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序　章

第１節　問題の所在

１　日本における労働者の精神的不調をめぐる状況

現代企業では、企業間競争の激化や労働の質的変化等を背景に、長時

間労働ないし職場の人間関係に由来するストレス過剰が深刻になり、精

神的健康（メンタルヘルス）に問題を抱える労働者の増加が社会的に顕在

化している。精神障害を原因とする労災給付の支給決定件数は、急速に

増加して高止まりしており
（１）

、また、労災に至らないまでもメンタルヘル

スに問題を抱える正社員の割合は、全体で56.7％、1,000人以上の規模の

事業所では72.6％にのぼる
（２）

。こうした状況に対応するために、平成26年

に労働安全衛生法が改正され（同27年12月１日施行）、労働者の心理的な

負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）の実施が、事業者

に義務づけられることになった（66条の10第１項）。また、ストレスチェッ

クの結果を通知された労働者の希望に応じて、事業者は、医師による面

接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、

適切な就業上の措置を講じなければならない（同条３項、５項）。改正法

は、近年のメンタルヘルスに関する社会情勢や労働災害の動向に即応し、

労働者の健康上の安全を確保するため、労働安全衛生対策の一層の充実

を図ることを目的としており
（３）

、労働者自身のストレスへの気付きを促し、

ストレスの原因となる職場環境の改善につなげることに主眼を置いた内

容となっている。しかし、労働者の精神的不調の問題は、職場環境だけ

でなく雇用の場面に深刻な影響を及ぼしている。現実に労働者が精神的

健康に問題を生じた場合、企業としては、業務軽減や配置転換等、様々

な措置を講じることが考えられるが、労働実務上は、主として病気休職

制度および労災補償制度を中心とする対応にとどまっている。
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２　近時の最高裁判決

労働者の精神的不調に対しては、休職させて労働者の心の健康の回復

を試みることが、職場の重要課題であることは、判例上も明らかとなっ

てきている。たとえば、被害妄想などの精神的不調により欠勤を続けて

いた労働者に対してなされた諭旨退職処分の効力が争われた日本ヒュー

レット・パッカード事件判決
（４）

で、最高裁は、「精神科医による健康診断を

実施するなどした上で…、その診断結果等に応じて、必要な場合は治療

を勧めた上で休職等の処分を採るべきであり、このような対応を採るこ

となく、…諭旨退職の懲戒処分の措置を執ることは、精神的な不調を抱

える労働者に対する使用者の対応としては適切なものとはいい難い」と

判示し、同処分を無効と判断した。また、東芝（うつ病・解雇）事件最高

裁判決
（５）

は、「使用者は、必ずしも労働者からの［メンタルヘルス情報の］

申告がなくても、その健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき

安全配慮義務を負っているところ、…労働者にとって過重な業務が続く

中でその体調の変化が看取される場合には、上記のような情報について

は労働者本人からの申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応

じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要

がある」として、労働者からのメンタルヘルス情報の不申告を理由とす

る過失相殺を認めた高裁判決を破棄した。いずれの最高裁判決も、使用

者に高度な配慮を求めており、司法判断において、裁判所が労働者の精

神的健康をめぐる問題に積極的に介入しようとする傾向が見られる。

３　労災補償による救済の限界

以上のように、労働者の精神的不調に対する救済の要請は、社会的に

も裁判上も高まっているといえる。これに対し、日本では、労災保険の

認定基準を見直し、救済範囲の拡大を図ることでその要請に応えようと

してきた。また、労災補償によってカバーされない損害に対しては、民

事上の損害賠償請求によって填補しうるが、労災民訴の場合、上記認定
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基準に比べると、当該疾患の業務起因性を緩やかに認定した上で、損害

額の算定に際して（時に大幅な）過失相殺を行い、均衡を図ろうとする傾

向がある。しかし、こうした作業関連ストレスに起因する精神疾患を業

務上疾病にできるだけ取り込もうとする手法は、精神的不調を抱える労

働者の救済に資するとしても、結果的に使用者の責任を過度に認めるこ

とになり、かえって業務上疾病と私傷病の境界を曖昧にし、労災保険制

度の無過失責任主義や使用者の保険料負担等の重要な原則が揺らぐ恐れ

があるとの指摘もなされている
（６）

。この点、鎌田・三柴両教授は、メンタ

ルヘルスについて、「労働法上の課題ではあるが、従来の労働法規範学で

は容易に捉え切れない多因子的で多様・多層的かつ『未』科学的な現場

課題である
（７）

」と述べ、電通事件最高裁判決
（８）

等を転換点として、「過度な心

理的負荷」が積極的に労災として認定されるようになり、裁判所が実質

的に人事労務管理に介入するかのような判断傾向を強めていると指摘す

る。たとえばアメリカの労災補償では、ストレス性疾患における事故性

の解釈を緩めることで、罹患した労働者に対する救済範囲を拡大して純

然たる人事事項に介入するような判例傾向が生じていたが、その後、財

政上の理由からこうした傾向に歯止めをかける州法が成立している
（９）

。日

本では、近時の最高裁判決からは高度な配慮を使用者に求める傾向がみ

てとれるが、アメリカの動向は労災保険の将来的限界を示唆している。

企業内外の要因が複合的に作用する業務上疾病と私傷病の交錯領域に

ある精神疾患・精神障害の場合、労働者の個体側要因と相俟って、業務

に内在する危険を特定することには困難が伴う。部分的に職務に関連す

る精神的不調であっても、労災認定による高度な所得保障や解雇制限（労

基法19条）等の保護が受けられない労働者が生じるのは、労災補償の制

度的限界である。こうした労働者をいかに救済すべきかが労働法の重要

な課題である。
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４　病気休職制度による対応

傷病労働者に対して使用者が講じる主要な措置の一つである病気休職

制度は、公務員の場合を除き（国公法61条、地公法28条）法律にもとづく

制度ではなく、企業の就業規則等で設けられる任意の制度である。した

がって、労働者が私傷病により一定の期間、労務の提供を十分に行えな

くなった場合、契約法理としては、労働者側の債務不履行となり、使用

者は、通常、就業規則の普通解雇事由に規定されている「心身の故障に

よって業務に耐えないとき」に該当するとして、契約を解除（＝解雇）で

きるのが原則である。もっとも、労務不提供を理由に直ちに解雇を行う

ことは、労働契約における信義則に反し（労契法３条４項）、解雇権濫用

にも該当しうるため（労契法16条）、労働実務上、使用者は、一定期間、

治癒を待つことが要請される。そこで、多くの大企業を中心に就業規則

に休職規定が定められ、使用者は労働者に休職命令を発令する
（10）

。休職期

間中に傷病から回復し就労可能となれば復職となるが、回復せず期間満

了になれば、自然（自動）退職または解雇となる
（11）

。このように、病気休

職の法的性質は、これまでの一般的理解では、解雇猶予措置であり、使

用者の一方的な人事措置とされている。したがって、現行の休職制度は、

労働者に対するケアの発想が乏しいのである。

５　企業内包摂への模索
（ i ） 精神的健康に問題を抱える労働者の救済をめぐっては、以上のよう

な問題があると考えられる。たしかに、休職命令を発令し労働者を療養

に専念させること自体は、適切な人事措置であり、労災認定の行政基準

が見直されたことによって、労働者の救済の範囲は現実に拡大した。し

かし、こうした措置および制度は、対応の重点が結果発生時以降の事後

対応に置かれているため、労働者が精神的健康を損なわないよう使用者

に対して間接的な抑制効果があるとしても、「予防」の視点を欠くといわ

ざるをえない。現代の企業社会において、労働者の精神的不調の発生因



（6）　　　ストレス性作業関連疾患に対する使用者の法的責任の展開（阿部理香）81

子は誰もが持っているといえ、潜在的には誰もが精神疾患を発症する可

能性がある。そうすると、「心の健康を維持しながら働くことができる」

ことを、労働者の基本的な労働条件と位置付ける必要があろう。
（ii）  そこで本稿では、使用者の帰責性にとらわれない問題の解決と、労

働者を企業内に包摂することが、むしろ労働者の精神的健康の保持増進

に資するのではないかとの一応の仮説を立て、比較法的考察を試みるこ

ととする。たしかに、業務起因性の希薄な労働者の精神的不調まで使用

者に責任を負わせるのは、過剰な負担であり責任原則に反するとも考え

られる。しかし、2014年に障害者権利条約を批准したわが国において、

障害を有する労働者を可能な限り企業内に包摂する方向に舵を切ること

は不可避である。それは、同条約批准に向けてなされた平成25年改正障

害者雇用促進法が、障害者に対する差別の禁止、「障害の特性に配慮した

必要な措置」（合理的配慮）の提供を義務づけている（37条２項、平成30年

４月１日施行）ことからも明らかである。そして、同改正法では、新たに

精神障害者も事業主の雇用義務の対象とされ（37条）、雇用率の算定基礎

に含まれることになった（38条、43条）。このように、精神障害者を障害

者のうち特殊な地位に追いやるのではなく、障害者として企業に正規に

位置づけようとする動きも、そうした理念の現れである。さらに、多様

な労働者を職場に包摂し、長期的視角から良質な労働力の確保をめざそ

うとする同理念は、企業におけるダイバーシティの理論にも合致する
（12）

。
（iii） 具体的には、イギリス法を考察対象に、ストレス性作業関連疾患に

対する使用者の責任の内容がどのように展開されていくのか、検討を加

えたい。イギリスを対象とした理由は、以下の３点である。

第一に、イギリスは1833年工場法以来、労働安全衛生について世界に

先駆ける伝統と判例の蓄積があり、また労災補償制度と民事損害賠償制

度を並存させている点に、日本と共通性が見られることである。そのた

め、裁判例の動向を検討の中心とする本稿にとって、分析材料の豊富な

提供が期待できる。
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第二に、イギリスは差別禁止法を有していることである。この点、世

界の雇用差別禁止法の先駆けはアメリカであるが、1995年にイギリスで

制定された障害者差別禁止法（DDA）は、その制定当初からストレス性

疾患が適用対象とされていたと解されており、本稿の仮説に対する示唆

が得られると考える。

第三に、社会福祉大国である同国では、1997年以来、ニュー・レーバー
（新労働党）が社会保障改革の中心的な政策として、有給の就労政策
（welfare to work）を一貫して推進してきたことがある。同政策を背景に、

メンタルヘルスの場面においても、使用者が積極的に労働者の安全衛生

に介入すべきとの理念に基づいた政策的展開がみられる（第３章）。

労働者の精神的健康の保護に対する問題および課題は複雑多岐にわたっ

ているため、公法および私法等多面的なアプローチが要請される。そこ

で、本稿では、この領域における使用者の法的責任がイギリスにおいて

どのように展開されているかとの視点から検討を加える。

第２節　予備的考察と本稿の構成

１　イギリスにおける法源と労災補償制度
（13）

繰り返しになるが、本稿の主な検討対象は、作業関連ストレスをめぐ

る裁判例の動向である。そのため、次章以降の検討の前提作業として、

イギリス法の法源および労働災害補償制度について本稿の考察に必要な

範囲で確認しておく。

イギリスでは、一般法であるコモン・ロー（common law
（14）

）が、雇用契

約を規律する法理を提供する重要な法源としての役割を果たしている。

労働災害をめぐる使用者と労働者の法的関係は、コモン・ローの法理の

支配下に置かれ
（15）

、1897年に労働者災害補償法（Workmen’s Compensation Act 

1897）が制定されるまでは、労働災害の救済はコモン・ロー、特に不法

行為の一種で過失を意味するネグリジェンス（negligence）の問題として

取り扱われてきた
（16）

。ネグリジェンスを根拠とする損害賠償請求訴訟では、
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「行為者がある情況のもとで（1） 相当の注意義務（duty of due care）を負

いながら、（2） その注意義務に違反（breach of duty）し、（3） それが原因
（causation）となって、（4） 損害（damage）が生じること

（17）

」が要件となる。

また、「過失ある行為（negligence act）」は、現実に生じた事実と、その情

況における行為者の行為は不合理であったという証拠に基づいて認定さ

れ、その「過失ある行為」が原因となって（因果関係）、損害が発生した

という２要件が充足されることによってネグリジェンスが成立する
（18）

。こ

の義務は使用者が各労働者に対して個別的に負う義務であるため、使用

者の義務の不履行の有無も個別的に判断される。

イギリスの労働安全衛生は、使用者に雇用契約上の黙示的義務として

安全注意義務が認められ、その義務に基づいてネグリジェンス法理が発

展した。そして、近代産業発展期における労働災害からの救済は、主に

過失責任にもとづくコモン・ロー上の不法行為法によってなされてきた

が、その限界から、19世紀以降、制定法によるコモン・ローの修正が行

われるようになった。特に、安全衛生に関しては、1970年にローベンス

委員会が、「ある特定労働者集団に暴露の可能性がある、生命に関わる長

期的リスクに対する社会的関心の高まり」に応えるために組織され
（19）

、1972

年に公表されたローベンス報告
（20）

に基づいて、1974年に労働安全衛生法
（Health and Safety at Work etc Act 1974）が制定された。これにより、職場で

働く者または職場の活動から影響を受けるすべての者が制定法の適用を

受けられるようになり、このとき行政一元化を図るために安全衛生庁
（Health and Safety Executive, HSE）も設置された。1974年労働安全衛生法

は、同法２条において、「合理的に実行可能な限り、すべての被用者の職

場における健康、安全および厚生を確保することはすべての使用者の義

務である」と定めている
（21）

。この義務はきわめて広く、コモン・ロー上の

安全注意義務違反として損害賠償の対象となるものは、すべて同法の監

督官による調査・刑事訴追の対象にできる。なお、イギリスの労災補償

制度については、1897年労働者災害補償法の制定後、1946年国民保険（業
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務災害）法によって社会保険法の枠組みに組み入れられ、さらに1975年

社会保障法の制定によって「社会保障」制度の中に位置づけられること

となった。したがって、業務災害を被った被用者に対する治療等は、労

災補償（医療給付）ではなく、国民保健サービスとして行われる点に特徴

がある。

２　ストレス性作業関連疾患の概念とそれをめぐる議論

（1）ストレス性作業関連疾患の概念

「作業関連疾患」とは、“work-related diseases”の日本語訳であり、1976

年の第29回 WHO 総会において、「一般疾病ではあるが、業務がなんらか

の関連をもち、労働者の健康に大きな影響のある疾病」を示す概念とし

て提唱された
（22）

。同概念が提唱された背景には、因果関係が不明瞭ではあ

るものの、業務との関連性が想定される一般疾病が増大してきたことが

ある。作業関連疾患には、心血管疾患、慢性非特異性呼吸器疾患、筋骨

格系障害、ストレス性疾患などが含まれるが、本稿では、特にストレス

性疾患を考察対象にしている。そこで、本稿では、作業関連ストレスに

起因する精神疾患・精神障害を指す概念として、「ストレス性作業関連疾

患」の用語を用いる場合がある。

作業関連ストレス（work-related stress）は、HSE が「職場で不当なプ

レッシャーや要求に置かれている人々の有害な反応」と公式定義を置い

ているように
（23）

、職務上の要求に対して、「当人が対処できないと不安にか

られたとき」に生じ、強いプレッシャーが一定期間続く場合は、心理的

問題や身体的体調不良につながる
（24）

。したがって、ストレス性作業関連疾

患では、業務上の要求が労働者の能力の限界を超え、その職務遂行に支

障が生じない限り問題とならない。いいかえれば、特定の職業・業務に

内在する特殊なリスクではなく、労働者の個体側要因や状況次第では、あ

らゆる職場環境・労働条件が発症原因となるのである。

なお、ストレス性作業関連疾患からは、純然たる私生活上の原因から
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生じた精神疾患・精神障害は除外する。これらの疾病について、使用者

への帰責はもちろん、その関与を求めることも困難といわざるを得ない

からである。

（2）ストレス性作業関連疾患をめぐる議論

ロー・コミッション（法律委員会
（25）

）は、労働者の精神的不調に対する使

用者の賠償責任について、コンサルテーション・ペーパーで、次のよう

に述べている。「我々は、この話題に対して強く保持された見解を予備協

議から認識している。他方で、精神的不調の損害賠償の裁定について懐

疑的な見解もある。そうした見解に立つ者は、精神的不調は、簡単にね

つ造することができると主張する。いずれにしても、〔精神的不調に〕苦

しむ者は、『自己管理する（to pull themselves together）』ことができるはず

であり、…たとえできなくても、被告企業や国民保険料を支払っている

者たちが、〔当該労働者の〕労務提供不能を理由に、〔保険給付という形

で〕金銭を支払うべき正当な理由はない。他方で、精神的不調を訴える

人々と接する機会の多い医療従事者や法律家は、精神疾患が身体的傷病

以上に労働者を衰弱させる場合が少なくないと主張する
（26）

」。また、1998年

の報告書
（27）

では、ストレス性作業関連疾患に対して法が採るべきアプロー

チをめぐる学術的見解の不一致、すなわち、身体的傷害に適用される使

用者の法的責任と同一の原理原則を精神的傷害の事案に適用すべきだと

する見解（たとえば、N J Mullany & P R Handford の『精神的損害に対する不

法行為責任』（1993
（28）

））と精神的傷害に対する法的責任は完全に切り捨てら

れるべきだとする見解（Dr. J Stapleton は、潜在的法的責任の統制を要請する

任意のルールは、人為的で、「不法行為の抑制
（29）

」であると力説する）をも紹介

している。変動する労働状況の中、労働者の精神的健康の保護への要請

が高まる一方で、業務との因果関係が曖昧であるという精神疾患の特性

ゆえに使用者の責任が無制限に拡大することへの懸念がみてとれる。
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３　本稿の構成

本稿では、主として近時の判例や法制度を手掛かりとし、以下のよう

な構成でストレス性作業関連疾患に対する使用者の法的責任の展開過程

を考察する。まず、第１章では、コモン・ローのネグリジェンス法理を

根拠に提起された裁判動向を中心に検討し、判例法自体に何らかの修正

がみられるか考察する。次に、第２章では、ハラスメント防止法（Protection 

from Harassment Act 1997）および障害者差別禁止法を取り上げ、同法に基

づく裁判例の動向を整理し、コモン・ローの間隙がどのように埋められ

ているのか確認する。さらに、第３章で、イギリスの政策的展開につい

て、使用者の法的責任の具体的内容にさらなる展開がみられるかを確認

した上で、今後の方向性を考察し全体の総括とする。
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第１章　ストレス性作業関連疾患とコモン・ロー

第１節　作業関連ストレスに対する使用者の安全注意義務

１　誕生 ― 生成過程

作業関連ストレスから精神疾患・精神障害を発症する労働者の存在は、

従来から各職場に一定数はいると認識されていたが、使用者への責任追

及の議論の場面では、依然として曖昧なままであった
（30）

。そもそも、使用

者の安全注意義務は、不法行為法上のネグリジェンスを肯定するための

黙示的義務として使用されてきたものであるが、不公正解雇の肯定に使

用されるなど、次第に使用者の契約上の黙示的義務として雇用契約に取

り入れられるようになった
（31）

。さらに、同義務が、過重労働に起因する精
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神的損傷に被用者が不当にさらされないことを保証する義務に拡張され

ることが1995年の Walker 事件
（32）

で示され、不法行為法上の安全注意義務の

基準は、雇用契約上も同様に妥当するようになっていった
（33）

。同事件は、

過重労働の改善を書面で求めていた労働者が、業務軽減や臨時職員の追

加等がされなかったために精神疾患を発症し、復職後も状況が改善され

ないまま同疾患が再発し、解雇された事案である。本判決で Coleman 判

事は、使用者が「被用者に合理的に安全な労働システムを提供し、かつ

合理的に予見可能なリスクから被用者を保護する措置を講ず」べきコモ

ン・ロー上の義務は、主として身体的損傷にかかる義務として発展して

きたが、「精神的損傷のリスクが、使用者の安全注意義務の範囲ないし雇

用契約上の黙示的義務の対象から除外されるべき合理的理由は存しない」

として、被用者に対するコモン・ロー上の使用者の安全注意義務は、精

神疾患に拡張されると述べている。もっとも、原告は一度目の神経衰弱

が発症する以前から過重労働の改善を上司に求めていたが、本判決が使

用者の予見可能性を認めたのは二度目の神経衰弱のみであったため、そ

の意味では限定的な判断であった。しかし、コモン・ロー上の使用者の

安全注意義務が、身体的損傷に対する法的責任を超えて精神的損傷に拡

張されうるかとの命題に懐疑的見解が根強く主張されていた中、作業関

連ストレスに対する賠償可能性を示した点では、この領域における使用

者の法的責任論の重要な契機として先駆的役割を果たしたといえる。

２　作業関連 PTSD（work-related PTSD）への拡張の可否

前掲 Walker 事件後、使用者のコモン・ロー上の潜在的義務のさらなる

展開として、使用者の注意義務が業務に関連して発症した PTSD へ拡張

されるかが議論になった。1998年の White 事件
（34）

は、多数の死傷者を出し

た1989年のヒルズバラの暴動に出動した警察官のうち２人が後に PTSD

を発症し、ネグリジェンスの不法行為が成立するとして訴えた事案であ

る。原告らは、使用者は、身体的・精神的損害リスクを回避する義務を
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被用者に対して負っていると主張した。控訴院の多数意見は、原告らの

主張を認容したが、同事件は貴族院に上訴され、多数意見によって破棄

された。Steyn 卿は、「雇用期間中に生じた悲劇的な出来事を目撃し、精

神疾患を発症した警察官は、災害の二次的被害者（secondary victims）に

すぎ」ず、「使用者は、〔被用者自身に〕身体的傷害のリスクがある場合、

もしくは、〔被用者の〕愛する者への加害行為を目撃した場合に限り、当

該被用者の PTSD に対して補償する」とした。本判決にしたがうと、面

識のない第三者への加害行為を目撃した結果、PTSD を発症した場合、当

該労働者は保護を受けられないことになる。また、Steyn 卿は、「使用者

は自己の責めに帰さない被用者の身体的傷害に対して義務を負うが、被

用者の精神疾患を発症させない義務に基づいて、（違反のない）義務に対

してまで、結果責任を負うのは不合理な結論である」とも指摘した
（35）

。具

体的な義務違反がないにもかかわらず、一般的な安全注意義務を前提に、

精神疾患を発生させたという結果責任を使用者に負わせるのは、使用者

への過度な負担となり妥当な結論とならない
（36）

、とするのである。このよ

うに、「一般的安全注意義務」の内容の具体化が不十分な段階では、上記

のような結論が導かれるのは、いわば当然であって、コモン・ロー法理

の限界を示しているといえよう。

なお、労働者の作業関連PTSDに対する使用者の注意義務が問題となっ

た類似の事案について確認しておくと、1997年の Duncan 事件
（37）

において

も、使用者の注意義務違反が、同様の判断枠組みで否定されている。同

事件は、鉱山の坑内巡回係であった原告が、採炭切羽で死亡事故に遭っ

た同僚の援護に向かった後、精神疾患に罹患した事案であるが、控訴院

は、「〔原告は〕事故の発生を目撃したわけではないし、遺体の回収に直

接かかわったわけではない」として、原告の訴えを棄却した。他方、同

年の Young 事件
（38）

は、電気椅子の処刑現場で働いていた原告が、職場の同

僚が処刑されるのを目撃した後、深刻な PTSD を発症した事案であるが、

原告が精神疾患の既往歴を有していたことから、使用者の予見可能性が
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認められ、注意義務違反が肯定されている。

貴族院の立場が示す通り、警察官や救助隊員等、その職務の性質上、

本質的に危険が内在する職種の労働者に対しては、作業関連 PTSD に対

する使用者の注意義務は肯定される傾向にある。しかし、判断の中心に

据えられているのは、あくまで予見可能性の有無であり、労働者が個人

的な脆弱性等を抱えていることを使用者が認識していた等の特別な事情

がある場合には、例外的に予見可能性を認めている。

３　作業関連ストレスの判断基準

（1）Hattonほか事件控訴院判決
（39）

前掲 Walker 事件と並んで必ず引き合いに出されるのが、次に紹介する

控訴院判決 Hatton ほか事件である。Hatton v Sutherland ほか事件は、

Hatton 事件、Barber 事件、Bishop 事件、Jones 事件の４つの裁判を控訴

院において併合審理した事件であり、同４事件は、郡裁判所（County 

Court）では、原告側がすべて勝訴し、使用者側によって各々上訴された。

併合審理された４つの事件のうち、Jones 事件が棄却されたほかは、使

用者による上訴が認められ、さらに貴族院に上訴された Barber 事件を除

く事件は控訴院で確定した。

Hatton ほか事件では、使用者の過失の有無を判断する基準となるガイ

ダンス（proposition）を Hale 卿が提示し、全員一致で決定された。16項

目に及ぶ同ガイダンスは、ストレス性作業関連疾患に対する使用者の責

任を判断する「有用な出発点」として、重要な役割を演じた。ここで、

「有用」とは、上記ガイダンスが提示されたことによって、かえって労働

者のストレス性作業関連疾患に対する貴族院による過失責任論の限界を

より具体的に示す結果となり、その後の理論的発展の契機を含んでいた

からである。
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（2）Hattonガイダンス

Hale 卿が、使用者の民事責任を判断する基準として提示したガイダン

スを要約すると、次のとおりである。①職務遂行過程で生じた精神的傷

害に対する訴えには、使用者の法的責任にかかる一般原則を適用する。

②使用者の合理的予見可能性の構成要素は、（a）労働者の健康被害の存

在と、それが（b）職場のストレスに起因することである。③予見可能性

は、使用者が知っている（もしくは合理的に知るべきである）ことであり、

使用者は一般に、被用者が抱える問題や脆弱性を知らない限り、被用者

が職務の通常のプレッシャーに耐えることができると推定することがで

きる。④精神的健康に本質的に危険な職業はない。⑤②の考慮要素は、
（a）職務の性質と範囲、および、（b）健康への差し迫った危険の徴候（珍

しい欠勤、本人もしくは同僚からの申告など）の有無である。⑥使用者は、

被用者が述べた内容を額面通りに受け取ることができる。⑦健康への差

し迫った危険は、すべての合理的な使用者が行動をおこすべきだと認識

するほど明白でなければならない。⑧健康被害が起きるリスクの程度、

起こりうる危険の重大性、それを防ぐための費用と実行可能性等から合

理的な措置を講じるのを怠った場合に限り、使用者の注意義務違反とな

る。⑨合理性判断を行う際は、使用者の事業規模と範囲、資産、他の被

用者の利益等の観点から公正に扱わなければならない。⑩使用者は適切

な措置を講じることを合理的に期待されるに過ぎない。⑪適切なカウン

セリングや治療への指示を伴う内密の助言サービスを提供する使用者が

義務違反と認定されることはない。⑫唯一の合理的な措置が解雇や降格

である場合、勤務の継続を希望する労働者に対して就労を許容しても使

用者の義務違反とはならない。⑬使用者の注意義務を判断する前に、使

用者が講じることができたか、もしくは講じるべきであった措置を特定

しなければならない。⑭原告は、使用者の義務違反によって危険が引き

起こされたか、もしくは、実質的に寄与したことを立証しなければなら

ない。⑮原因が複数存する場合、それが真に個人的なものでない限り、
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使用者は自らの過失に応じた賠償をすればよい。⑯危険の評価は、被用

者のストレス関連障害へのリスクに気付かせる。

以上のように、Hatton ガイダンスは、精神的傷害に対する使用者の予

見可能性を判断する基準として、被用者本人による警告の重要性を強調

する内容となっていた
（40）

。したがって、被用者は、自身の精神的健康に関

する不調を使用者に申告するか、もしくは被用者が精神疾患を発症する

危険性があったことを使用者は知っていたか、知るべきであったことを

立証しなければならない。しかし、精神的健康に関する情報は、解雇や

降格をはじめ、将来のキャリアに不利な影響を及ぼすおそれがあり、労

働者から積極的な申告を期待するのは現実には困難である。一方で、使

用者が労働者の健康状態について調査をする義務は課されていない。こ

の点、Hugh Collins 教授の「被用者が、不屈の精神をもって押し黙り、ス

トレスの溜まる労働条件に耐えていくことは明らかに間違っている
（41）

」と

の指摘は正鵠を射ている。この予見可能性要件には、いわば仕事に真摯

に取り組もうとする「真面目な努力家」であるほど保護を受けられない

という不合理な結果をもたらす問題を内包していた。Hatton ガイダンス

は、貴族院の意図とは逆に、コモン・ローの過失責任の限界を（逆説的

ではあるが）明確に示したと評しうる。

（3）射　程

控訴院がストレス性作業関連疾患に対する使用者の法的責任を判断す

る一般的な基準を示し、この領域におけるその後の訴訟に少なからず影

響を与えた意義は大きい
（42）

。しかし、Hatton ガイダンスは、Hugh Collins

教授が指摘したように、労働者保護の観点からは問題が残されたままで

あった。すなわち、同ガイダンスは、伝統的な概念であるネグリジェン

ス法理の一般原則の具体化にすぎず、しかも、具体化すればするほど、

伝統的なコモン・ローの過失責任論が、ストレス性作業関連疾患に苦し

む労働者の救済には無力であることを人々に気づかせる効果をもたらし
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たといえるからである。

（4）多数意見

Hatton 事件判決は、一般的なガイダンスを示した以外に、控訴院裁判

官の多数意見が、女王座裁判所判決 Stokes 事件
（43）

における Swanwick 判事

の傍論を是認した点も注目される。使用者が安全に対する知識を追求し、

どこまで費用を負担すべきかにつき、配慮すべきことは、（i）使用者は、

その有する知識、または、有すべき知識に照らして被用者の安全を確保

するような措置をとらなければならない。（ii）使用者は、明らかに不当

な場合を除き、周知の慣行に従うべきである。（iii）危険に対する認識の

発展があった場合には、使用者はそれを吸収しかつ適用しなければなら

ない。（iv）使用者が危険に対する普通以上の知識を有する場合には、そ

れに見合った注意を用いなければならない。（v）使用者は、危険と対策

の費用および対策の効率性とを比較・考量しなければならない
（44）

。

Hatton ほか事件で、上記見解を是認したことは、それまで控訴院が強

調してきた「無知は無罪」（被用者が抱える問題について知識を持たない使

用者は、その法的責任が免責される）の立場から、使用者は「労働者の安

全のために積極的な配慮を講じ」なければならないとする認識への転換

を意味していた。もっとも、Hatton ガイダンスに照らし合わせると、実

際には例外を認めたり、限定的に適用したりすることによって、事実上、

その救済範囲は狭められていた。ガイダンスにしたがうと、使用者は「被

用者が、職務上伴う通常のプレッシャーに耐えうると推定することがで

き」、「一般に、使用者は被用者が述べたことを額面通りに受け取ること

ができる」。さらに、「適切なカウンセリング・サービスを提供する使用

者が、義務違反と認められる見込みはない」とされたため、使用者にとっ

て、むしろ注意義務が免責される強力な抗弁であった。
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４　貴族院の立場 ― Barber事件
（45）

同事件は、数学の教師であった労働者が、ストレス関連疾患を発症し

て休職していたが、復職時に、校長および副校長に労働状況の改善を求

めたところ、仕事の優先順位をつけるようにとの助言のみで業務量の軽

減等がなされず、同疾患が再発し退職した事案である。第一審は、学校

の再編後に X の業務量が増加したことが、早期退職をもたらしたとして、

学校の対応を「不適切な対応」と判示したが、控訴院では、「業務量が増

加したのは X だけではな」く、さらに X は、「うつ病の症状を〔学校側

に〕伝えていなかった」として学校側の注意義務違反を否定した。これ

に対して、貴族院は X の上訴を認め、「経験豊富で真面目な教師が、身

体的な病気や怪我もなく３週間も休職した」事実を控訴院は軽視してお

り、「X の欠勤がストレスとうつ病によるものである」ことは、「主治医

によって証明されている」。上司らは「州議会の教育部門の職員と協議し

X が抱える問題を調査すべきであった」し、「X の最初の欠勤の後、…少

なくとも、…復職時に同情的に対応したり、X が復職しやすいよう業務

量を減らすべきであった」と判示し、第一審判決を回復させた。

Hatton 事件で示されたガイダンスは、基本的原則の性質を有する「有

用なガイダンス」として貴族院に承認されたが、貴族院裁判官の大多数

は、「法的強制力に準ずるものとしてではなく、一つの指針として読まれ

なければならない」として、判断の基本は、「被用者の安全に対して積極

的配慮を講じる合理的な使用者の行為」であることを強調した。法的責

任論の観点からは、コモン・ロー上の過失責任を前提に、Hatton ガイダ

ンスの位置づけを使用者の「合理的な積極的配慮の範囲」を個別具体的

に判断する際の「事実認定の道具として有用」と位置づけることによっ

て、Hatton ガイダンスの規範性（＝法的拘束力）を否定し、同ガイダンス

が、労働者保護に対する後退的機能に一定の歯止めをかける効果をもた

らしたと評しうる。
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第２節　ネグリジェンス（negligence）をめぐる裁判例の展開

前節で検討したように、ストレス性作業関連疾患をめぐる初期の裁判

例には、合理的注意の構成要素ないし使用者に期待される一定の具体的

措置の内容について矛盾を内包していた。しかし、この領域においてもっ

とも困難な問題の一つは、「合理的な使用者の観点」から使用者が期待さ

れる行為を客観的に決定することである。そこで、本節では、Hatton 事

件で示されたガイドラインをめぐる議論とその後の裁判例の動向から、

Hatton ガイダンスの解釈がその後いかに展開されたかを検討する。

１　Hattonガイダンスの影響

（1）基準への依存と制限

貴族院が Barber 事件で Hatton ガイダンスを承認したことによって、労

働者の精神的傷害に対する使用者の法的責任が身体的傷害と原則として

異ならないことが明確化され、かつ、ガイダンスの権威性が一定程度確

立された点は肯定的に評価される。しかし、Hatton 事件直後の裁判例を

概観すると、同ガイダンスを適用して労働者の訴えを棄却する裁判例が

散見され
（46）

、使用者の責任範囲が過度に拡大されることへの慎重な司法判

断の態度が窺われる。

2005年の Hartman 事件
（47）

で、Scott Baker 控訴院裁判官は、「Hatton 事件

の判示は、職場のストレスに関連する事件で生じうる問題すべてを無限

にカバーすることを意図したものではない。（Hatton ガイダンスから）一

般原則を見出すことはできるが、…その適用には注意を要する」と指摘

していた
（48）

。また、ストレス性作業関連疾患に対する使用者の法的責任は、

身体的傷害のそれと基本的には異ならないとした上で、Barber 事件で

Walker 卿が是認した Hatton ガイダンス③を引用し、その法的責任は使

用者の義務違反から生じる予見可能な傷害に限られるとして、予見可能

性の立証を改めて強調した。さらに、過重な業務が精神疾患につながる

場合、被用者が使用者に個人的な脆弱性を知らせる必要性があることを
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Barber 事件で Scott 卿が断定していたことを指摘し、「…被用者が彼自身

の問題を申告しない限り、使用者はいかにして、特別な措置を講ずる必

要性の有無を考慮できようか」と述べている。以上のように、Scott Baker

控訴院裁判官は、使用者の法的責任が過度に拡大されないよう限定的な

解釈を強調することで Hatton ガイダンスが将来的に損なわれないよう考

慮している。したがって、労働者救済の視点からは Hatton ガイダンスは

後退的に機能していたと解される。

（2）「内密」と「予見可能性」の評価

前掲 Hartman 事件控訴院判決の結論は、予見可能性テストを厳格に適

用した Hatton ガイダンスに最終的には忠実であったが、他方で Hatton

ガイダンス⑪に対して問題提起をしたことに留意しておく必要がある。

すなわち、内密のカウンセリング・サービスの提供が使用者の安全注意

義務の免責の抗弁となることは以前から指摘されていたが、２つの不確

定要素が根強く残っていた。第一に、「内密の」という側面を、予見可能

性判断との関連でどう捉えるべきかという問題である。仮に、ストレス

を感じている労働者がカウンセラーに相談はしたが当該事実を職場に知

られるのを拒んだ場合、カウンセラーは企業組織の一部とみなし、労働

者の抱える精神的健康の問題に使用者は気付いていたことを意味するの

だろうか。第二に、カウンセリング・サービスを有している事実自体が、

使用者の予見可能性を推認する方向へ作用するのではないかという問題

である。この点、控訴院は、カウンセリング・サービスを受けたことで

得られた情報は、あくまで「内密の」医学的情報であるとして、使用者

に伝えられなかった情報は考慮されないとの立場を示している。さらに、

被用者が過重労働について単に苦情を訴え、仕事の期限が被用者を悩ま

せる原因となったというだけでは不十分であると判示した。控訴院は、

職務遂行に対する被用者の適性を継続的に立証するために事前対策を講

じる義務は使用者にはないとするが、貴族院判決 Barber 事件では、被用
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者の一人が脆弱性を有しているという明白な兆候を、使用者は無視でき

ないと判示していた。明白な兆候とは、Walker 卿の「少なくとも、使用

者は、被用者が長期欠勤から復職した後、同情的な質問をしたり、復職

しやすいように業務量を減らすなどしたりしてイニシアティブをとるべ

きであった」との見解から、ストレスに起因する不調から休職や欠勤と

いう事実がある場合には、予見可能性が推認されやすいと解される。

Hartman 事件では、X が勤務先企業の提供するカウンセリング・サー

ビスを拒否した事実は、X に不利に働かなかったものの、控訴院が、使

用者がカウンセリングや治療サービスを含む内密の助言サービスを有し

ている場合に、同サービスを労働者に照会したという事実は、精神疾患

を使用者が現実に予見していたとの結論をただちに導くことは適切では

ないとする立場にあることが窺われる。すなわち、カウンセリング・サー

ビスの提供は、現実に使用者が労働者の精神疾患を予見していたとして

も、安全注意義務は免責されることを意味していた。

以上のように、Hartman 事件でも、予見可能性が重大な要素として強

調され、コモン・ローの不法行為責任を使用者に追及するにあたり、予

見可能性テストは絶対的なものであることが改めて確認された。次に、

予見可能性の具体的内容について、裁判例を素材にさらに見ていく。

２　予見可能性の具体的内容

（1）精神疾患の既往歴の不申告

精神疾患の既往歴に関する労働者の健康情報は、きわめてセンシティ

ブな情報であり、プライバシーの不申告によって使用者の予見可能性が

否定された事案に Bonser 事件
（49）

がある。同事件は、前の職場で同僚被用者

から不動産購入の詐欺に遭い、うつ病を発症し５か月間休職していた労

働者が、深刻な月経前ストレスを抱え、エストロゲン補充療法の治療を

受けながら、恒常的に長時間労働をした結果、過重労働から持病を悪化

させた事案である。高等法院は、業務量が増加した時点において、プロ
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ジェクトに設定された期限のプレッシャーに対処できる見込みのなかっ

た労働者は他にもいたと判断し、使用者の予見可能性を認めたが、控訴

院は、私生活上の事情を重視して高等法院の同判断を破棄し、使用者の

予見可能性を否定した。Ward 卿が Hatton ガイダンスは「ハードルが高

い」と述べたように、既往歴や精神的健康に関する情報の不申告（Hatton

ガイダンスの２および５に該当）から、使用者の予見可能性を導き出すこ

とは非常に困難であろう。

また、家庭医（GP）から業務過多と診断され、抗うつ薬を服用してい

たことを、同僚被用者２人が気付いていた2007年の Sayers 事件
（50）

では、当

該医療情報を労働者が意図的に秘匿していたために、使用者の予見可能

性が否定された。しかし、精神的健康に関する情報はきわめてセンシティ

ブな性質を有していることから、本件と同様の状況は、雇用関係におい

ては通常よく起こり得ることである。労働者が故意に隠していた内容に

対してまで使用者に積極的配慮を求めることは、公平性の観点から、使

用者に過度な負担を強いることになるとの見解には、一応の合理性があ

ると解される。とりわけ、精神疾患発症のリスクに対する明白性判断の

場面では、「上級管理職に伝わっていないが、被用者によって内密に保持

された情報として扱われた個人の知識は、〔使用者の〕知識とはなりえな

い」と解され、同事件でも、特定の労働者のメンタルヘルス情報の知識

について、同僚の知識を使用者のそれと同一視することはできないとさ

れた。もっとも、当該労働者の不調について、同僚から上司へ報告があっ

た場合は、この限りではないと思われる。

（2）カウンセリング・サービスの利用可能性

さらに、情緒不安定な様子であった被用者に対する対応が不適切であっ

たとして、使用者の予見可能性を認めた Intel事件
（51）

で、高等法院のGoldring

裁判官は、労働者が自分に求められる職務上の要求に対応できず、机で

泣いている場面をマネージャーが目撃し、かつ、長文のメールで問題の
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詳細について報告を受けていたにもかかわらず、職員は増員されず、地

位改善も図られなかった事実を挙げ、X はカウンセリング・サービスを

利用することが可能であったとする被告の主張を退け、「カウンセリン

グ・サービスの提供は、リスク改善に何もなしえず」、同サービスの提供

は、「使用者の義務の十分な免責事由にならない」と判示した。

（3）労働者本人からの申告

過重な業務量および長時間労働に対する苦情が、精神的傷害の使用者

への十分な警告となり得るかについて、Hatton ガイダンスは、使用者は、

被用者が通常のプレッシャーに耐えられると推定することが可能であり、

精神疾患の可能性の明白な徴候がない限り、使用者は法的責任を負わな

い。すなわち、単なる苦情の申告だけでは、使用者の合理的予見可能性

を立証するには不十分であった。ところが、Hone 事件
（52）

において、「申告」

の解釈に展開がみられた。すなわち、同事件で、使用者の予見可能性を

肯定する根拠として控訴院は、①「X の労働時間がきわめて長時間」で

あり、②「疲労の蓄積」についても「苦情を訴えていた」こと、③「職

務上の支援が得られないまま勤務を継続していた」こと、④長時間労働

に対して非金銭的な見返りが X に与えられていたことを認識していたこ

と、⑤「良好な勤務経歴」があったことを挙げている。本件で Cooke 裁

判官が指摘したように、Hatton ガイダンスは、使用者の予見可能性判断

に対する一般基準であり、多くのストレス関連訴訟が失敗に終わってい

る原因は、労働者に利用可能な明確なガイダンスが欠如しているからで

あろう。しかし、本件のように、差し迫った健康への危険の兆候がない

場合であっても、長時間労働や職務上の支援の欠如等の具体的かつ客観

的な事実から予見可能性を推認する裁判例が登場し始めていることは、

コモン・ロー上のネグリジェンスの解釈に展開可能性のあることを示し

ているといえる。
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３　使用者による手続き上の瑕疵

また、労働者の作業関連ストレスに対する予見可能性があったと判断

されながら、これを予防するために個別的な支援システムを追加導入し

たことが、合理的な措置を講じる義務を履行したとされた例がある（Vahidi

事件
（53）

）。同事件は、うつ病により休職していた教師が復職する際に、学校

は特別な支援システムを導入したにもかかわらず、うつ病が再発した事

案で、控訴院は、使用者の予見可能性を認めた上で、学校側が X のため

に追加的にサポートメカニズムを導入したことを理由に、学校側の義務

違反を否定した。Hatton ガイダンス11は、カウンセリング・サービスの

提供が使用者にとって重要な抗弁であったが、本件は単なるそれの反映

ではなく、前掲 Intel 事件で、カウンセリング・サービスの提供は、それ

だけで使用者が安全注意義務を履行したことにはならないと判示された

が、それとの差異は、個別具体的な対応の有無であろう。精神的なリス

クを実際に事実として認識していなければ、特別な措置を講じることも

ないだろうから、個別の対応は、それだけで使用者の予見可能性を認め

る材料となるが、同時に義務履行の免責事由にもなりうると解される。

他方、使用者が懲戒手続き等の雇用の内部手続きの遂行の態様が不適

切であったことと精神疾患発症の因果関係が争われた Deadman 事件
（54）

で

は、使用者には合理的予見可能性はないと結論づけられたが、手続の態

様次第では、使用者の責任が認められる可能性のあることが示された点

は有益である。また、人種差別が原因で精神疾患に罹患したが、その苦

情処理が遅延したために当該疾患が悪化したことにつき、感情侵害に対

する損害賠償を認めた事案がある（Reid 事件
（55）

）。

第３節　小　括

本章では、ストレス性作業関連疾患に対する使用者の法的責任として、

主にネグリジェンス法理にもとづく民事責任を追及した裁判例の動向を

検討した。作業関連ストレスに対する使用者の責任は、当初、身体的傷
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害に対する注意義務の精神的傷害への拡大の可否という議論から始まっ

た。その後、作業関連ストレスに起因する使用者の安全注意義務違反が

Walker 事件で初めて認められ、さらに、Hatton 事件で、判断基準となる

ガイダンスが示された。しかし、その内容は、労働者保護の観点からは

かけ離れていた。もっとも、Hatton ガイダンスにおいて、使用者の完全

な抗弁の機能を果たしていた「カウンセリング・サービスの提供」は、

提供だけでは義務の履行にならないとする裁判例が現れており、若干の

修正は加えられつつあった。また、Walker 事件では、被用者自身の申告
（苦情）は軽視され、使用者の予見可能性にほとんど影響を及ぼさなかっ

たが、労働者本人からの申告情報は、Hone 事件等において、少しずつ考

慮されるようになってきたと評価できよう。Hatton ガイダンスは依然と

して権威ある基準として機能しており、労働者側には、立証上の困難が

依然としてあるが、使用者の「過失」解釈には今後さらなる発展可能性

がある。しかし、ネグリジェンス法理に基づく損害賠償としての使用者の

責任は、メンタルヘルス不調によって労働市場の外に追いやられてしまっ

た労働者の救済のあり方としては、不十分であるといわざるをえない。
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第２章　ストレス性作業関連疾患に対する使用者の責任

第１節　ハラスメント防止法（PHA）と作業関連ストレス

職場のいじめ、いわゆるブリング（bullying）やハラスメントは、緊密

な人間関係の中、仕事と関連して加害行為が行われることが多い。ハラ

スメントにより精神的に追い詰められた被害労働者は、時として精神疾

患を発症し、いまやストレス性作業関連疾患の主要な原因の一つである。

そこで、本節では、いじめやハラスメントに焦点を当て、作業関連スト

レスに対する使用者の責任を検討する。

１　ハラスメントとコモン・ロー上の使用者の責任

ハラスメント防止法が制定される以前は、民事法上、ハラスメントを

規制する制定法は存在しなかったため、その救済はコモン・ロー上の迷

惑行為、いわゆるニューサンス法理
（56）

（nuisance）やネグリジェンス法理に

よって行われていた
（57）

。しかし、ニューサンスは、主として、財産権への

侵害行為を念頭に置いていたため、同法理からハラスメントの不法行為

を導くには限界があり、判例も同法理の拡大適用に対して問題視する立

場を示していた
（58）

。もっとも、ネグリジェンス法理から職場におけるブリ

ング・ハラスメントに対する使用者への責任訴追は有効であり、予見可

能性の判断基準は、①上司や人事担当者が、ハラスメント行為を原告が

受けていること、および、②ハラスメント行為が原告の精神疾患を引き
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起こしたことについて使用者は知っているか合理的に知るべきであった

か、③精神疾患を回避するための措置を講じることが合理的注意義務の

観点から可能であったかである
（59）

。同判断基準の立証責任は、原則として

労働者が負うことになるが、ブリングやハラスメントが原因となってい

る場合、明らかな加害行為・攻撃の意思があるのが通常であるため、過

重労働等に起因する使用者の不法行為法上の責任追及の事案と比べると、

立証上の困難さの程度はいくらか縮減されるように思える。しかし、ブ

リングに起因する精神疾患・精神障害の使用者の予見可能性を判断する

場面において、審判所ないし裁判所が、被用者の脆弱性を考慮しないと

は考えにくく、そうすると、労働者の救済範囲は縮減され、使用者の注

意義務違反を認める余地は制限的にならざるをえない。

２　1997年ハラスメント防止法（Protection from Harassment Act 1997）

（1）ハラスメント防止法の制定の意義

ハラスメントに対するコモン・ロー上の責任の明確化は必要不可欠で

あるが、コモン・ローの一般原則のみに基づいて、職場のハラスメント

に対して迅速な救済や防止を行うには不十分である。そのため、新たな

立法が要請されるのはいわば当然である。イギリスでは、1997年３月に

ハラスメント防止法が制定され、同法は、雇用関係におけるブリングや

ハラスメントについても適用され解決できるようになった。

（2）ブリングとハラスメント ― 各概念の位置づけ

まず、職場におけるいじめ、すなわちブリングとハラスメントの各概

念の関係について確認しておく。2010年平等法は、ハラスメントを「望

まれない行為（unwanted conduct）」と定義するが、ハラスメント防止法

は、ハラスメント概念を明示的に定義することを避けており、「合理的な

人間（reasonable person）」が、ハラスメントと考えるものをハラスメント

と規定する（１条２項）。他方、ブリングの定義は、イギリス労働組合会
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議（Trades Union Congress, TUC）が、「上司や同僚からの不公正な取扱い

で孤立させられること」と定義している。両概念の位置関係は、ブリン

グをハラスメントの一類型として位置付ける見解と、意識的に峻別せず

に両者を並立させる見解とがあり
（60）

、論者によって表記の仕方に差異がみ

られる。本稿では、原典に即した訳語を原則とするが、職場におけるい

じめをブリング、広義の概念として他者への身体的または精神的侵害に

ついて、適宜ハラスメントの用語を用いている。

（3）ハラスメント防止法と使用者の責任

ハラスメント防止法第１条１項は、「何人も〔以下のような〕一連の行

為（course of conduct）をしてはならない。（a）他人へのハラスメントにあ

たるものであって、（b）他人へのハラスメントにあたると知っている、

又は知るべき行為」と規定し、２項では、「合理的な人間（reasonable 

person）が、その一連の行為は他人へのハラスメントにあたる…と認識

する場合、加害行為者は、その一連の行為がハラスメントにあたる…と

認識すべきであったとする」とし、「ハラスメント」判断につき、合理的

通常人の基準を採用している。そして、３条１項は、１条違反の「ハラ

スメント」行為は不法行為として民事救済の対象になることを定め、２

項では損害賠償請求、３項から５項は差止命令について規定する。差止

命令に反した場合、同条６項と９項により刑事罰の対象となる
（61）

。

すでに述べたとおり、同法は、「ハラスメント」概念について、明確な

定義規定を置いていないが
（62）

、「他人を不安にさせたり（alarming）、苦痛
（distress）の原因となるもの」をハラスメントに含み（７条２項）、「一連

の行為」は、「２回以上の行為がなければなら」ず（同条３項（a））、「『行

為（conduct）』は言論を含む」（同条４項）。他方、判例は、控訴院判決

Thomas 事件
（63）

において、「…（a） ある者を標的にし、（b） 意図的に不安に

させ、悩ませ、（c） 非道で不当な…行為でなければならない」と定義さ

れており、上記規定や判例によって、ある程度はハラスメント概念の外
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縁が明らかにされたといえる
（64）

。ハラスメント防止法の制定によって、ネ

グリジェンスにもとづいて訴えを提起する際に大きな障壁となっていた

予見可能性の立証は不要となった。また、同法で補償されうる被害は、

コモン・ローの範囲より広く、単なる「不安」でさえ被害の性質を持ち

うる（同法３条２項）。しかし、職場において、同僚や上司にブリングを

受けた場合、使用者がいかなる責任を負うか、同法は規定していなかっ

たため、雇用関係におけるブリングに対する使用者の責任追及の在り方

については、制定時には不明瞭であった。

（4）ハラスメント該当性と使用者の代位責任（vicarious liability
（65）

）

ブリングに対する使用者の法的責任を追及する際、裁判所は、ブリン

グという広い概念が曖昧に使用されることに警鐘を鳴らしていた。その

ため、2003年の Barlow 事件
（66）

にように、上司に罵倒され、懲戒処分をほの

めかす脅迫文書を大量に送られる等、きわめて悪質な事案であっても（な

おかつ使用者へブリングを訴えていた）、ブリング該当性は否定され、きわ

めて抑制的な判断がなされ、使用者の代位責任が、コモン・ロー上の不

法行為を超えて問われることはなかった。

しかし、この議論は、2006年の貴族院判決 Majrowski 事件
（67）

において転

換期を迎えた。同事件は、国立保健サービス（NHS）の臨床検査技師で

あった労働者が、同性愛者であることを理由に上司からブリングを受け

たと主張して、ハラスメント防止法第１条および第３条の違反を訴えた

事案である。第一審は、使用者の代位責任を否定したが、控訴院が代位

責任を認め第一審に差し戻したため、NHS が貴族院に上訴した
（68）

。貴族院

は、NHS の上訴を棄却し、「ハラスメント防止法には、新たな制定法上

の不法行為がある」として、全員一致で使用者の代位責任を認めた。さ

らに、「使用者の法的責任は、雇用過程における使用者の行為に限定され

ない。使用者の法的責任はさらに拡張され、雇用過程においてなされた

被用者の不当な行為に対しても〔使用者は〕責任を負」い、「被用者に対
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する同僚被用者による不当な行為〔の責任〕は使用者に帰属する」。同判

決において、Nicholls 卿は、ハラスメントの定義を、「人の尊厳を傷つけ

る望ましくない行為」であるとして、EU 指令
（69）

との共通性を強調した。

このように、同事件は、①ハラスメント防止法は雇用関係に適用され、

②職場のブリングに対して使用者は代位責任を負うという２点を明確に

示した。本件では、職場のハラスメントをめぐる訴訟増加への懸念に対

して、Nicholls 卿は、使用者の代位責任を除外することは、「細事にこだ

わり大事を逸する」として、NHS の「使用者、保険業者や司法行政に重

い責任を負わせるのは、完全に不当である」との主張を退けた。仮に安

易な責任追及（いわゆる濫訴）のおそれがあるとしても、そのことが被害

労働者に対する権利保護の要請が否定される理由にはならず、ブリング

行為の該当性判断はあくまで裁判所に委ねられることとなる。この点、

Nicholls 卿は、「同法第２条に規定する刑事責任を基礎づける規範の性格

を有する行為」と述べており、ブリング・ハラスメント行為の該当性判

断にかかる重要な議論提供がなされたといえよう。

３　射程の制限
（ i ）  Majrowski 事件判決が使用者のブリングに対する代位責任を認めて

以降、高等法院 Green 事件判決
（70）

でも、ブリングの成立要件は、「原告が

『高圧的で（oppressive）容認しがたい（unacceptable）』出来事に少なくと

も２回以上受けたことを示すこと」とする解釈が示され、ブリングに対

する救済の射程はいったんは広がったかにみえた。同判決は、「当該行為

が、『ブリング』という言葉が通常意味する範囲内に含まれるか」が重要

であるとするが、ブリングの形態は多様であり、個別的にみれば重大性

が小さくても、「累積的効果（cumulative effect）」、すなわち、一連の行為

が、ブリングが通常意味する程度に達し、かつ相当期間行われる場合に

はブリング該当性を肯定する判断基準を示した。
（ii）  また、2008年の Conn 事件

（71）

は、舗装工として職務に従事していた労
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働者が現場監督 A から、少なくとも５回の虐待や脅迫があったと訴えた

事案である。具体的には、仕事を早く切り上げて帰った同僚の密告を原

告と同僚２人が拒んだ際に、A が「作業場の窓ガラスを割って」脅した

行為や、「ぶん殴るぞ」という言動等が同法の定めるハラスメント等に該

当するかが争われた。Gage 控訴院裁判官は、前掲 Majrowski 事件の

Nicholls 卿の判断枠組みを示した上で、「原告を殴り脅迫した行為は（ハ

ラスメントを構成し得るほど十分に高圧的で容認しがたい行為だったが）、１

度きりであった」し、また、もう一つの出来事、すなわち、A が大声で

叫びながら窓ガラスを割った行為は、刑事責任を基礎づけるほど十分に

深刻であったとはいえないため、行為の深刻性の境界を超える２つの出

来事を要求する「一連の行為」には該当しないと判示して、州議会の上

訴を認めるとともに原告の主張を棄却した。控訴院は、A が窓ガラスを

割った行為は、人に向けられたものではなく、ハラスメントに該当しな

いと判断したが、ハラスメント防止法が、７条２項で、「他人を不安にさ

せたり、苦痛の原因となるもの」を含むと規定していること、および同

条３項（a）が、「一連の行為」を求める趣旨が、個々の出来事について

は、必ずしも高い違法性は求められないと解されることとの整合性の観

点からは、A の行為がハラスメントに該当する余地がある。また、A の

怒りは原告を含めた３人に向けられていたことを理由に、ハラスメント

該当性を否定したが、そのことが、原告がターゲットにされていないこ

との根拠となるかは疑問が残る。前掲 Thomas 事件は、ハラスメントを

「…（a） ある者を標的にした…行為」と説示しているが、こうした文言

から、ただちにターゲットが一人に限定されるとする根拠を導くのには

無理があり、むしろ、ハラスメント行為のターゲットが複数ある場合は

十分想定されよう。上記の厳格な判断は、「どこの世界に、上司が怒りに

我を忘れるたびに、この種の（ハラスメント）訴訟を起こすことのできる

世界があろうか」という控訴院の認識から推察されるように、ハラスメ

ント防止法が雇用の場面で濫用されることへの懸念がみてとれる。
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（iii） ところが、2009年の Veakins 事件
（72）

控訴院判決では、上司のハラスメ

ントに対する使用者の代位責任について、ハラスメント該当性を否定し

た一審の判決から一転してハラスメント該当性を認めている。一審は、

ハラスメント行為が被害者に与える影響が決定的で、「民事責任だけでな

く刑事責任を基礎づける規範の性格を有する行為」を要するとした前掲

Conn 事件貴族院判決を根拠に、「すべての経験が X の観点から見れば、

不愉快で心を乱されるものであったが、1997年法の文言からハラスメン

トを構成するとはいえない」と判示した。

しかし、同事件は控訴院に上訴され、Kay 控訴院裁判官によると、

「Majrowski 事件以来、裁判所は、主張された行為が、口汚く（unattractive）

不相当で（unreasonable）遺憾な行為とは対照的な、「高圧的で容認し難

い」行為か否かを考慮することを要求されてきた。重要な争点は、同法

が刑事責任を基礎づける規範としての性格を有することに留意しつつ、

申立てられた行為が高圧的で容認し難い行為かを判断することである」。

そして、当該行為の悪質性を立証するために、目撃証言の再考を要請し、

「加害者による見せしめ（victimisation）や自信喪失（demoralisation）は、

健康な女性（usually robust woman）を臨床的にうつ病の状態に追い込むこ

とは、…日常生活における軽い冷やかしやからかいの範疇を超えた、『高

圧的で容認し難い』行為である」と判示した。

Waller 控訴院裁判官は、ストレス性作業関連疾患をめぐる一連の訴訟

について、「Hatton 事件以来、被用者が職場のストレスに対してネグリ

ジェンス法理にもとづいて訴訟を成功させるのはより困難になった」と

述べ、「議会が PHA を通過させた際に、想定していたのはストーキング

類似の事案であり、その適用場面として雇用関係を念頭に置いていたか

は疑わしい」けれども、「同法は職場のハラスメントを除外する文言は

な」く、「作業関連ストレスに対してハラスメントの責任を使用者が負う

ことを不公平であると考えるべきではない」として、ハラスメント防止

法の労働関係への適用を明確に認めた上で、被用者による同僚被用者へ
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のハラスメント行為に対する使用者の代位責任が生じるのは、ハラスメ

ント行為の程度が著しく悪質な「特別な場合」に限られるとの見解を示

した。

第２節　障害者差別禁止法
（73）

と作業関連ストレス

前節では、対人関係に由来するストレス性作業関連疾患の主要な原因

の一つである職場におけるハラスメントをめぐる労働紛争について取り

あげた。本節では、作業関連ストレスによって発症した精神疾患・精神

障害を理由とする不利益取り扱いを障害差別とした救済アプローチの可

能性と動向を検討する。

１　障害者差別禁止法の概要
（74）

イギリスの雇用分野における障害者立法は、1994年障害者（雇用）法
（Disabled Persons （Employment） Act）に端を発する。同法によって、20人

以上の労働者を雇用する使用者は、登録された障害者の全労働者の３％
（法定雇用率）以上を雇用することが義務付けられた。しかし、罰則を伴

わない割当雇用義務は、障害者の雇用促進に大きな成果をほとんど挙げ

られず
（75）

、1995年に障害者差別禁止法（Disability Discrimination Act：以下

「DDA」という）の成立に伴い、同法は廃止された。DDA は制定以降、改

正を繰り返した後
（76）

、2010年平等法に統合された。

平等法は障害の定義を、「身体的又は精神的機能を有し、その機能障害

が…通常の日常生活活動を行う能力に長期間にわたり相当な悪影響を及

ぼす場合」と規定する（６条）。この定義は、DDA のそれをほぼ踏襲し

ている。また、DDA では、「通常の日常生活活動（normal day-to-day）」に

実質的な悪影響を及ぼす機能障害として、（a） 移動、（b） 手指機能、（c） 

身体的協応性、（d） 排泄、（e） 持ち上げ、運ぶ能力、又はその他日常生活

物資を移動させる能力、（f） 言語、聴力、又は視力、（g） 記憶力、又は集

中し、学習しもしくは理解する能力、（h） 身体的危険を受ける可能性に
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ついての知覚力が列挙され
（77）

、これら８つの能力のうち、１つ以上の能力

に実質的な不利益のあることが要件とされた。精神的機能障害によって

影響を受けうる能力の多くは、運動障害（mobility）、記憶・集中・学習・

理解に関する能力、身体的危険への認識であるとされるが
（78）

、上記要件は、

ストレス性作業関連疾患の救済を困難にさせるおそれがあった。たとえ

ば、2003年の Hancock 事件
（79）

では、混合性不安抑うつ障害（大うつ病 + 全

般性不安）と診断された教師の障害者該当性が争われ、同教師は、上記

障害のために外出することができず、かつ、学校の生徒たちと関わるこ

とに強い不安を感じていた。そのため、教師の職務遂行上には、「実質的

な悪影響」があったが、上記法定能力のいずれにも該当しなかったため

に DDA 上の障害者該当性は否定された。上記「能力一覧」は平等法で

は削除され、機能障害を理由に不利益な扱いを受けながら法的救済を受

けられなかった潜在的障害者が一定程度カバーされることになったと評

価できる。このように、DDA および平等法において「実質的」とは、「そ

の影響は軽微ではない」という意味と解されている。

また、DDA は、過去に同法１条に定める定義の要件を満たしたことの

ある者（再発、反復がない者を含む）に関しても同法の規定が適用される

が
（80）

、同法の機能障害については、以下の説明が加えられた。まず、「長期
（long-term）」とは、少なくとも12か月継続するか

（81）

、〔12か月継続する〕見

込みがあるか
（82）

、またはそれがその者にとって終生にわたる影響を受ける

ものとして継続する見込みがあること
（83）

が必要である。また、再発の可能

性がある場合は、当該悪影響は継続しているものとして扱われる
（84）

。

２　差別禁止法におけるストレス性作業関連疾患

（1）ストレスに起因する精神的機能障害

メンタルヘルス不調を含む精神的機能障害が、法定の障害概念を満た

すには、身体的機能障害にはない「臨床的に広く知られた（clinically well-

recognised）」という要件を満たさなければならないとされていた。この診
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断基準（diagnostic threshold）は、法が保護する適用対象者から症状の変

動が大きく、軽度である精神疾患に罹患した原告を除外することを意図

したものであったが
（85）

、上記要件は、両当事者にとって不明瞭であるだけ

でなく、専門家によって医学的知見が異なることは珍しくない
（86）

。そのた

め、抑うつ症状を伴う精神的損傷を有する被用者にとって、彼らが法定

の障害者であることを証明する際に障壁となっており、「臨床的に広く知

られて」いない精神的不調者が、不利に処遇されないために十分な機能

を果たしていたとはいえなかった。そこで、同要件は、2005年の改正で

削除され、精神的損傷は、法律上、身体的損傷と同等の地位が保障され

ることになった
（87）

。この改正によって、DDA で救済される適用対象者の範

囲が拡大され、より多くの被用者が、DDA 上の障害の定義を一応は満た

すことができるようになった
（88）

。

しかし、少なくとも、メンタルヘルス領域の障害者該当性判断に対し

て、審判所および裁判所の懐疑的な立場が、2005年の改正前後で大きく

変化したようには思われない。2002年の Morgan 事件
（89）

で、雇用上訴審判

所は、「『不安』、『ストレス』、また『抑うつ』等の用語は、医師によって

時折使用される」が、そうした医師の記述のみでは、「附則１に定義され

た長期的な影響のある精神的損傷に苦しんでいた証拠どころか…DDA の

範囲内の精神的損傷の証拠にならない」と判示し、原告の DDA 第1条の

障害者該当性を否定し、原告の上訴を棄却した。同判決では、世界保健

機構の国際疾病分類第10版（ICD-10
（90）

）または、アメリカ精神医学会（APA）

の精神障害の診断と統計マニュアル（DSM-Ⅳ
（91）

）に基づく「不安」、「スト

レス」、「抑うつ」等の診断のみでは、障害者該当性を肯定するには不十

分とされた。また、上司から何年にもわたってブリングやハラスメント

を受けていた労働者が、記憶障害や睡眠障害、フラッシュバック、電話

恐怖等のストレス性疾患を発症した2006年の Beales 事件
（92）

でも、「抑うつ」、

「ストレス」等の疾患性を否定し、「臨床的に認められる数多くの疾患を

カバーする包括条項（umbrella terms）である」として、上記 Morgan 事件
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と同じ立場を示した。症状が変動しやすい精神的不調に対して、いかに

法との整合性をとるかが、この領域における審判所および裁判所の支配

的課題であった。

（2）障害の再発

症状が変動しやすいという精神的機能障害の特性は、再発に関連する

議論に発展した。すなわち、再発の「見込み」の有無を判断するための

考慮期間をいかに設定するかという問題である。リーディング・ケース

として初期に依拠されていたのは、Bwllfa 事件
（93）

である。同事件では、実

際に起きた事実について、使用者が知っている場合に、何が起こり得た

かを考慮する必要はないとの見解を示していた。また、上訴審レベルで

は、1999年の Greenwood 事件
（94）

がある。同事件は、うつ病を理由とする欠

勤のため出勤日数が少ないという理由で昇進を拒否された労働者が、そ

の後、まもなくうつ病を再発し退職した事案である。争点となったのは、

昇進拒否の時点におけるうつ病再発の見込みの有無である。すなわち、

昇進拒否から審理までの間に再発した事実を考慮しうるかについて、雇

用上訴審判所の Peter 判事は、７月時点におけるうつ病の再発可能性を

判断する際に、８月に生じた実際の再発事実を審判所が軽視したのは誤

りであるとして、審判所の「昇進拒否の時点で再発の可能性はなかった」

とする決定を破棄した。そして、再発可能性判断にあたっては、「障害の

定義に関する問題を判断するにあたって考慮すべき事項に関する指針」
（以下、「指針」という）の B8

（95）

を根拠に、実際の再発を含む差別行為前後

の事実を合わせ考慮しなければならないと判示した。このように、初期

の裁判例は、障害者該当性の判断の場面ではきわめて限定的な立場を採

りながら、再発の場面では、労働者保護に重点を置いた判断をしている

ように思われる。
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（3）「見込みがある」（is likely）の解釈
（ i ） ところが、雇用上訴審判所は、上記再発の「見込み」の解釈に対し

て、次第に、前掲 Greenwood 事件および指針の判断と反対の解釈をとる

ようになった。2002年の Latchman 事件
（96）

は、６か月の試用期間中に精神

疾患を発症した労働者が、本採用を拒否された事案であるが、雇用審判

所は、精神科医が提出した「解雇当時…発症リスクは50％」であるとし

て再発可能性を否定した証拠を採用し、障害者該当性を否定した。雇用

上訴審判所も審判所の結論を是認し、原告のうつ病が解雇後も継続して

いた事実を審判所は考慮すべきであったという原告の主張に対し、うつ

病の症状は軽度で実質的な悪影響はなかったことを理由に原告の上訴を

棄却した。

Lindsay 判事は、「制定法が『見込みがある』（is likely）と現在時制に

なっているのは、考慮されるべきことが、差別行為時点において起こる

と思われた事実であって、後から（現実に）生じた事実ではないことを

意味している」と説示した。そして、「使用者が、障害が12か月継続する

見込みのある労働者を解雇する場合、12か月経過前に症状の改善が見ら

れても解雇が撤回されることはない。同様に、行為時に障害者でないと

認定された労働者が、その後予期せずして状態が悪化しても、遡って認

定が覆ることはない」と述べ、指針 B8は法との整合性がとれておらず、

従うべきではないとして、前掲 Greenwood 事件との見解の相違を明確に

した。

また、2004年の Swift 事件
（97）

で、Richardson 判事は、「再発の見込み」の

具体的内容は、「疾患それ自体」ではなく、「実質的な悪影響」であると

述べ、「実際の再発を含む事後に生じた出来事は、（指針に従って）考慮さ

れうるが、…必ずしも決定的ではない」とした。この傍論は、2006年の

Crossingham 事件
（98）

に引き継がれ、2007年の Spence 事件
（99）

でも、Elias 判事

が、「差別行為時の想定に反して生じた事実上の出来事を無視することは

現実には困難であるが、だからといって、当該出来事を考慮すべきでな
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く、指針 B8は誤りである」との見解を示した。

以上のように物議をかもした指針 B8は2006年に修正され、「…事後も

同様に」という文言が削除された
（100）

。Elias 判事は、改正前の形式について

指針は誤っており、Greenwood 事件は誤って判決され、また指針は

Latchman 事件判決を反映するために改正されたのは「疑いがない」と述

べた。
（ii）  さらに、持続性妄想性障害の既往歴を有していた労働者に対し、本

採用の条件として「申し分のないクリアランス（健康診断証明書）」の提

供を求め、上記既往歴を理由に本採用を拒否した Mcdougall 事件
（101）

では、

雇用上訴審判所が Greenwood 事件を適用し、Bwllfa 原則を適用した

Curwen 事件
（102）

および Golden Victory 事件
（103）

を引用したのに対し、控訴院は、

「審判所が判断した再発可能性の評価は、申立書に記載された差別行為の

認定時に、可用性ある証拠に基づいて排他的に判断されなければならず」、

したがって、現実に起きた再発を含む事後の出来事を考慮することはで

きないと判示した。そして「指針 B8は、1995年法の真の構造と矛盾し、

…誤りであるから従うべきではない」として全員一致で大学の上訴を認

めた。

以上のように、再発の考慮期間をめぐる上訴審判所の議論は、一応の

解決をみたかに思われる。しかし、控訴院の見解が依然として不在であ

る現段階においては、DDA 第２部第２条の「見込みがある」の文言に対

する適切な理論構成についての、権威ある基準が確立されている
（104）

とはい

いがたい。

３　メンタルヘルスと使用者の調整義務

（1）障害者該当性と調整措置

調整義務を講じる義務を構成する３つの要件について、平等法は、「規

定、基準または慣行（provision, criterion or practice）」（20条３項）、「身体的

特徴（physical feature）」（４項）、補助的支援（auxiliary aid）の不提供を挙
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げ、これらが「障害者でない者と比較して実質的に不利な立場に置く場

合」には、合理的措置を講じる義務が生じ、同義務の不履行は差別を構

成する（21条）。使用者は、当該被用者が障害者であり、実質的な不利益

があることを知っている、または知っていることを合理的に期待される

場合に限り、調整義務を負う（平等法附則8第20条２項）。たとえば、被用

者の病気休職が長期にわたっている場合は、使用者に対する十分な警告

になりうる。こうした場合、大企業を中心に採られる一般的な対応は、

産業保健サービスへの問い合わせである。使用者が、労働者の障害者該

当性を判断する際に、産業医や委託した外部の医療機関等の見解を考慮

すべきことは当然であるが
（105）

、それへの過度な依拠に対して疑義も提示さ

れている。2013年の Gallop 事件
（106）

は、造園技能士として雇用されていた労

働者が、ストレスから不眠や食欲不振、吐き気、頭痛、眼精疲労等を訴

えたところ、使用者は X が悲観的で集中力の低下もあったので、「スト

レスに関連する症状」と判断した。しかし、使用者の産業保健アドバイ

ザーが DDA は適用されないと結論づけたので労働者が解雇され、不公

正解雇と障害差別を理由に訴えた事案である。

控訴院は、①「産業保健アドバイザーの報告書は、X が DDA を『適用

されない』理由を示さず、関連法規を参照してもいないため、その決定

には信憑性がない」、②「使用者は、被用者が障害者ではないという上記

決定を「形式的に承認す」べきではなく、③「被用者が障害者であるか

否かは独自に判断しなければならない」、さらに、「医療従事者の支援を

求める際、使用者は被用者が関連法規に該当する障害者であるかについ

て、独自に判断できるよう、特定の状況に合わせて個別的かつ実用的な

質問をすべきである」と判示して原審に差し戻した。控訴院は、被用者

の障害者該当性の判断において、使用者自身が有する被用者に関する知

識や情報に基づいて独自に判断すべきことを強調した。
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（2）復職の促進

精神的不調によって休職していた労働者の復職を促進する際に、障壁

となる問題の一つに、複雑な職場環境が挙げられる。たとえば、2011年

の Foster 事件
（107）

は、上司のブリングによって精神疾患を発症した労働者に

対し配置転換を行わなかったことが、合理的調整義務違反と認定された

事案である。原告の申し立てた上司のブリングは、社内の苦情手続きで

認められず、そのために、配置転換等が認められなかったのであるが、

最終的に２年以上にわたる休職と雇用関係の喪失という結果をもたらし

た。審判所は、「X が復職の意思表示をし、かつ GP が X の復職を妨げる

医学的障壁はないと診断した…段階で X の配置換え手続きを履行してい

れば」、X の復職可能性はあったと認定し、雇用上訴審判所も Collinswood

事件判決
（108）

を引用して審判所の判断を是認した。本件は、作業関連ストレ

スにより職務遂行に支障をきたした労働者に対して別のポストを使用者

は用意すべきかが考慮され、かつ、職場のブリングが精神障害発症の契

機となった事案である。被用者間の個人的な人間関係の軋轢がメンタル

ヘルス問題と結びつく例は、珍しくない。苦情・懲戒手続きを適切に機

能させることは、労働者の復職の促進と合理的調整措置の義務内容とな

りうる。

（3）復職経過措置

他方、上記ブリングとの関連以外の労働者の復職場面における合理的

調整の義務内容については、語調が変わる。復職を促進するために使用

者が講じうる一般的な措置は、労働時間の短縮や軽易作業等に従事させ

る段階的な復職経過措置や対話や助言を通じて指導・支援するメンター

制度の導入が考えられるが、上記措置が合理的調整義務の内容になるか

については、審判所および裁判所の解釈は限定的である。

2011年の Spires 事件
（109）

は、ストレス性疾患のため半年間の休職を経て、

一度は復職したが、過重労働および職責の境界が曖昧であったことが同
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疾患の発症に寄与したという申立てが適切に処理されず、復職の11か月

後に辞職した事案である。雇用上訴審判所は、原告の再配置措置を考慮

すべき合理的調整義務を認めた雇用審判所の判断は、結果に基づく合理

的調整の必要性を重視したとして否定し、個人が復職することを保障する

潜在的な措置は、合理的調整義務の内容にならないとする立場を示した。

しかし、裁判例を遡ると、当初は、復職にかかる措置は使用者の合理

的調整義務の内容に含まれるとの立場が優位であった。リーディング・

ケースである2003年の Cambridge 事件
（110）

は、NHS 職員である原告が、５か

月間の病気休職から復職し、当初は１日２時間の短時間勤務から開始し

ていたが、産業医から「勤務時間を１日３時間に増加しても問題はない

が、全快するにはもう12か月が必要だろう」との助言を受けた NHS か

ら、合理的期間内にフルタイム勤務に戻ることができなければ、懲戒手

続きに則って解雇せざるを得ないと通告された事案である。審判所は、

X は NHS から DDA 上の不利な処遇を受け、また NHS には合理的な調

整をすべき使用者の義務の不履行があったと判示した。雇用上訴審判所

も審判所の判断を是認し、DDA ６条１項に規定する合理的調整義務は、

X が不利益を受けないための措置に対するアセスメントを含み、NHS は

その実施を怠ったと判示した。

以上のような、復職措置に対する見解をめぐる形勢の転換は、2006年

の Tarbuck 事件
（111）

にみられる。雇用上訴審判所は、Cambridge 事件判決に

従うのを拒否し、合理的調整義務の範囲を、調整にかかる相談（consulta-

tions）や評価（assessment）にまで拡張することを認めなかった。さらに、

Johnson 事件
（112）

で、Underhill 裁判官は、「Cambridge 事件判決および Tarbuck

事件判決の決定のいずれかを自由に選ぶことができる」と前置きした上

で、Tarbuck 事件の立場を踏襲した。

復職経過措置が合理的調整義務の内容に含まれないことを明示した

Smith 事件
（113）

は、メンタルヘルスの事案ではないが、慢性疲労症候群で長

期療養休暇を取得していた労働者に対する便宜措置として、週に数時間



九大法学111号（2015年）　　　（45）42

程度の段階的な復職措置を採り、かつ、その間の雇用契約は保護された

まま職歴を中断させる（career break）ことを使用者が提案したのに対し、

労働者が拒否したため解雇された事案である。雇用上訴審判所は、「合理

的調整は、障害者がその職にとどまったり、復職したりするのを許容す

ることを目的としなければならず、協議、審理、調査等は、合理的調整

として適切なものではない。また、被用者にリハビリテーションを施そ

うとする使用者の措置は、労働者に対しフルタイム勤務を要請するもの

であるため、労働者の職務遂行上の障壁を取り除こうとする合理的調整

とはいえない」と判示した。

たしかに、合理的調整は、障害があることを前提に、労働者の有する

障害の特性に合わせて労働環境ないし労働条件を調整することであり、

他方、復職経過措置は障害がないことを前提とする労働環境・労働条件

に、労働者が適応できるようサポートする措置であり、従来の制度概念

からすると両者はまったく性格の異なるものである。上記のような職歴

の中断は、回復のために必要な時間を与えるという点で、猶予を与える

ものではあるが、当人の実質的な不利益を緩和する効果をもたらすもの

ではないからである。しかし、法定の再発条項（平等法附則１の２条２項、

附則２の５条２項）や既往歴条項（平等法附則１の９条１項）に照らすと、

障害の症状は固定したものに限らない。復職経過にかかる措置を合理的

調整義務の内容から除外するのは、従来の伝統的な障害概念に依拠して

いるように解される。合理的調整を特定の期間における就労上の障壁に

対する調整と捉えると、復職経過時の一時的な調整も含まれると弾力的

に考えるのがむしろ適切であり、上記のような裁判例の見解には疑問が

残る。

第３節　小　括

第２章では、ハラスメント防止法および障害（者）差別禁止法を素材

にストレス性作業関連疾患に対する救済アプローチを検証した。その最
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大の利点は、予見可能性の立証が不要になったことである。また、コモ

ン・ローからのアプローチの場合、その法的効果は、民事損害賠償とい

う事後的な金銭的救済に限られていたが、ストレスに起因して発症した

精神疾患・精神障害を差別禁止立法に定める保護特性として、こうした

精神障害等を理由とする不利益処遇を、障害差別および合理的調整義務

違反であるとする手法は有効であるように思われる。労働者のメンタル

ヘルスをめぐる課題の一つは、いかにして労働者の雇用参加を高めるか

である。使用者の負うべき合理的調整義務の解釈ついて、司法判断はや

や錯綜しており、その範囲を画する明確な分岐点を裁判例から導くこと

は困難である。しかし、少なくとも使用者に対して調整措置を求める上

記動向は、最終的には使用者に従来の雇用慣行の見直しを迫り、より包

摂的な職場環境の構築を要請することとなろう。
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第３章　政策的展開

第１節　「福祉から就労へ（welfare to work）」政策と使用者の介入

１　「福祉から就労へ」政策とメンタルヘルスとの関連

「福祉から就労へ」プログラムは、イギリスにおいて、新労働党の社会

保障改革が1997年以来、一貫して推進してきた中心的な有給の就労政策

を指す
（114）

。同理念は、「労働年齢の人々に対し、労働能力のある場合は、そ

の就労を支援し促進する
（115）

」ことによって、社会保障給付受給者を受動的

な地位から、積極的な社会の担い手となるよう促すことに主眼を置いて

おり、「障害者に対するニューディール」（New Deal for Disabled People）と

して、種々の就労支援が推進されている。特に、社会参加（social inclusion）

の主要な方法である「就労」は、ニューレーバーの政策には不可欠であ

り、就労支援策の一例に、障害就労手当（Disability Working Allowance；

DWA
（116）

）や障害者差別禁止立法がある。労働者のメンタルヘルスをめぐる

問題は、労働者個人の視点からは、差別および雇用市場からの排除、使

用者の視点からは、労働者が病気休職する主要な原因であり、人事管理

上の問題に発展し、さらに、公共政策課題の視点からいえば、長期にわ

たる就労不能給付（incapacity welfare benefits）の受給者の増加に歯止めを

かける対策の要請がある
（117）

。そのため、「福祉から就労へ」政策は、一般的

には社会保障政策の理念であるが、同時に、障害者の雇用促進は労働法

および社会保障法の交錯領域であるため、労働者の精神的健康の保護に

も重要な関連性がある。

２　作業関連ストレスの公法的規制

現在、イギリスにおいて、労働者の精神的不調への対策として、行政

の取り組みが重要な役割を果たしている。その主要な行政施策の一つに

MSA（Management Standards Approach：作業関連ストレス対策）がある
（118）

。
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MSA は、ストレス管理基準（Management Standards）と呼ばれる基準を用

いて、使用者に職場のストレスに対する責務を果たさせることを目的に、

HSE が策定した作業関連ストレスのリスクアセスメントである。MSA の

実施それ自体は、法的義務ではないが、労安衛法は職業性リスクのアセ

スメントとリスク管理措置（予防）を義務づけている。MSA の実施によ

り、同義務が監督行政上履行されているとして扱われるため、使用者の

MSA を導入する誘導措置として機能している。

第２節　イギリスの行政施策

１　ストレス管理基準の概要
（119）

MSA を導入する使用者は、その準備として、事前に計画を立て、組織

の整備をしておくことが必要とされ、上級管理者、ラインマネージャー

と労働者の関与を確保し、また、プロジェクトを立ち上げ、そのグルー

プが職務を監督することも必要である。このグループには、一般的に、

上級管理者、ライン管理者、安全衛生管理者、労働組合の代表者・安全

衛生業務代表者、人事部代表者や産業保健部門代表者が含まれる。MS

を用いた職場のストレス管理の実施の手順は、５つのステップがモデル

として示されており、継続的改善が図られている。すなわち、①リスク

の特定 ― 適切に管理されなければ被用者の健康に否定的な影響を及ぼ

し得る６つの領域についての理解の促進、②被災労働者の特定 ― 関連

データの収集、③リスクの評価 ― 問題の調査および解決策の考案、④

調査結果の記録 ― 行動計画の策定と実施、⑤モニタリングと再検討
― 行動計画の有効性の評価、である。なお、①の６つの領域は、1）仕

事の要求度、2）個人の裁量度、3）職場の支援、4）対人関係、5）組織

内での役割、6）組織上の変更であり、②の関連データには、たとえば、

アンケート調査や病気欠勤データ、被用者の離職率、退職者への聞き取

り調査、産業医への照会数、被用者からの情報などが、これに含まれる
（120）

。

また、イギリスでは、ストレスチェックの標準的な調査票があり、35
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の質問項目から成っている。質問のカテゴリーは、上記６つのストレス

に影響する要注意の領域に対応して、仕事の要求度、量的負担に係る領

域で８問、仕事のコントロールの領域で６問、上司の支援の領域で５問、

同僚の支援の領域で４問、職場の人間関係の領域で４問、役割の明確さ

の領域で５問、変化への対応など、組織変更等がある場合に労働者に対

する十分な周知および労働者の意見の反映の有無に関する領域で３問で

ある。最後の２つの領域は、日本の職業性ストレス簡易調査票にはない

カテゴリーである。

２　職務に内在する要求と到達すべき段階

MS それ自体は、精神的危険に関する一つのパッケージであり、６つ

の精神的リスクファクターである MS は、同じ構成で一般に共有されて

いる。また、MSA は、５段階のステップを継続して実施することを前提

としているため、上記で示した通常の５段階のリスクアセスメントに対

して段階的に修正を加えている。たとえば、心理的要素と社会的要素の

相互作用としての精神的危険を明確に定義したり、MSA の結果示された

良い実例を定義する等である
（121）

。職務上の要求度にかかる精神的リスクファ

クターの MS と関連して、達成すべき段階（States To Be Achieved；STBA）

は、次のとおり示されている。「職務上の要求度にかかる MS は、まず基

準（standards）について、「被用者は、自分が職務上の要求に対処できな

いことを示し」、それによって「すべての個人的な関心に応えるための労

働システムが局地的に導入される」とする。また、達成すべき段階（STBA）

は、「〔雇用主は〕同意された労働時間に対して、達成可能で適切な要求

を被用者に提供」し、「被用者の職務遂行能力は、当人が携わる職務上の

要求に適合して」おり、「労働環境に対する被用者の懸念に対策がとられ

ている」状態であるとする
（122）

」。
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３　一次介入
（123）

に重点を置く MSA

イギリス労働安全衛生法は（HSWA）は、第２条１項において、「雇用

者たる者はすべて、合理的に実行可能な限り、その被用者の就労上の安

全衛生及び厚生水準を確保する義務を負う
（124）

」と一般条項を規定し、この

具体化として安全衛生マネジメント規則によってリスクアセスメントの

実施が義務づけられている（同規則３条）。MSA は、厳格に実施すべき規

範的手続きというより、リスクアセスメントを実施するための枠組みを

予定したものであり、職場でリスクアセスメントを実施するにあたって、

使用者は、必ずしも MSA を利用する必要はない。MSA では、労使など

異なるグループの対話が、作業関連ストレスの原因の特定にアプローチ

するものとして、重大な要素となる。MSA は、ある労働者を、個々に担

当する職務の専門家として位置づけており、「特定の労働者グループの抱

える問題を理解しようとする使用者は、その職務に従事する労働者自身

に直接尋ねなければならない
（125）

」。MSA は、作業関連ストレスの原因に根

源から取り組もうとするものであり、労働者が作業関連ストレスにさら

されるのを未然に防ぐことを目的とする一次介入である。これに対し、

早期発見、早期治療を目的とする二次介入や職場復帰と再発防止に力点

を置く三次介入は、ストレスの原因に取り組むのではなく、労働者に発

生した被害を癒すことに焦点を合わせており、近時の日本の行政指針で

も採り入れられている
（126）

。一次介入は、精神疾患の予防にとどまらず、職

場環境の改善を含むので、介入の幅があり、使用者がなすべき対策の範

囲も広くなる。また、労使対話や協議において、労働者側がどこまで発

言や申告ができるか、労働者のプライバシーをいかに保護するか等の論

点があり、実際、MSA の効果はナショナルレベルでは、成果が十分に認

められていないとされているが
（127）

、イギリスがより積極的かつ包括的な職

場環境の改善へと取組みをシフトさせようとしている動向が窺われ、そ

の成果を今後注目していく必要がある
（128）

。
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４　ブリングへの応用

ストレス性作業関連疾患は、①業務の量的、質的過重性、および②対

人関係に由来する場合とがあり、HSE が推奨する MSA は、主として①

に対処するものと考えられるが、ブリングやハラスメントにも適用可能

である。欧州委員会によって2010年に公表された職場におけるハラスメ

ントやバイオレンスに関するガイダンス
（129）

は、「ハラスメントは、仕事に関

連する状況において、一人あるいはそれ以上の労働者あるいはマネー

ジャーが、繰り返しかつ故意に嫌がらせをしたり、脅したり、屈辱を与

えたりするときに生じる」と述べている。欧州委員会の上記定義は、ブ

リングの定義として判例で早期に提示されていた構成要素を包含してい

る。職場内のブリングをもたらす原因は、社会的な企業文化、集団力学、

対人関係、個人の性格等多様である
（130）

。もっとも、ブリング・ハラスメン

トとストレスの相関関係を理解するのは、一般的に容易であるが、その

因果関係の方向性、すなわち、過度のプレッシャーがブリング・ハラス

メント等の不適切な行動を引き起こすのか、あるいは、ブリング・ハラ

スメントがストレスを引き起こすのかについては不明瞭（どちらの場合も

起こり得る）である。これは職場のブリング・ハラスメントに対する訴え

に際して、根底にある原因の特定に伴う課題の一つでもある。

不適切な嫌がらせ行為の原因が、コミュニケーション欠如によるとこ

ろは大きく
（131）

、ブリングが日常化した職場では、不適切な行為に対して批

判的な意識が乏しくなりがちで、そうすると、形式的な苦情手続きのみ

では、同状況を改善し職場環境を回復させることは困難である。ブリン

グに対する公式の苦情手続きを利用した結果、一方当事者ないし両当事

者が当該企業を辞職することになれば、企業にも損失である。ブリング

やハラスメントは容認されないことを組織全体で労働者に強く認識させ

る職場管理システムが要請される。さらに、ブリングに早急に対処する

ためには、ブリングを受けたと考える被用者が、安心して利用できる公

式および非公式の苦情手続きを職場に導入する必要がある。このように、
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HSE の MSA やそれと同様の効果をもつアプローチは、職場の心理的リ

スクに対する戦略として、ブリングやハラスメントに対しても効果が期

待でき、予防的視点からも職場環境の管理と改善の実現に効果的な措置

である。
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す」（David Palferman, op. cit. at 125.）

総　括

１　イギリスにおける議論展開

本稿では、ストレス性作業関連疾患に対する使用者の法的責任が、イ

ギリスでどのように展開されてきたかを、コモン・ロー、制定法、政策

的展開の三局面から検討し、以下の特徴が明らかとなった。

第一に、コモン・ロー上の不法行為責任とその限界である。同疾患に

対する使用者の不法行為責任は、ネグリジェンス法理を契機に確立し、

さらに裁判動向を子細に観察すると、初期の裁判例では、予見可能性テ

ストを厳格に適用して使用者のネグリジェンスを否定する傾向が強かっ

たが、次第に、長時間労働の実態やその（非金銭的）報酬の有無等、客観

的な事実関係にもとづいて予見可能性を推認すべき旨を述べた判決が現
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れ始めた。判例上、ネグリジェンス法理の修正がみられる点は、使用者

責任論の展開として注目に値する。しかし、コモン・ローの責任論の基

本原則は、ネグリジェンスの法理であるから、ケース・バイ・ケースで

修正がなされても、結局は抑制的な判断とならざるをえず、労働者の救

済としては満足できるものではなかった。

第二に、コモン・ローの責任原則の限界を補完する新たな立法がなさ

れ、制定法が責任論に新たな展開をもたらしたことである。本稿では、

差別禁止立法およびハラスメント防止法に焦点をあてて考察を行った。

両法の利点は、予見可能性の立証を必要としない権利救済が可能になり、

かつ、救済手続きも審判所への申立てが可能となったことである。そし

て、作業関連ストレスの結果生じた精神疾患・精神障害に着目して、差

別禁止を根拠に合理的調整を求める手法は、一定の有効性が認められ、

最近では障害差別アプローチを採る裁判例も現れている。このような傾

向は、コモン・ローの賠償による救済の限界を克服するために、労働者

の企業内包摂への可能性を内包する障害差別に対する合理的調整アプロー

チへ発展する方向への展開である。さらに、予防という観点から行政に

よる救済アプローチが加わり、労働者の精神的健康の保護について私法・

公法の両面から取り組もうとする動向が見られた。

２　本稿の問題設定と障害差別アプローチの融合への模索
（ i ）本稿の問題設定　　本稿の検討課題と問題意識は、序章第１節５で

提示したように、「労働者の精神的健康の保持増進のためには、使用者の

帰責性にとらわれない問題の解決が必要であり、単なる責任追及だけで

なく労働者の企業内への包摂こそが必要なのではないか」というもので

あった。すなわち、ストレス性作業関連疾患への対応が伝統的な使用者

への責任追及にとどまれば、真の問題解決にはならない。精神疾患に罹

患した労働者を企業外に排除（典型的には休職や退職、解雇など）するの

ではなく、可能な限り企業内に包摂（たとえば、治療をしながら労働に従
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事する、いわば療養と労働の両立）させる方向性を目指すことが必要であ

る。労働者を包摂すべき使用者の責任は、労働契約上の健康配慮義務の

内容に含めうるのであり、使用者の労働者に対する責任の一態様と位置

づけることができる。以下では、本稿の結びとして、かかる仮説に対し

て、イギリスの動向がどのような示唆を与えうるか指摘しておきたい。
（ii）  イギリス法からの有効な示唆　　イギリスにおいて、ストレス性作

業関連疾患に対する救済として、現在、有効に機能していると解される

のは、メンタルヘルスに問題を生じた労働者を正面から精神障害者とし

て位置付け、使用者の合理的調整義務の適用対象とする障害差別アプロー

チ（第２章第２節）および行政による一次予防に重点を置いたアプローチ
（第３章）である。前者は、障害を有する労働者が職場に適応できるよう

勤務上の調整を使用者に課すものであり、その目的は労働者の企業内包

摂であるから、その意味では、序章で提示した仮説に対して適合性があ

る。また、障害者に対する使用者の合理的調整義務の対象は、法の定め

る障害の定義に該当する者であるから、障害の原因が業務に起因するか

否かは問われない。私傷病も含め幅広く適用対象とする同アプローチは、

「使用者の帰責性にとらわれない問題の解決」の観点からも、有効な手法

の一つと評価できる。

次に、後者の行政的アプローチは、比較的軽度の精神疾患および発症

前の（通常の）労働者をカバーする。同アプローチは、精神的不調は誰

にも起こりうるから、「心の健康を維持しながら働くことができる」こと

を、基本的な労働条件と位置付けるべきとする立場である。この場合は、

精神疾患・精神障害を差別が許されない（特別な）保護特性として問題

解決を図る差別禁止アプローチより、むしろ、労使対話に重点を置いた

一次予防への取り組み（公法的アプローチ）を強化する方がより親和性が

ある。さらに、労働者のメンタルヘルス問題を障害差別として処理する

手法も、その差別事由は、結局のところ、作業関連ストレスに起因する

精神障害を理由とする不利益処遇であるから、同アプローチは作業関連
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ストレスの原因を予防する意味では、カバー範囲はさらに広がると解さ

れる。

以上のように、イギリスでは、労働者の精神的健康状態の程度と場面

に応じて政策および法理を使い分けている。すなわち、現存する精神疾

患・精神障害に対する賠償の場面から予防の場面までの各段階において、

公法・私法を駆使した多面的な救済手法である。包括的な職場改善を目

的とする一次予防に重点を置いた行政アプローチは、使用者の積極的関

与を要請するものであるため、軽度かつ短期の精神疾患を有する労働者

の企業内包摂には特に有効であり、かつ障害差別アプローチの限界を補

完するものであるといえよう。
（iii） 日本法の問題点と課題　　他方、現在の日本には、実効性のある障

害者雇用差別立法は存在せず、障害の定義も硬直的かつ混乱を招きかね

ない規定となっている。そこで、日本法の精神障害者概念を確認すると、

精神保健法は、「…その他の精神疾患を有する者」（５条）、障害者基本法

は、「身体障害、知的障害、精神障害（…）その他の心身の機能の障害
（…）がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又

は社会生活に相当の制限を受ける状態にあるものをいう」（２条１項）と

規定する。前者は、障害概念を医学モデルで理解するのに対し、後者は、

社会モデルの解釈を採っている。また、日本では、障害者手帳の交付を

受けた者が障害者であるとされ、画一的な基準によって障害者の範囲が

決定されている
（132）

。さらに、精神障害の場合、それ以外の障害と違い、精

神疾患の症状が固定していない治療・療養中の者に対しても「精神障害

者」の用語をあてる場合がある。したがって、精神障害は、障害と疾病

の二面性を有する一方で、精神疾患に罹患した者が必ずしも障害者に該

当するわけでもなく、比較的軽度で短期間の精神疾患であれば、精神障

害者に該当しない可能性が高い。定義が硬直的で混乱を招きかねないと

したのは、以上の理由からである。そして、雇用の現場で深刻な広がり

をみせている精神的不調者の多くは、法が予定する（障害者手帳の交付を
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受けうる）重度の精神障害者ばかりではないのである。この点、イギリ

スでも、ICD-10の「ストレス」や「抑うつ」等の医師による診断のみで

は、法定の障害者該当性が判例によって否定されていた（第２章第２節

Morgan 事件参照）が、2005年の改正以降は、身体的傷害と精神的傷害は

法的には同等の地位を得ている。

日本の場合、社会モデルによる障害概念は、法定の定義になっている

にもかかわらず、障害（特に精神障害の）概念に対する社会的理解・議論

は立ち遅れている。その結果、ターゲットが曖昧となり、政策と法理の

使い分けが機能していないと思われる。しかし、序章で示したとおり、

2014年の障害者権利条約批准とそれに向けてなされた国内法整備等に照

らすと、今後、日本でも障害概念に対する正しい認識を社会的に共有し、

同条約の要請に即した立法政策を推進していくことが求められる。障害

差別禁止アプローチおよび障害者（労働者）の社会的（企業内への）包摂

は、焦眉の急であり、日本の立法的整備と雇用管理の在り方にイギリス

の経験から示唆が得られると思われる。
（iv） まとめ　　労働者のメンタルヘルスをめぐる議論は、その対象とな

る精神的不調が精神「疾患」なのか精神「障害」なのかによって使用者

の採るべき対応が異なるうえ、両概念の捉え方次第で政策上の力点の置

き所も変わるところに、問題の中心があるように思う。日本が、これま

で業務上外の観点から傷病労働者に対する救済を図ってきた経緯に鑑み

ると、まずは、ターゲットの識別をしたうえで、統合的に企業内包摂の

課題に取り組むことが必要であろう。具体的には、障害・障害者概念の

見直しおよび各アプローチの射程をより精緻化した交通整理の検討が必

要となるが、残された課題は今後の研究課題としたい。

註
（132）   森戸＝水町・前掲註12、171頁（長谷川珠子執筆）。


