとしても救命できたかどうかには疑問が残るとして相当因

果関係を否定し、求償請求を棄却した。これらの裁判例のように成立要件の段階

で賠償請求が否定されることもある。

なお、労働者の行為によって会社が損害を受けたとしても、その行為が会社の

業務として行われていた場合には損害賠償請求が認められない。上野製薬事件68）

では、管理職従業員が違法なカルテルに関与していたことによって発生した損害

について、会社がカルテルを容認しその業務を行わせていたことから、会社自身

が招いた損害であるとして、損害賠償請求が否定された。

2　具体的事例における労働者の故意・過失

（ 1） 故　意

成立要件が肯定されたとして、実際にどれほどの制限がなされてきたのか。ま

ず、労働者の故意、つまり結果の発生を認識しつつそれを認容して行っていたよ

うな場合を検討する。この場合は基本的には責任制限法理を考慮することなく、

損害賠償全額が認められる。例えば蒲商事件69）は、営業担当者が検品の際に不

良品に手を加えて返品を不可能にした行為について注意義務違反を認めて損害額

約29万5000円全額の賠償を認めた。また同じような不適切な営業や取引のケース

では、大器事件70）において、あえて見積価格の 1割高の仕入れ価格で会社に仕

入れさせていたという営業課長の背任行為に対して、悪質で重大な非違行為であ

るとして、損害額全額の約81万円の支払いを認めた。
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また、横領や窃盗などのパターンも存在する。例えば、第一自動車事件71）では、

経理である原告の売掛金の未入金額が約162万円を超したことに対して、直接的

な証拠があるとは言えないが着服をしたと言われても仕方がないとし、損害全額

の賠償が認められた72）。その他にも、社団法人日本国際酪農連盟事件73）では、元

事務局長が部下職員に指示して行った移転経費、家賃補助等の各出金について、

私利を図って行われた違法な行為であるとして約1419万円全額の賠償が認めら

れ74）、アール企画事件75）でも住所を偽って定期代を詐取する行為は、刑法に該当

する犯罪行為であり、重大、悪質な背信行為であるといえるとして約103万円全

額の賠償が認められた。他にも、コンビニのアルバイト店員の集団窃盗76）、社外

秘情報の漏えい77）等の事例がある。このような故意や犯罪とみなされる行為の

場合は労働「過程」に生じたというよりも、労働や仕事と関連してなされたもの

と評価できる78）。そのため全額の賠償が認められ、責任制限の対象外となってい

るのであろう。

しかし、故意の場合に必ずしも全額の賠償が肯定されているわけではない。例

えば株式会社 T事件79）では、消費者金融業者 Xの社員 Yが、融資申込者の申告

が虚偽であることを知りながら、貸付基準に違反して貸付を行ったことに対して、

雇用契約上の債務不履行、不法行為の成立を認めたが、①支店長の関与、②会社

における営業目標達成に向けた過度の圧力、③ Yの勤務成績、④ XY双方の経済

力格差と Xの貸倒れ償却による損害軽減の可能性などの事情を総合考慮して、

損害額の 1割である約172万円に賠償額を制限した。また郵便事業事件80）におい

ても、特定郵便局長 Yが内国郵便約款所定の割引制度に反する高い割引率を適

用して低料金で郵便利用をさせたことに対して、Yの故意または重過失を認めた

が、①取引量を増加させたいとの思いからなされた行為だったこと、②ノルマ性

にも原因があったこと、③ Xが約 2年間にわたってこの事実に気づかなかった

ことも被害拡大原因の一つであることを考慮して、約 6億7000万円の損害の約

7.4％に当たる5000万円に賠償額を制限した。賠償額の決定に関しては、個人に

支払わせるにはあまりに過大な金額であったことも考慮されていると考えられて

いる81）。

この 2つの裁判例は、裁判所は必ずしも故意とは言い切っていないが、故意で

あっても、それが利益を図る目的でなされたものではなく、使用者の管理体制や

組織の不備に起因したり、使用者の方針ないし人事体制に沿うものであるといっ

た場合には、責任制限が適用されるべきことを明らかにした裁判例として大きく
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評価されている82）。この他にも支店長の方針に従ったとして求償権の行使を 4割

に制限した事案83）、会社の帳簿整備や棚卸し実施などの不備から約 3分の 1の過

失相殺を認めた事案84）も存在するように、限界事例においては慎重な判断が求

められている85）。

以上のことから、故意の場合は基本的には全額賠償が認められるが、労働者が

自己の利益を図ったとは言えないような場合等、行為態様の悪質性が低いとき、

使用者の指示ないしはノルマ等による労働者に対する過度な圧力が存在する場合、

使用者の管理体制に不備がある場合など、例外的な場合には責任制限が考慮され

るという傾向が見てとれるだろう。

（ 2） 重過失

では、重過失、つまり注意義務違反の程度が著しく大きいような場合はどうか。

例えば、大隈精工所事件86）は、X会社でブレナー等の作業を担当する Yが、切

削加工の作業中に約 7分居眠りをして同ブレナーテーブルに損傷を与え、工作不

良品を生じさせた事案である。これに対して裁判所は、Yの債務不履行、重過失

を認めた上で、① XY間の経済力、賠償の負担能力の較差、② Xが機械保険に加

入するなどの損害軽減措置を講じていないこと87）、③深夜勤務中の事故であって

Yに同情すべき点があること、④ Xが物損事故に対して今までに損害賠償請求を

した事例がなかったこと、⑤すでに出勤停止等の処分を受けていることを考慮し

て、損害額約333万円の 4分 1である約83万円の賠償を命じた。この事案におい

ては、Yの勤務状況（ 3週中 1週は10時間の夜勤に連続して勤務していた）を指摘し

て、重過失を認めたのが酷であったという批判88）もなされているが、判決にお

いてはその状況を考慮してなおブレナー作業は危険なものであり居眠りすること

自体が基本的な注意義務違反であること、また居眠りが不可避であったとは到底

言えないこと、わざわざ作業が見えないところへ行きイスに座ってタバコを吸っ

ていたこと等の事情から重過失を肯定している。

他にも、丸山宝飾事件89）は、従業員が営業中に貴金属宝石類が入ったカバン

を窃取された事案であるが、 4メートル以上離れた場所で背を向けて納品書を作

成していたことについて保管義務違反を認め、手元から離していたことからその

程度は重過失であると認定した。その上で、従業員の勤務態度、収入、第三者の

犯罪行為による損害であったこと、会社が盗難保険に入っていなかったことを考

慮して、損害額約2758万円の 2分の 1である約1379万円の賠償を認めた。また、
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株式会社 G事件90）は、中古自動車販売店の店長 Yが、ルールに反し、入金が全

くない段階で次々と商品である車両を多数引き渡し、勤務先 Xに車両15台の価

格相当の損害を生じさせたという事案であるが、店長の行為は取引相手 Aの詐

欺行為によるものとしながらも、Yのルール違反の事実も踏まえ、Yの重過失を

認定した。そして、Xが車両12台分における利益を得ていること、Yが個人的利

益を図って行った行為ではないこと、Yの勤務実績、Xが売上至上主義とも言え

る指導を行っていたこと等を考慮して、賠償額を損害額約5156万円の 2分の 1で

ある約2578万円に制限した。その他にも三共暖房事件は、冷暖房設備工事を業と

する会社 Xで設計事務に従事する Yが、注文仕様と異なる電圧の電動機の注文

書を看過した事案であるが、業務上の重要な義務違反として債務不履行が認定さ

れ、Yの年収が200万円であることや974万円という大きな損害額等の考慮から

「負担すべき損害額に適当の限定を課するのが條理上至当である」として損害額

の 5割、年収の 2倍半に相当する500万円の支払いが命じられた。また、求償権

の行使の事案であるが、秋田運輸事件91）では制限速度を大幅に上回った上に前

方不注視によって起こした事故について、「深夜走行を中心とする大型貨物自動

車の運転業務であって、それ自体に事故発生の危険性を帯有する業務であるこ

と」を考慮して、損害額約1809万円の 3割 5分にあたる約633万円の賠償が命じ

られた。

これに対して 7割の賠償が命じられた裁判例も存在する。ワールド証券事件92）

は、証券会社 Xの歩合外務員 Yが、業務命令に違反して株式買い付け注文を受け、

その代金が支払われなかったことによって損害が発生した事案であるが、裁判所

は Xにも業務命令の徹底の措置を怠った過失があるとして 3割の範囲で過失相

殺を適用し、賠償額約 1億4765万円のうち 1億336万円の支払いを命じた。

以上のように重過失の場合も基本的には賠償の制限が命じられており、細谷准

教授によると他の裁判例も含めて50％から70％の間で賠償責任を認めるものが多

い93）。

しかし、必ずしも制限がなされている訳ではない。例えば丸水秋田中央水産事

件は、水産物販売会社 Xの営業担当社員 Yが、 2億円の与信枠の範囲を超えて

担保のない状態で商品の名義変更を行ったため、相手方の倒産によって 7億円の

損害が出たという事案である。これに対して、地裁判決94）は、① Yが自己の利

得のためにしたものではないこと、② Xにも大きな落ち度があること、③会社

が従業員の活動により大きな利益を得ていることから、背信性のある行為は別と
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して、単なる注意義務違反の場合には請求権の行使は制限されるべきであるとし、

すでに懲戒免職の処分がなされていることも考慮して賠償請求を棄却した。しか

し、仙台高裁95）は、取引相手の資金繰りが悪化すれば巨額の損害が生ずるのは

明らかであり、容易に予見できたのにもかかわらず、そうならないように注意す

べき義務を怠ったことに重過失を認め、損害額 5億円のうち Xが請求した5000

万円全額の支払いを命じた。なお、この判決においては重過失の場合には「たと

え損害額が営業社員の賠償能力をはるかに上回る巨額なものであったとしても、

会社側の過失が斟酌されて賠償すべき額が減額されることは格別、損害賠償責任

は免れえない」との判示もなされている。

この事案は損害額すべての賠償を求めて争われたものではなく、判旨において

も Xの過失も考慮していることから、仮に全額賠償が請求されていたとしたら

過失相殺によって責任の制限が図られていたとも思われる。しかし、株式会社 G

事件96）が少なくとも重過失があるとした上で、全額賠償を命じていたことから、

重過失の場合でも、故意と同視できるような場合等は例外的に責任制限が全く考

慮されないことも見てとれるだろう。

（ 3） 軽過失（故意・重過失が存在しない場合）

では、軽過失、つまり注意義務違反の程度が低いような場合はどうであろうか。

これに関して前記大隈精工所事件判決は、労働者には責任がないと明確に述べて

いる。つまり、「①新鋭かつ巨大な設備を擁し、高価な製品の製造販売をする企

業で働く労働者は、些細な不注意によって、重大な結果を発生させる危険に絶え

ずさらされて」いること、②長期にわたる継続関係においては、使用者は、長期

的視点から成績の評価の対象とすることによって労働者の自覚を促し、再発の防

止を図るのが通常であること等の理由を挙げ、正面から「労働過程上の（軽）過

失に基づく事故については労働関係における公平の原則に照らして、損害賠償請

求権を行使できないと解するのが相当である」との判示を行った。しかし、この

判示部分はあくまで「特段の事情」に基づく場合、つまり本件の事実関係に即し

た判断であり、一般論として述べた訳ではないとの評価もなされている97）。また、

どちらにせよこの事案自体は重過失が認められたものであるため、別に軽過失事

案の検討が必要であろう。

例えば、富隆運送事件98）は、自動車による運搬作業中にカーブで転倒し車両

を損傷させた事案であるが、運転手の注意義務違反を認め、求償権の行使につい
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ては、①それが軽過失であったこと、②使用者が任意保険に入っていなかったこ

と、③勤務状態の過酷さ99）、④給与、⑤勤務成績、⑥同種の事案で損害賠償請求

がなされたことがなかったことを考慮して、求償額を損害額約240万円の 2割の

約48万円に制限した。また、厚岸町森林組合事件100）は、森林組合の参事が現場

の監督を怠ったことによって越境伐採が起こった事案であるが、①故意によるも

のではなく監督上の過失にとどまること、②過失による伐採であることを前提に

就業規則に基づき原告の損害賠償債務を85万円とする通知を行っていること等の

事情から、求償額を損害額約1381万円のうち約 6％に当たる85万円に制限した。

その他にも、N興業事件101）は、従業員が長期間にわたって取引先に請求書を作

成交付することを怠り債権回収が不能となったことについて、従業員の債務不履

行を認めた上で、①会社の過重な労働環境にも一因があったこと、②以前にも同

様の事件が起きていたのに、再発防止のための適切な体制がとられていなかった

こと、③上司の監督責任等を考慮し、約814万円の損害の約 4分の 1である200万

円の支払いを認めた。K興業事件102）においても、運送会社 Xのトラック運転手

Yが 4トントラックを運転中にスリップして車両を損傷させた行為について、Y

の注意義務違反を認めながらも、①運送業には危険が常に伴うこと、②従業員が

交通事故を起こすことが日常茶飯事であったのに車両保険に加入していなかった

こと、③安全指導・車両整備が不十分であったこと、④労働条件に問題があった

と推認できること、⑤重過失がなかったこと、⑥ X会社において同種の事案で

損害賠償請求がなされることが異例であったことを考慮して、損害額約55万5000

円の 5％に当たる約 2万8000円の賠償が命じられている。このように、軽過失事

例においては、賠償額は低い割合に制限されており、細谷准教授によると基本的

に約30％を上限に責任が制限されている103）。

しかし、その一方で責任が完全に否定された裁判例も存在する。例えばM運

輸事件は運送会社 Xの従業員 Yが、クレーン車のブームを立てたまま運転した

ため、それが歩道橋に衝突した事案である。これに対して地裁判決104）は、① Y

に重過失がなかったこと、② Xが損害保険契約の内容を見直すなどの適切なリ

スク管理を怠ったこと、③万全の予防策を講じなかったことを考慮して、すでに

損害額の約24.7％である42万円を弁済している Yに対して、「さらに損害賠償金

の支払いを求めたり求償権の行使をすることは、損害の公平な分担の見地から許

されない」として請求を棄却した。なお、重過失がないとの判断には、①積載し

ていたスーパーハウスがクレーンのブームを伏せることができないほど大型のも
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のであったこと、② Yが指定された時刻に目的地に到着しようと気が急いて、

ブームを元に戻すことを失念したことが影響している105）。この判決に対しては、

Xが零細企業で赤字経営であって、優良中小企業と同等の保険加入の責任を問う

のは酷であること、沖縄県下ではトラックに対する保険の加入率が低いこと等を

理由に控訴がなされたが、高裁106）はそれを棄却している。ただし、あくまです

でに一定額の弁済がなされていた事案であり、完全に労働者を免責した裁判例と

みなすには注意が必要であろう。

そこで、他の裁判例についても検討してみると、エーディーディー事件107）で

は、コンピュータシステム会社 Xの従業員 Yのカスタマイズ業務におけるミス、

質の低下によるノルマ未達、売り上げ減少の損害について、Yに故意・重過失が

なかったことを認め、労働者の責任を完全に否定した。理由づけとしては、①当

該損害がある程度予想できるもので報償責任・危険責任の観点から本来的に使用

者が負担すべきリスクであること、②損害額（約2034万円）が賃金（年収約536万円）

に比べてあまりにも高額であることが挙げられている。

以上のように、一般的に軽過失である場合には労働者は免責されると述べる裁

判例も存在はするものの、基本的には軽過失を考慮要素の一つとして考え、免責

もしくは約30％を上限に責任制限を図っているのが裁判例の傾向であると言える

だろう。

しかし、軽過失の場合でも高い割合の損害賠償が命じられることがある。例え

ば大阪梅田運輸事件108）は、運転手が脇見運転による前方不注視で玉突き事故を

起こした事案であるが、求償権の行使について①任意保険未加入の事実、②過失

の内容、③従前の勤務態度、④給与、⑤本件事故後に受けた処分や給料の減少に

よって相当の打撃を受けたことが考慮され、損害額約75万円の 2分の 1に当たる

約37万5000円が命じられた。また、アール企画事件109）では、美容師が不正報告

を行った同僚に指導し是正した上で自ら正しく報告する義務を怠ったことについ

て、損害額約30万円すべての賠償が命じられた。

3　裁判例における特徴と問題点

以上のように、前記最高裁判決以降の裁判例においては、信義則以外の根拠を

用いるものも存在したが、基本的には信義則を用いて諸事情の総合考慮という形

で事案の解決が図られてきた。全体を通していかなる特徴を見出すことができる

だろうか。
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まず、責任制限の判断には具体的にどのような事情が考慮されてきたかを検討

する。

労働者側の事情としては加害行為の態様（自己の利益を図るものだったのか否か

など）、帰責性の程度（故意、過失の程度や有無）が考慮されるのは言うまでもな

いが、その他にも勤務成績、給与、労働条件等が考慮要素とされている。また、

損害が第三者の行為を原因とするものであること、すでに他の処分を受けている

ことが労働者にとって有利な事情となることもある。なお、他処分との関係では

前節で挙げた以外にも、九州航空事件110）では無事故手当金をカットされている

こと、光和商事事件111）ではすでに懲戒解雇されたことによって十分な制裁を受

けたことが考慮されている。

この中で、特に帰責性については、軽過失の場合にも、裁判例では低割合なが

ら労働者の責任が認められている。先に検討した軽過失の場合は完全に免責され

るべきとする見解が有力である現在の学説と比較すると、特徴的であろう。しか

し、丸水秋田中央水産事件において地裁高裁間で判断が分かれたように重過失・

軽過失の区別はそこまで単純なものではない。なぜなら労働者にどの程度の過失

が帰責されるのかということと、使用者が決定しうる労働条件、企業施設の状況、

指導・監督の方法などとの間には密接な関連性が存在しうるからである。細谷准

教授は、過失の程度について、使用者側の事情も勘案して判定されることになる

と述べており112）、帰責性の程度についても、一見して明らかなものは別として

個別事案ごとに諸事情を総合考慮した上で判断されることになるだろう。

では、それと関連して、同じような事故が何度も繰り返されたというような場

合はどうであろうか。国際興業大阪事件113）は、タクシー会社に勤務していた従

業員が過去に13回の交通事故を起こし始末書の提出、減給処分、指導教育が行わ

れていたにもかかわらず、駅前での無理な Uターンにより接触事故を起こした

事案である。これに対して裁判所は、①それまでに頻繁に交通事故を発生させて

被告に損害を与えていること、②誓約書114）が提出されていることを理由に約25

万円の損害すべての支払いを命じた。この判決は、たとえ軽過失であってもそれ

が以前から頻発したものであれば重過失とみなされることがあることを示してい

る115）。つまり、軽過失行為もそれが繰り返されることで、重過失と同様の評価

を受けることとなる可能性があり、使用者がその都度教育指導を行っていたとい

う場合には全額賠償が認められる可能性も高いということである。

一方で、使用者側の事情としては、業務自体の危険性、長時間労働や深夜勤務
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といった労務の過重性、規則違反を誘発するような指導体制（ノルマ制など）、処

分の存在等を背景とする圧力の存在、管理体制の不備（使用者が損害に気付かずに

いたことで損害が拡大した、事故防止のための措置を怠ったなど）、当該行為に対する

関与の程度、任意保険への不加入、同種の事案に対する対応の異例さ等が考慮さ

れている。なお、保険に関しては同種の企業や同県に立地する企業の加入率が低

かったとしても、それは使用者の責任を免れる理由とは認められていない。

また、損害額の大きさについては、丸水秋田中央水産事件高裁判決が、あくま

で減額の要素となる可能性があるにすぎないとしている一方で、エーディー

ディー事件では免責の理由の一つとされている。一見すると矛盾していそうな両

判決であるが、前者は重過失事案で、後者は軽過失事案である。これは、重過失

の場合は労働者の帰責性が大きいため、ある程度高額な賠償を負っても仕方がな

いとの考えによるものであろう116）。とはいえ、重過失事案の三共暖房事件、丸

山宝飾事件、株式会社 G事件、ワールド証券事件では年収の 2～ 3倍から、10

倍という生涯をかけても返済できないような高額の賠償が命じられており、重大

な損害賠償が労働者の生活に与える影響が考慮されていないという批判117）もな

されている。

最後に、就業規則との関係についてであるが、いくら就業規則に規定したとこ

ろで、労働者の損害賠償責任を狭めこそしても、拡大することはできない、例え

ば「社員が故意または重大な過失によって会社に損害を与えたときは、その損害

の全部または一部を請求することがある」とする規定は、企業に現実に損害が生

じた場合の賠償請求権を確認した規定として適法であり、労基法16条118）に反し

ない。しかし、この種の規定によっても責任制限法理の適用を免れることはでき

ず、過失が相当重い場合も就業規則上の「重大な過失」が否定されれば賠償責任

自体が否定されることがある119）。つばさ証券事件高裁判決120）は、外務員の説明

義務・助言義務違反について雇用契約上の注意義務違反を認めながら、会社の職

員に対する対応、株価の暴落による損害は予測し得なかったこと等の事情から、

就業規則上の「重大な過失」とは言えないとして責任を否定した121）。

Ⅳ　責任制限法理の再検討

労働者の責任制限に関しては、最高裁判決が示す通り信義則を用いた判断がな

されており、様々な事情に応じて柔軟な解決ができるということから、私もそれ
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は妥当なものであると考える。しかし、先述した通り一般条項での解決に対して

は、抽象性や予見可能性の面から欠点があるのも確かであり、信義則を根拠とす

るにもある程度の判断基準を明らかにする必要はあるだろう。そこで本章では以

下でそれを検討する。

1　責任制限の根拠

まず、そもそも民法の一般原則を修正して責任制限を行えるのはなぜなのか。

これについては、多くの学説や裁判例が指摘する通り、危険責任・報償責任の考

え方が基礎にあるのは疑いのないことであろう。この 2つは無過失責任の根拠と

しても挙げられる考え方で、それぞれ「社会生活に危険を作り出した者は、その

危険の実現について責任を負わしめられるべき」、「他人を使用して事業を営む者

はこれによって自己の活動範囲を拡張してそれだけ多くの利益を収めるのだから、

被用者がその損害を賠償すべき122）」と説明される。

また、労働の従属性や他人決定性という労働契約の特殊性も考慮されるべきで

あろう。すなわち、労働者は労使間の交渉力の格差等によって、基本的に使用者

の指揮命令を拒否することは困難であり、大きなリスクのある業務でも使用者の

指示通りに働かなければならい。そして、複数人で業務を行っているような場合

には同僚労働者の誤りが労働者本人の誤りの要因となる場合もありうる。こう

いったリスクに対して使用者は保険をかけたり、価格機構を通して損失を分散で

きるのに対して、労働者はそのようなリスク分散の手段を基本的には持っていな

いのである。そのリスクについても、労使間には大きな経済力の差があるのにも

かかわらず、全責任を労働者に負わせるのはとても酷であろう。例えば高価な機

械を扱う企業や 1回のミスが数億の損害を生む可能性のある企業においては、 1

度のミスで生じる損害が、労働者が一生かかっても支払えないような額にのぼる

ことがある。その点では、憲法25条、労基法 1条 1項の労働者の生存権保障の理

念も重視されるべきであろう。

また、使用者には、労働者がミスをしないように職場を整備し、仮にミスが生

じたとしてもそれが損害とならないような措置を講ずる義務があると考えるべき

であり、それも責任制限において考慮されるべきであろう。なぜなら人間はどん

なに注意をしていてもミスを起こすもので、そのような存在を労働者として雇う

以上、ある程度の過失は想定しなければならず、それも踏まえた上で管理体制を

築くべきであるからである。
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2　具体的判断の在り方

では、以上のことを根拠として故意、重過失、軽過失それぞれのケースにおい

て具体的にどのような制限がなされるべきであろうか。

まず、故意の場合、特にその行為自体が犯罪行為に該当する場合や、自己の利

益のために行ったような場合には基本的に責任制限を図る必要はないだろう。な

ぜなら、その行為は労働過程における危険が現実化したものではなく、単に労働

現場を利用して労働者が不正な行為を行ったにすぎないからである。こういった

行為を使用者があらかじめ想定することは困難であろうし、それを予想してリス

ク分散を図る義務を使用者に課すのは危険責任・報償責任の考え方を考慮しても

なお妥当であるとは言えないだろう。このような場合は、たとえ損害額が多額に

上ろうとも、労働関係の特殊性を考慮する必要はなく、一般原則通り全額賠償が

認められると考えるのが妥当である。しかし、裁判例でも考慮されていた通り、

行為態様の悪質性が低く、なおかつその行為が使用者の管理体制の不備に起因す

るような場合、目標達成に向けた過度な圧力が存在する場合には、責任制限が考

慮される余地があるだろう。事案によって負担割合は異なってくるが、労働者は

少なくとも結果発生を認識、認容した上で行為に及んでおり、使用者は予想しえ

ない損害を被っているのであるから完全免責まで認めるべきではないだろう。

次に重過失の場合であるが、労働者は使用者の指揮命令下で働いており、その

損害は少なからず業務に内包する危険性が現実化したものであることから、労働

者に全額の賠償義務を課すことは危険責任・報償責任観点からみても妥当ではな

いだろう。しかし一方で、当然のように使用者にすべての責任を負わすのも酷で

あろう。なぜなら、充分に注意をしておけば労働者はその行為を回避することも

可能であろうし、使用者がそれを予想し回避措置をとっておくこと、管理体制を

築くことはそれほど容易ではないからである。また、労働者の故意や重過失を保

険者の免責事由とする保険制度も多く123）、使用者は常に損害の分散措置をとれ

るわけではない。よって、この場合には労使の事情を総合考慮した上で、適切な

範囲で労働者の負担割合を決めていくべきであろう。労働者側の事情としては、

①行為の態様、②勤務態度、③給与、④労働条件、⑤他処分の有無が、使用者側

の事情としては、①業務自体の危険性、②労務の過重性、③指導・管理体制、④

行為に対する関与の程度、⑤損失分散の配慮、⑥他労働者との処分の均衡が考慮

されるべきであると考える。故意と同視できるような場合を除き、少なくとも一
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定の制限は課されるべきであり、過度な圧力等が存在する場合には完全免責され

ることもありうるだろう。

最後に軽過失の場合であるが、多くの学説が指摘しているように基本的には完

全免責がなされるべきだと思われる。なぜなら、軽過失行為は使用者にとっても

予測できるもので、使用者にはそれを防ぐために職場整備を行う義務があるから

である。そもそも軽過失行為による損害は業務に内在する危険が現実化したにす

ぎず、保険等によってリスクの分散を図ることも容易である。保険料が使用者の

負担になることを考慮しても、それは危険責任・報償責任の観点からも公平に反

しているとは考えられないだろう。使用者は賠償請求以外にも、懲戒処分や成績

評価で対応することも可能である。しかし、他方で現実に損害が発生しているの

も事実であり、使用者側にほとんど落ち度がない場合など、事案によっては低割

合であれば労働者の責任を認めたほうが公平な場合も存在する可能性はあるだろ

う。なので、100％完全免責のような立場ではなく、「基本的に」全部免責と一応

留保をつけておきたい。

また、軽過失と重過失でこのように大きく判断が変わるのであれば、その判断

も慎重になされなければならないだろう。過失の程度の判断が、労働者にとって

あまり酷なものにならないように、使用者側の事情もしっかりと考慮した上での

判断がなされるべきである。

損害額の大きさはどう考慮されるべきであろうか。これについては、損害額が

賃金と比較して著しく高額である場合には労働者の生存権保障の理念も考慮して

責任制限を図る必要があるだろう。特に問題になるのは重過失のケースで、使用

者側からみると予想が容易ではない行為によって多額の損害を与えられており、

労働者にもある程度の帰責性がある。他方でその損害は故意のケースとは違い、

少なからず業務に内包する危険が現実化したものである。よって、損害が大きい

からといって直ちに免責とすることは適当ではなく、裁判例のように考慮要素の

一つとするのが妥当な結論であろう。しかし、どの程度の制限が妥当であるのか

は難しいところであり、例えばワールド証券事件では仮に 1割に責任制限をした

ところで労働者には1000万円を超える賠償額が課されることになっていた。この

ように億単位での損害が出るような業務に対しては、もともとそういった業務で

あるリスクを使用者が負っていると考えることもできるが、同理念を考慮した上

で具体的にどの程度制限するのが公平なのであろうか。今後も議論が必要である。
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3　立法化の是非

では、以上のように考えたとしてそれを立法化することは必要であろうか。民

法学においては、かねてから求償権の制限について、国賠法 1条 2項124）をモデ

ルにした立法論が主張されており125）、他方で、近年では労働法領域においても、

労働契約法の成立過程において責任制限法理の明文化が検討されていた126）。

一般的に、判例法理を条文化する意義は予測可能性を高めること、周知を図る

ことにあると思われる。予測可能性が高まれば、労使双方があらかじめルールに

のっとった合理的な行動をとることも促されるだろう。また、条文化されれば基

本的に該当するすべての事案に当該法理が適用されることとなり、裁判所は条文

の解釈という方法でしか事案の処理ができなくなる127）。

以上を踏まえた上で、立法化の是非を検討すると、責任制限法理は労働契約法

の中に明文化されるべきであろう。立法化することで労使双方への「周知」が図

れ、それはとても大きなメリットになると思われるからである。

では、そもそもなぜ「周知」がそこまで重要なのか。現在の労働現場に目を向

けると、序論の統計からも分かるように労働法がほとんど守られていないのが現

状であり、その原因は「①労使双方の労働法の理解の欠如」「②日本の雇用慣行

とそれに基づく労使の意識」「③監督行政の不足128）」「④法自体の欠陥129）」にあ

ると考えられる。つまり、②から分かるように、明文化され、十分周知されてい

ても法順守意識の低さ等からそれが守られていないのが現状なのである。このこ

とを考えると、最低限①を防ぐためにも労使双方がこの法理の存在を認識できる

ことが必要なのではないだろうか。もちろん、条文化すれば周知されるかといえ

ば、必ずしもそうとは言えないだろう。しかし、条文からは何も分からず、むし

ろ一般原則に従えば全額賠償が許されると理解される危険性がある現状を考えれ

ば、責任制限法理の存在くらいは明らかにしておくべきであろう。また、労働過

程でのミスはある程度の割合で起こるものであり、その観点からも条文によって

しっかりと解決の枠組みが示されるのが望ましいと思われる。

それでは、どのレベルで条文化するべきであろうか。最高裁判決のような形を

とるのか、一歩進んで軽過失免責まで認める国賠法のようなモデルをとるのか。

これについては先述した通り、必ずしも軽過失＝完全免責とまでは言い切れない

と考えるので、国賠モデルまではするべきでないと考える。確かに労働者の帰責

性の程度は判断においてとても重要であるが、それは絶対的なものではなく、一



210　法律学研究56号（2016）

定程度使用者側の事情も考慮する必要があるだろう。最高裁判決のような諸事情

の総合考慮という形で、事案ごとに個別具体的な判断を図るべきであり、法の解

釈・適用は裁判所に任せるというのが立法との正しいすみ分けであろう。よって、

幅広い事案に対応するためにも、ある程度の抽象性はむしろ必要なことであり、

予測可能性の低さという課題も、そもそも使用者が常識的な監督指導を行ってい

れば、判決は概ね妥当な結論に落ち着くだろう。条文化に当たっては、労働者の

帰責性が非常に大きな考慮要素とされているのも踏まえて「労働過程における労

働者の行為を起因とする使用者の損害賠償請求は、労働者の帰責性、その他諸般

の事情に照らし、使用者の損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認め

られる限度に制限する。」のような形にするのが望ましいと考える。

Ⅴ　結　語

これまで述べてきた通り、過失責任の原則からすると労働過程におけるミスに

ついても全額賠償が認められるはずであるが、それでは労働者に酷であることか

ら、学説・裁判例は様々な根拠を用いてそれを修正しようとしてきた。使用者側

からすると一見不公平に思えるかもしれない当該法理であるが、そもそも労働法

自体が契約自由の原則の修正として生まれたことを考えると、労使間の様々な実

質的な差を考慮してこのような制限を図るのは妥当な結論であろう。

よく見られる紛争のケースとして過度なノルマを課されることに伴って起きる

問題はどうだろう。これについては、ノルマを課すこと自体は何ら違法ではない

が、労働義務が手段債務であることを考えると、仮にノルマが達成できなかった

としてもそれにペナルティーを科すのは許されないことだろう。よって、ペナル

ティーとして商品を買い取らせるいわゆる「自爆営業」は不法行為に該当し、場

合によっては刑法上の強要罪に該当する可能性もある。また、その過程でミスが

生じたような場合は使用者の圧力の存在により、故意の場合でも責任制限が課さ

れる可能性があり、重過失でも相当な減額、軽過失なら労働者はほぼ確実に免責

されるだろう。また、ノルマ等がない通常のケースでも多くの場合は労働者に故

意・重過失はなく、それを根拠に損害賠償を求めることはできないだろう。例え

ば、レジ金差分の支払い請求はよく聞かれるケースである。まず、この場合、共

同不法行為やその教唆・幇助が認められるような場合以外には、行為者を特定し

ないで連帯責任を課すことはできない。そして仮に加害者を特定して過失を証明
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したところで多くの場合は労働者には重過失はなく、使用者側の管理にも問題が

あることを踏まえると賠償の義務はなく、仮にあったとしても大幅な減額がなさ

れよう。道具・設備を壊してしまったというケースでも結論は基本的に同様であ

る。就業規則にどう定めておこうと、使用者は労働者の責任を拡大することはで

きない。なお、仮に賠償義務が肯定されるような事情があったとしても、それを

賃金と相殺して差し引く行為は賃金の全額払い原則（労基法24条）に反して無効

となる130）。

このように裁判例から一定の基準を見出すことで、労働者の損害賠償責任につ

いてはある程度の予測が可能となる。しかし、それが研究者や法律を学んでいる

ものにしか知られていないようでは意味がない。本論でも検討した通り、「周知」

を図るためにも立法化については今後も議論がなされるべきである。

労働者に対する損害賠償請求は紛争発生の頻度も高く、特に学生バイト等の所

得の低い労働者のような場合は、それが人生に大きくかかわる危険性もある。公

平な法の適用の結果として損害賠償がかされるのは仕方のないことであるが、労

使の不知等から特に事情も考慮することなく全額賠償が肯定されるのはあっては

ならないことである。

使用者と比べて立場的に弱い労働者を守るのが労働法であるのにもかかわらず、

実際の労働現場にそれが知られていない現状は問題である。この論文が悲惨な労

働問題が多発する現在において少しでも紛争解決の道筋となり、労働問題に苦し

む人々にとって有用となることを願いたい。

1） 明確な定義もなく、法律用語でもない。NPO法人 POSSE代表の今野氏によると、
この言葉は主に2000年代中頃からインターネット上で広がっていったと言われて
おり、一般的に「違法な労働条件で若者を働かせる企業」をさす。（今野晴貴『ブ
ラック企業日本を食いつぶす妖怪』（文集新書、2012年）11、21頁）

2） 大内裕和教授が提唱した言葉で、「学生であることを尊重しないアルバイト」を
さす。（大内裕和・今野晴貴『ブラックバイト』（堀之内出版、2015年）4、 5頁）

3） 厚労省「若者の『使い捨て』が疑われる企業等への重点監督の実施状況（平成
25年12月17日）http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000032425.html（最終閲覧
日2015年11月24日）

4） 労基法41条 2号で「監督若しくは管理の地位にある者」は労働時間、休息、休
日についての規定の適用が除外されているため、権限もない労働者に役職だけ与
え管理監督者として労基法の適用を逃れようとするもの。この管理監督者の判断
について行政解釈は、名称にとらわれずに、実態に即して判断すべし（昭和22・
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9・13発基17号、昭和63・ 3・14基発150号）としており、実際に適用除外が認
められるには①事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督
権限を認められていること、②自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁
量権を有していること、および③一般の従業員に比しその地位と権限にふさわし
い賃金上の処遇を与えられているといった要件が必要である。（菅野和夫『労働
法［第10版］』（有斐閣、2013年）、339頁）

5） 厚労省「大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査結果について」（平成
27年11月 9日）http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000103577.html（最終閲覧
日2015年11月24日）

6） 労基法24条、32条、34条、37条、労契法16条、最低賃金法 4条等参照。また労
基法上の労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」（最
判平成12・ 3・ 9民集54巻 3号801頁）を指すため、使用者によって業務の準備
行為が義務付けられている場合はその時間も労働時間に当たり、休憩時間とされ
ている場合でも実質的に見て手待ち時間に当たる場合には労働時間となり、その
時間の賃金を支払わないことも労基法24条違反である。

7） 最判昭和51・ 7・ 8民集30巻 7号689頁
8） 道幸哲也「労働過程におけるミスを理由とする使用者からの損害賠償法理」労
判827号（2002年） 6頁

9）『法典調査会民法議事速記録五』（商事法務研究会、1984年）342頁
10） この上で、被用者が使用者又は監督者に対して全然責任を負わなくてよいのか
疑いが生じる恐れがあることからこの規定を置いたと説明している。（梅謙次郎
『民法要義巻之三』（有斐閣書房、1897年）897頁）

11） 岡松博士もこの規定を指して「正當ノ規定ナルコト論ヲ俟タズ」と述べている。
（岡松参太郎『註釈民法理由下巻（債権編）』（有斐閣書房、1897年）484頁）

12） 鳩山秀夫『増訂日本債権法各論下巻』（岩波書店、1924年）922頁
13） 田上富信「被用者の有責性と民法715条［その二・完］―代位責任説克服のた
めの一試論―」鹿児島法学論集 9巻 2号（1974年）57頁

14） 使用者は責任を負担してもそれをコストとして顧客、一般消費者に分散できる。
15） 田上富信「使用者責任と使用者の求償」奥田昌道他『民法学 6』（有斐閣、1975

年）113頁以下
16） 石田文次郎『債権各論講義』（弘文堂、1937年）283頁
17） 我妻栄『事務管理・不当利得・不法行為』（日本評論社、1988年復刻版）178頁。
勝本正晃『債権法概論（各論）』（有斐閣、1949年）325頁）

18） 加藤一郎『不法行為（増補版）』（有斐閣、1974年）190頁
19） 神田孝史『使用者責任』（一粒社、1998年）254頁
20） 椿寿夫「民法715条 3項による求償権の行使に過失相殺の類推適用が認められた
事例」判時525号（1968年）121頁以下

21） 具体的な負担部分に関しては過失割合に加えて結果発生に対する加功度ないし
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原因力を考慮すべきであるとしている。その他同説をとるものとして武久征治
「被用者に対する求償権の制限」乾昭三編『現代損害賠償法講座 6』（日本評論社、
1974年）87頁以下

22） 並木茂「求償権」判タ286号（1973年）116頁
23） 例えば淡路剛久『連帯債務の研究』（弘文堂、1975年）284頁等
24） 中元紘一郎「被用者に対する求償」ジュリ総合特集・交通事故（1977年）133頁
25） 前掲淡路注23・292頁
26） 川井健「使用者がその事業の執行に月被用者の惹起した自動車事故により損害
を被った場合において信義則上被用者に対し右損害の一部についてのみ賠償及び
求償が許されるにすぎないとされた事例」金判515号（1977年） 4頁以下

27） 前掲田上注13・70頁
28） なお、このように求償権の根拠や制限を使用者と被用者の内部関係の問題とす
る考え方は現在の民法学の通説になっている。（林和彦「労働者の損害賠償責任」
ジュリ増労働法の争点［第 3版］（2004年）151頁）

29） この他にも報償責任、「他人のためにする行為のリスク責任」の観点から、民法
650条 3項を類推適用する見解（宮本健蔵『安全配慮義務と契約責任の拡張』（信
山社、1993年）353頁）など、求償制限だけでなく労働者が使用者に直接損害を
与えた場合について検討する説も存在はした。

30） 一般小型自動車運送業を営む Y会社に整備工として勤務していた Xが、車・人・
工場の門扉との衝突事故を起こした事案。（京都地判昭和38・11・30下民集14巻
11号189頁）

31） X自身運転手として勤務することを嫌がり、上司も被告が運転未熟であり運転
手として勤務させるのは適当でない旨社長に申し出ていた事実があり、事故の発
生はそれを知りながらあえて勤務させていたことにも起因するとして両者は共同
不法行為者の不真正連帯債務を負うと判示した。

32） しかし、あくまで原告に積極的な過失があった事案であり、それが存在しない
通常の使用者責任の場合にも妥当するかは明らかでないという点には注意が必要
である。（中元紘一郎「被用者に対する求償」別冊ジュリ18号（1968年）14頁）
同様に軽過失免責の立場を採るものとして常洋商事事件（福島地いわき支判昭和
49・ 7・22交民集 7巻 4号1087頁）等

33） 松江地裁浜田支部判昭和42・11・21判時517号79頁
34） 青森地判昭和44・11・20判タ241号147頁
35） ほとんど運転経験がなかった被告が、会社の運転手不足のため配達の命令に
従って運転を行ったところ追突事故を起こした事案。社会の条理を根拠に使用者
の求償自体を否定した。（東京地判昭和46・ 9・ 7判タ270号281頁）

36） 東京地判昭和44・10・22判タ242号275頁
37） 大阪高判昭和45・ 4・15判タ251号309頁
38） 東京高判昭和49・ 6・26交民 7巻 3号651頁。使用者の「監督指導が万全であっ
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たとはいえない」としながらも、小企業であったことも考慮し、厳しい監督指導
は困難だったと判示している。

39） 大阪地判昭和46・ 7・30判タ270号340頁
40） 前掲宮本注29・345頁
41） 優良ドライバーがトラックを業務運転中に土砂降りの雨中で急に飛び出した子
供を轢いた事案。業務の執行中に不運な諸要因が重畳して偶発的に生じた軽過失
に基く交通事故であるとしたうえで、任意保険で塡補されない部分を、若年で老
齢の両親を扶養し経済力の乏しい被告に転嫁した上に、求償を求めることは、「公
平と条理に背き、相当ではないと判断せざるをえない。」と判示した。（トヨタカ
ローラ南海事件（大阪地裁岸和田支判昭和51・ 6・ 9判時842号102頁））

42） 東京地判昭和45・ 3・25判タ246号177頁
43） 前掲神田注19・119、120頁
44） 最判昭和45・10・13裁判集民101号65頁は「使用者が被用者に求償権を行使する
に当つて、使用者の事業の性格、規模、被用者の業務の内容、加害行為の態様そ
の他諸般の事情を考慮し、求償権の行使が被用者に対して公平の観念に反すると
認められる場合には、民法七一五条三項に基づく求償権の行使は許されないもの
と解すべきもの」と判示していた。

45） 最判昭和51・ 7・ 8民集30巻 7号689頁
46） 田上富信「民法715条 3項にもとづく求償権の制限」別冊ジュリ176号（2005年）

177頁
47） 島田禮介「最高裁判所判例解説」曹時29巻10号（1977年）1734頁
48） 神田孝夫「使用者責任における求償権の制限」臨増ジュリ642号（1977年）81頁
49） 國井和郎「本判決評釈」民商77巻 6号（1978年）862頁等。また、被用者の軽過
失による損害は使用者の事業に不可避的に伴う危険であるとの理解を前提に、本
判決が軽過失で完全免責を認めなかったことを批判する見解も存在する。（例え
ば前掲川井注26・ 5頁）

50） 使用者は従来の長期雇用慣行の下では懲戒処分や、労働者の過失行為などを成
績評価の対象とすること等により対処するのが通常であった。しかし、企業との
結びつきの弱い非正規労働者の増加等によって、長期的視点からの成績評価等が
それほど有用でなくなってきたことがその背景にある。（細谷越史『労働者の損
害賠償責任』（成文堂、2014年） 2頁）

51） ドイツ法との比較に関しての詳細は前掲細谷注50・11頁以下で詳細が検討され
ている。

52） 山川隆一『雇用関係法［第 4版］』（新世社、2008年）84頁
53） 土田道夫『労働契約法』（有斐閣、2008年）165頁
54） 前掲道幸注 8・13、14頁
55） 前掲林注28・152頁
56） 細谷越史「労働者の損害賠償責任」学会誌労働法112号（2008年）161頁
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57） 西谷敏『労働法』（日本評論社、2008年）204頁
58） 内田貴『民法Ⅲ債権総論・担保物権［第 3版］』（東京大学出版会、2005年）126

頁
59） 内田貴『民法Ⅱ債権各論［第 3版］』（東京大学出版会、2011年）331頁
60） 繊維の販売会社 Yの営業部員 Xが、新規見込買いの禁止、在庫の早期処分等の
指示に従わなかったことによって Yに与えた損害賠償を請求された事案。（大阪
地判平成 3・ 1・22労判584号69頁）

61） ここでいう特段の事情とは「従業員との間で当該指示に反し損失が生じた場合
には従業員がその損失を賠償するとの合意がなされる等」を指す。

62）「努力義務に反したとしても、それは勤務成績の評価や懲戒等の処分の対象とな
るにすぎない」としている。

63） 前掲土田注53・164、165頁。なお労働者の労務給付の過程で注意義務違反が存
在すれば賠償責任が肯定される場合があるのはもちろんのことである。例えば、
蒲商事件（大阪地判平成 3・ 8・27労経速1440号 3頁）は、サルエビの取引につ
いて、取引継続自体は被告の指示・承認のものとしながらも、商品が不良である
ことを認識しながら、返品の手続を取らず手を加え、返品を不可能にした原告の
行為については指示・了承の範囲外として従業員及び取締役としての注意義務を
認め賠償請求を肯定した。

64） 前掲土田注53・165頁
65） 検査室に所属し臨店を行う検査員らの職務上の義務違反により、摘発されな
かった支店長の横領、架空貸付によって損害を被ったとして会社から検査員らに
損害賠償請求がなされた事案。（東京地判平成19・ 2・26労判943号63頁）

66） 細谷越史「労働者に対する損害賠償請求」別冊ジュリ197号（2009年）63頁
67） 東京地判平成 4・ 5・28判時1455号112頁
68） 大阪地判平成15・ 3・12労判851号74頁
69） 大阪地判平成 3・ 8・27（注64参照）
70） 大阪地判平成11・ 1・29労判760号61頁
71） 大阪地判平成 9・ 3・21労判730号84頁
72） なお、被告が経理関係の仕事をすべて原告に任せ、点検を充分に行っていなかっ
たことも指摘されているが、それは原告の責任を制限したり、否定するものでは
ないとの判断がなされている。

73） 東京地判平成10・ 4・22労判746号59頁
74） 本件ではすでに200万円近くが原告から被告に返済されていたので、その額を控
除した額の支払いが命じられた。

75） 東京地判平成15・ 3・28労判850号48頁
76） コンビニのアルバイト店員が相互に黙認しあって、レジの不正操作などにより
代金を支払わずに店の商品を持ち出し、また客として来店した労働者や知人に商
品を取得させたなどの窃盗行為を繰り返した事案。共同不法行為の存在は確定で
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きないとしながらも、少なくとも幇助は成立するとして民法719条 2項に基づい
て全額の賠償背任を認めた。（さえき事件（福岡地小倉支判平成10・ 9・11労判
759号72頁））

77） 生命保険会社の元常務取締役が会社の機密に属する情報を週刊誌記者に提供し
た結果、会社の名誉を毀損する記事が掲載された事案。守秘義務に反している以
上、情報漏えいは違法であるとして、元取締役に全額の損害賠償責任が認められ
た。（千代田生命保険事件（東京地判平成11・ 2・15労判755号15頁））

78） 前掲道幸注 8・ 9頁
79） 東京地判平成17・ 7・12労判899号47頁
80） 福岡地判平成20・ 2・26労判962号37頁
81） 岡芹健夫「被用者に対する損害賠償請求」ジュリ増実務に効く労働判例精選
（2014年）167頁

82） 細谷越史「郵便事業（特定郵便局局長）事件―福岡地裁平成20年 2月26日判決
―」香川法学31巻 3・ 4号（2012年）58頁

83） 証券会社の従業員が、顧客に不適当な勧誘によって過当かつ大量の取引を行わ
せ、顧客に無断でオプション取引を行った等の行為を理由とする求償権の行使事
案。同従業員が顧客に取引を勧めたことは支店長の方針に従ったものであり、退
職金を大幅に減額されている等として、求償額の行使を約 4割の限度で認容した。
（丸和證券事件（東京地判平成11・12・24労判787号82頁））

84） 食料品製造販売を業とする X会社の従業員で商品管理部長であった Yが、職務
権限がなかったのにもかかわらず、勝手に白サキイカ等を注文・転売し、転売代
金を X会社に入金しなかった事案。浦和地裁は、Xにも帳簿・棚卸しの不備に損
害の増大を防止する注意義務を欠いた過失があるとして、損害額約1479万円の 3

分の 1を過失相殺して1000万円の支払いを命じた。（山形食品事件（浦和地判昭
和57・ 6・30判時1056号218頁））

85） 前掲細谷注82・63頁
86） 名古屋地判昭和62・ 7・27労判505号66頁
87） 同種の企業においてブレナーに保険を付している企業は皆無に近かったが、こ
れに加入していれば損害を塡補できたとの判断がなされている。

88） 中島正雄「義務懈怠と損害賠償」ジュリ別冊134号（1995年）43頁
89） 東京地判平成 6・ 9・ 7判時1541号104頁
90） 東京地判平成15・12・12労判870号42頁
91） 名古屋地判平成10・ 9・16労判747号26頁
92） 東京地判平成 4・ 3・23判時1446号74頁
93） 細谷越史「労働者の損害賠償責任」ジュリ増労働法の争点第 4版（2014年）43

頁
94） 秋田地判昭和63・12・ 6判時1355号74頁
95） 仙台高秋田支判平成 2・ 4・16判時1355号71頁
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96） Yが割賦販売契約を取り次ぐ際に指示に反して車両の名義を信販会社（O）で
はなく顧客名義のままにしたことによって生じた損害について争われた事案で
「故意により O社の担保を毀滅したと同視できる行為であり、少なくとも重過失
により原告に損害を与えたもの」として請求額約85万円すべての賠償が命じられ
ている。（東京地判平成15・12・12労判870号42頁）

97） 前掲注88・43頁
98） 名古屋地判昭和59・ 2・24判時1118号195頁
99） 早い場合は早朝 2時や 3時、通常でも 6時ないし 7時半に出勤し概ね夕方まで
会社にいるという勤務形態であり、時間外労働や休日勤務が常態化していた。

100） 釧路地判平成10・ 5・29労判745号32頁
101） 東京地判平成15・10・29労判867号46頁
102） 大阪高判平成13・ 4・11労判825号79頁、京都地判平成12・11・21労判825号81

頁
103） 前掲注50・164頁
104） 那覇地判平成13・ 3・21労判825号75頁
105） 小畑史子「労働者が会社に与えた損害の賠償」月刊労働基準54巻10号（2002年）

28頁
106） 福岡高那覇支判平成13・12・ 6労判825号72頁
107） 大阪高判平成24・ 7・27労判1062号63頁、京都地判平成23・10・31労判1041号

49頁
108） 大阪地判昭和57・ 4・27交民集15巻 2号564頁
109） 東京地判平成15・ 3・28労判850号48頁
110） 貨物自動車の運転手が集配業務に従事中、自動車ドアのフックをセットせずに
走り、そのフックを損傷させた事案。福岡地裁は運転手の重過失を認定しつつも、
損害賠償請求を損害金 3万円の 3分の 1である 1万円に制限した。（福岡地判平
成 4・ 2・26労判608号35頁）

111） 貸付業務全般を統轄する常務取締役の地位にあった者が、部下による虚偽の詐
告を黙認し、さらに事実を報告しようとするのを制止したことによって未回収金
を発生させた事案。大阪地裁は重過失を認定しつつも、損害賠償請求を損害額約
946万円 3分の 1である約315万円に制限した。（大阪地判平成 3・10・15労判598

号62頁）
112） 前掲細谷注50・162頁
113） 大阪地判平成23・ 1・28労判1027号79頁
114） 事故後に、従業員が使用者、被害者の損害額すべてを支払う旨の誓約書が提出
されていた。

115） 前掲岡芹注81・165頁
116） 同じように、軽過失事案のトヨタカローラ南海事件（注41）がこれを免責の理
由の一つとする一方で、重過失事案の三共暖房事件は賠償額に制限を課すにとど
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まっている。
117） 角田邦重「労働者に対する損害賠償請求」日本労働法学会編『講座21世紀の労
働法（ 4）労働契約』110頁

118） 労働者が自己の意思に反して雇用関係の継続を強制されることを防ぐため本条
は違約金・損害賠償額の予定を禁止し、労働者の退職の自由を確保している。（前
掲土田注53・75頁）

119） 前掲土田注53・166頁
120） 東京高判平成14・ 5・23労判834号56頁
121） 地裁判決（東京地判平成13・ 7・10労判834号64頁）は、説明義務については

外務員の契約上の地位や報酬体系、外務員がリスクを熟知していたこと等の事情
から、注意義務違反を認めていた。

122） 加藤一郎編『注釈民法（19）』（有斐閣、2013年）268頁
123） 前掲注50・188頁参照
124） 公務員に対する国又は地方公共団体の求償権の行使を故意または重過失の場合
に限るとした規定。軽過失の場合にも求償権の行使ができることにすると、公務
員の職務執行が委縮し、停廃をもたらすおそれがあり、それを避けようとしたも
のである。（西埜章『国家賠償法コンメンタール』（勁草書房、2012年）626頁）

125） 前掲神田注19・254頁
126）「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」報告書（平成17年 9月15日）
及び、「労働契約法制及び労働時間法制の在り方について（案）」参照。しかし、
労働契約法において条文化されることはなく、現在も条文化には至っていない。

127） 裁判所は個々の紛争解決を図るのが目的であり、あくまで判例法理はその結果
として蓄積されたものに過ぎないからである。（盛誠吾「判例法理の立法化」日
本労働研究雑誌640号（2013年） 1頁）

128） 日本の企業数409万8000（平成26年 7月 1日時点）に対して、行政監督機関は、
厚労省、都道府県労働局47局、労働基準監督署321署、及び 4支署で、労働基準
監督官（労働基準関係法令に基づいて第一線で臨検監督等を行っている者）は
3948人（平成25年度時点）しかいない。監督指導が実際に行われたのも17万8000

件（平成25年）で、単純計算しても4.3％しか監督が行えていないのが現状である。
警察が約29万人の大組織であることと比較してもその少なさは明らかであろう。
（総務省「平成26年経済センサス―基礎調査」http://www.stat.go.jp/data/

e-census/2014/pdf/kaku_gaiyo.pdf、厚労省「平成25年労働基準監督年報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/dl/25.pdf（ 最 終 閲 覧 日
2016年 1月18日）参照）

129） 例えば労基法32条で、法定労働時間が定められているが、36協定を締結すれば、
会社はこの時間を超えて残業を命じることができる。さらに36協定がある場合の
時間外労働にも 1カ月45時間、 1年で360時間を限度とする基準（平成10年労働
省告示154号）があるものの、特別な事情が生じたときに備えて、「特別条項」に
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よってより長時間の限度を36協定に付けることができるようになっている。この
通り36協定を結べば実質的にいくらでも残業させられるような仕組みになってい
るのが現状である。

130） 懲戒として正当な減給だったとしても労基法91条の制限を超えることはできな
い。（労基法91条「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合におい
ては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支
払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」）


