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2018.4.17 経営法友会月例会 

「LGBT（セクシュアル・マイノリティ）に関する企業の実務対応」研修レジメ 

 

【講師の先生ご紹介】 

（石橋達成先生） 

1993 年トヨタ自動車株式会社に入社。海外企画部勤務。1998 年に弁護士登録。顧問先企

業に対して使用者側労働法弁護士として法的助言，訴訟などを行う。2015 年から 2017

年まで司法研修所教官（刑事弁護）。第一東京弁護士会司法研究委員会 LGBT 部会部会長。

経営法曹会議会員。LGBT 支援法律家ネットワークメンバー。 

（永野靖先生） 

1983 年商工中金に入庫し、中小企業金融に携わった後、2000 年に弁護士登録。市民や中

小企業の法律問題に幅広く取り組む。LGBT からの相談も多く、経産省性同一性障害者職

場処遇訴訟、日本人同性パートナーを有する台湾人在留資格訴訟の代理人を務める。LGBT

支援法律家ネットワーク、同性婚人権救済申立弁護団メンバー。 

 

【企業が取り組むべき理由】 

使用者弁護士の立場から（石橋先生） 

法的リスクの自覚 

 パワーハラスメントの被害申告の顕著な増加 

 Cf セクシュアルハラスメント概念の常識化 

 → LGBT 問題・SOGI ハラ概念の浸透＋（企業の受入れ）＝SOGI ハラ問題の増加 

 → セクシュアリティの機微＝傷が深い 

多様な人材が活躍できる会社を目指す 

 経団連のダイバーシティ・インクルージョン社会の実現に向けて（2017.5．16） 

 人材獲得・リテンション 

 生産性向上など 

 

当事者側（労働者側）弁護士の立場から（永野先生） 

（スローガン的に言えば）「憲法１３条を職場で実現する」 

＊日本国憲法１３条 

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の

権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊

重を必要とする。」 

＊性的指向が同性愛であるにも関わらず異性愛のふりを強いられる職場、性自認が男

性（女性）であるにも関わらず男性（女性）として働くことができない職場は、性的
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指向や性自認という人格の核心が抑圧されている職場。 

＊性別、性的指向、性自認に関わらず、それぞれの従業員が「個人として尊重」され

る職場。それは、ＬＧＢＴのみならず、すべての従業員の個性や多様性が尊重される

職場。 

 

【ハラスメント】 

永野・山下法律事務所 

弁護士 永 野  靖 

１ 「ＳＯＧＩハラ」の具体例 

性的指向（sexual orientation）や性自認（gender identity）に関する差別的言動 

○ 同性愛やトランスジェンダーに対する侮蔑、「男らしさ」「女らしさ」の規範から

はずれていることに対する侮蔑 

（例）同僚の仕草がオネエっぽいと噂をして笑う 

いわゆる女性的な言葉づかいや物腰の男性職員を「ホモだ」と嘲笑する。 

「あの人、なかなか結婚しないけど、もしかしてこっち（手の甲を頬にあてて）

じゃないの？」と噂する。 

「あの人、男、女？ どっちかわからないね」と性別を詮索する。 

「あいつホモなんだって？ 俺、襲われちゃう」と（おしりを隠しながら）ふ

ざけて笑う。 

男性職員どおしが仲良くしていると「お前たちホモじゃねえの」と茶化して笑

う。 

○ 直接的に同性愛を侮蔑している言動ではないが、職員の性のあり方は多様であって

性的指向は異性愛のみとは限らないにも関わらず、相手やその場にいる職員の性的指

向は異性愛であるという前提で語られている言動 

（例）男性の部下や同僚を誘って風俗に行く。 

男性職員に対して「どんな女性がタイプ」「彼女いないの」としつこくきく。 

女性職員に対して「どんな男性がタイプ」「彼氏いないの」としつこくきく。 

男性職員の宴会で「女の話」でもりあがる。 

○ 職員のライフスタイルは多様であってシングルとして生きるという選択をする人

もいるにも関わらず、結婚すべきであるという規範を押しつける言動 

（例）上司が部下に「まだ独身なのか」「結婚して身を固めてこそ一人前だ」「出産

経験のない女性はいつまでも成長しない」等と説教する。 
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２ 「ＳＯＧＩハラ」の法的問題点 

（１）民事上の法的責任 

・当該発言者が人格権侵害として損害賠償義務（民法７０９条）。事業主も使用者責

任（民法７１５条）を問われる可能性。 

・ハラスメントの横行を放置していれば職場環境配慮義務違反（労働契約法５条参照）

によって使用者が責任を問われる可能性。 

（２）雇用機会均等法上の法的義務 

第１１条 

第１項 事業主は、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、又は当該性的

な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者

からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管

理上必要な措置を講じなければならない。 

第２項 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、そ

の適切かつ有効な実施を図るために必要な指針（次項において「指針」とい

う。）を定めるものとする。 

「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措

置についての指針」（平成 18 年厚生労働省告示第 615 号）（最終改正：平成 28 年

８月２日厚生労働省告示第 314 号） 

○ 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容 

職場におけるセクシュアルハラスメントには、職場において行われる性的な言

動に対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

るもの(以下「対価型セクシュアルハラスメント」という。)と、当該性的な言動

により労働者の就業環境が害されるもの(以下「環境型セクシュアルハラスメン

ト」という。)がある。なお、職場におけるセクシュアルハラスメントには、同

性に対するものも含まれるものである。また、被害を受けた者（以下「被害者」

という。）の性的指向又は性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセ

クシュアルハラスメントも、本指針の対象となるものである。 

○ 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき

措置の内容 

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

・相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 
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・職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 

・プライバシー保護 

・不利益取り扱いの禁止 

 

３ アウティング 

＊本人の同意無く、その性的指向や性自認を開示すること。 

・いじめや嫌がらせにあったり、好奇の目にさらされる等、多大なリスク。 

・自己決定の主体としての地位を簒奪されたことの損傷感、喪失感（志田陽子「ＬＧ

ＢＴと自立・平等・尊厳」法学セミナー2017 年 10 月号・61 頁） 

＊人事部内の情報共有についても本人の意思確認の必要。 

 

【トランスジェンダー】 

東京経済綜合法律事務所 

弁護士 石 橋 達 成 

１ トランスジェンダーとは（概説） 

２ トランスジェンダーが企業・職場でぶつかる問題 

 （１） 採用 

 （２） 配転 

 （３） 服装 

 （４） 施設利用（トイレ，更衣室，寮） 

３ 各論 

 （１） 採用 

     ・ 履歴書・エントリーシートへの性別の記入 

        これをそもそも求めるのかどうか。職務上どうしても必要なケースを除けば，不要な情

報であるケースが多いであろう。それでよいか? 

     ・ 身体的性別と異なる性の申告は経歴詐称か？ 

         採用の自由（三菱樹脂事件最高裁判決） 

           例外としての男女差別（均等法５条） 

           経歴詐称とは，本来的に業務遂行能力に合理的な関連を有する事項 

           【判例の多くは実害の発生を求めない点に注意】 

           内定取消しはどうか。 

           トランスジェンダーであること，またはそれを秘匿したことを理由とする不採用・内

定取消しは違法無効であろう。もっとも総合判断としての採用については法律問題と

しにくい。 

     ・ 公正な採用の基本（厚生労働省H２９年版） 

         LGBT等性的マイノリティを排除しないことを明示。 

           コラムを設けている。 
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     ・ 横浜地判昭和４９年６月１９日判決 

         労働局におけるあっせん事例で援用された判決例。FtMが男と記載，入社日に解雇。 

           在日朝鮮人が就職にあたり履歴書等の氏名欄に日本名を，本籍欄に日本の出生地を記

載した。経歴詐称であるとして解雇。 

           解雇無効。慰謝料。（理由中で，経歴詐称の該当を認めつつ，在日朝鮮人のおかれて

きた歴史的・現在の状況に照らして同情しうるとし，企業内に留めておけないほどの

不信義性があるとは言えないとした。） 

 

 （２） 配置転換【SOGI 全般の問題でありトランスに限らない。】 

     配転法理（業務上の必要性・他の不当な動機，目的） 

     業務上の必要性とは？ 

      労働者の適正配置，業務の能率増進，労働者の能力開発，勤労意欲の高揚，業務運営の円滑

化（東亜ペイント事件） 

     フォビアを理由とするなら他の不当な動機であることは間違いない。 

       → しかし，労働者の適正配置，業務運営の円滑化については，マイナス要因での業務上

の必要性も肯定されている。（客先クレームの発生による担当外し，営業から事務へ

の配転など） 

       → しかし，SOGI を理由とすることは許されない。 

       → このバランスをどう考えるか。 

       → 職場の理解の重要性 

     著しい職業上又は私生活上の不利益の有無 

       ホルモン治療その他の支障 

       フォビアのある国への転勤 

 

  （３） 服装 

     ・ S社事件（仮処分）- 末尾資料参照 

          性同一性障害との診断を受け、ホルモン療法により身体的にも女性化が進んでいた、

生物学的には男性の従業員が、女性の服装で出勤したことを理由に、懲戒解雇されたと

いう事案 

          決定内容: 解雇は権利濫用にあたり無効 

          理由：「債務者の取引先や顧客が債権者に抱き又は抱くおそれのある違和感及び嫌悪感

については，債務者の業務遂行上著しい支障を来すおそれがあるとまで認める

に足りる的確な疎明はない。のみならず，債務者は，債権者に対し，本件申出

を受けた1月22日からこれを承認しないと回答した2月14日までの間に，本件申

出について何らかの対応をし，また，この回答をした際にその具体的理由を説

明しようとしたとは認められない上，その後の経緯に照らすと，債権者の性同

一性障害に関する事情を理解し，本件申出に関する債権者の意向を反映しよう

とする姿勢を有していたとも認められない。そして，債務者において，債権者

の業務内容，就労環境等について，本件申出に基づき，債務者，債権者双方の

事情を踏まえた適切な配慮をした場合においても，なお，女性の容姿をした債

権者を就労させることが，債務者における企業秩序又は業務遂行において，著

しい支障を来すと認めるに足りる疎明はない。」 

 

     ・ そもそも何の問題か？  

           従業員には企業秩序維持の義務がある。 

             服務規律における服装規定（職場においては，所定の被服を着用し，業務遂行に

不都合な服装をしないこと。） 
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                          性的自認に沿った服装は「不都合な服装」か？ 

              

     ・ 合理的配慮義務 

           障害者雇用促進法36条の３「事業主は，障害者である労働者について，障害者

でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有

効な発揮の支障となっている事情を改善するため，（中略）特性に配慮した職務

の円滑に必要な施設の整備，援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなけ

ればならない。ただし，事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは，

この限りでない。」 

 

 （４） 施設利用（トイレ，更衣室，寮） 

     ・ 再び合理的配慮 

     ・ 服装とは別の考慮が必要ではある。 

     ・ だれでもトイレの設置でOKか？  

     ・ 職場の理解 

 

以上 
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資料-S 社決定（東京地裁平成１４年６月２０日決定） 

 

主文 

 

1  債務者は，債権者に対し，22万円及び平成14年6月から平成15年4月まで毎月25日限り月

額22万円を仮に支払え。 

2  債権者のその余の申立てを却下する。 

3  申立費用は債務者の負担とする。 

 

事実及び理由 

 

第1  申立て 

 1  債権者が債務者に対し，雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める。 

 2  債務者は債権者に対し，平成14年4月24日から本案判決確定に至るまで毎月25日限り月

額24万1000円，毎年7月10日に52万2600円，毎年12月10日に60万3000円を仮に支払え。 

第2  事案の概要 

  本件は，債権者が債務者からされた懲戒解雇が無効であるとして，地位保全及び賃金・賞与

の仮払を求めた事案である。 

 1  前提となる事実（疎明資料を掲げない事実は，争いがないか又は審尋の全趣旨により認

められる。） 

    (1)  当事者等 

    ア 債務者は，●を業とする株式会社である。 

    イ 債権者は，平成●年●●月●日，債務者に雇用され，本社に勤務した。所属は次のと

おりである（〈証拠略〉）。 

  （省略） 

    ウ 調査部は，●を行う部署であり，債権者は同課において●を担当していた。 

  製作部製作課は，●を行う部署であり，債権者は同課において●を担当するものとされてい

た。 

  （以上，〈証拠略〉） 

    (2)  ホームページへの記載 

    ア 本件記載1 

  債権者は，平成14年（以下，年の記載のないものは平成14年をいう。）1月15日から2月12
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日までの間，13回にわたり，就業時間等に債務者から貸与されたパソコンを使用して，自ら開

設したホームページに業務と関係のない私的な事項を記載した（〈証拠略〉）。 

    イ 本件記載2 

  債権者は，上記ホームページにおいて，平成13年12月26日に別紙2〈１〉，平成14年2月4日

に同〈２〉，2月12日に同〈３〉の各記載をした（以下，〈１〉につき「本件記載2〈１〉」とい

う。）（別紙2は省略）。 

  債務者の地図編集部は，「●」のキャラクターを生かした商品を企画しており，これを愛好

していた債権者に対し，同商品に関する感想を求めたことがあったところ，本件記載2〈１〉

は，この企画が公にされる前にされたものであった。同商品は4月に発売された。 

  （以上，〈証拠略〉） 

    (3)  配転命令に関する経緯 

    ア 1月21日，債務者は債権者に対し，製作部製作課への配置転換を内示した（〈証拠

略〉）。 

    イ 翌22日，債権者は債務者に対し，「自分を女性として認めてほしい，具体的には，

〈１〉女性の服装で勤務したい，〈２〉女性トイレを使用したい，〈３〉女性更衣室を使いたい

」旨を申し出た（以下「本件申出」という。）（〈証拠略〉）。 

    ウ 2月12日，債務者は債権者に対し，確認書により，〈１〉債務者が本件申出を承認

しなければ配置転換を拒否する旨，〈２〉配置転換には応じるが，その後の勤務において本件申

出を債務者が受け入れて欲しい旨のいずれかを回答するよう求めたところ，債権者は〈１〉を

選んだ（〈証拠略〉）。 

    エ 債権者は，2月13日から3月1日（金曜日）までの勤務日に出社しなかった。 

    オ 2月14日，債務者は債権者に対し，2月16日付けをもって製作部製作課勤務を命ず

との辞令（〈証拠略〉）（以下「本件配転命令」という。）及び本件申出を承認しない旨の通知書

（〈証拠略〉）をそれぞれ発し，各書面（写）は翌15日，債権者に到達した（〈証拠略〉）。 

    カ 2月16日，債権者は，上記各書面（写）を破棄したものに，「私の回答は同封のと

おりです 従ってしかるべき公的機関にこのすべての事実を告発いたします」と朱書したメモ

用紙（●のキャラクターが印刷されたもの）を添付し，宛名等を朱書した封筒に入れて，債務

者に返送した。 

  2月18日，債務者はこの封筒を受領した。 

  （以上，〈証拠略〉）。 

    キ 2月20日，債権者は債務者に対し，「会社の業務命令である辞令のコピーを破り，

総務部へ送付した行為を謝罪し 辞令に従うことをここに誓約いたします。」と記載した謝罪文
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を送付した（〈証拠略〉）。 

    ク 2月20日，債権者は債務者に対し，2月13日から22日までの間を有給休暇として申

請する旨の有給休暇届，及び2月25日から3月25日までの間を休職としたい旨の休職願を提出し

た。 

  これに対し，債務者は，2月22日付けの通知書により，上記有給休暇届が就業規則所定の手

続に違反するものであること，上記休職願が就業規則所定の休職の要件に該当しないから休職

を承認しないことを述べた上で，2月25日（月曜日）から出勤するよう命じるが，有給休暇届

を提出するのであれば，残日数の範囲で有給休暇を認める意向である旨連絡した。 

  債務者の個人別就業月報には，債権者について，2月13日から15日までの間につき「休」と

記載され，2月18日から3月1日までの勤務日につき有給休暇である旨記載されている。 

  （以上，〈証拠略〉） 

    (4)  本件服務命令に関する経緯 

    ア 3月4日（月曜日），債権者は，女性の服装，化粧等（以下「女性の容姿」という。

）をして出社し，配転先である製作部製作課において在席したが，しばらくして債務者から自

宅待機を命じられ，その後，就労しなかった（〈証拠略〉）。 

    イ 3月5日から8日までの各日，債務者は，女性の容姿をして出社してきた債権者に対

し，それぞれ下記のとおり記載された通知書を発し，自宅待機を命じた（〈証拠略〉。以下，下

記1，2の命令を「本件服務命令」という。）。 

  「就業規則57条（服務義務），58条（服務規定）に基づき下記事項を命じるとともに，自宅

待機を命じます。 

    記 

 1  女性風の服装またはアクセサリーを身につけたり，または女性風の化粧をしたりしない

こと。 

 2  明日は，服装を正し，始業時間前に出社すること。 

  なお，今後も貴殿が上記命令に従わない場合には，当社就業規則に基づき厳重なる処分をす

ることとなりますので，その旨付記します。」 

    ウ 3月8日，債務者は債権者に対し，債権者の一連の行為につき懲戒処分をすること

も検討しているとして，3月11日に弁明を聴取すると書面で通知し，同日弁明聴取が行われた

（〈証拠略〉）。 

    エ 3月12日，債権者は，当裁判所に対し，本件申立てを行い，本件服務命令違反を理

由とした懲戒処分の差止め等を求めた。 

    オ 債権者は，以後4月17日までの各勤務日において，女性の容姿をして出社したが，
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その都度，債務者から本件服務命令違反を理由に自宅待機を命じられ，その後，就労しなかっ

た（〈証拠略〉）。 

   (5) 本件解雇に関する経過 

     ア  4月17日，債務者は債権者に対し，聴聞手続をした後，懲戒解雇をする旨を告知

し（以下「本件解雇」という。），その後，懲戒解雇通知書を配達証明郵便及び普通郵便により

郵送した。 

  懲戒解雇通知書には，懲戒事由として，〈１〉本件配転命令に従わなかったこと，〈２〉本件

配転命令の辞令を破棄し，債務者に送り返したこと，〈３〉本件配転命令を受けたにもかかわら

ず，業務の引継を怠ったこと，〈４〉債務者から貸与されたパソコンを用いて，業務時間中に私

的に開設した自己のホームページに書き込みを繰り返し，また，同ホームページに上長又は同

僚を誹謗中傷する記事又は業務上の秘密を漏洩する記事を書き込んだこと，〈５〉業務命令（女

装で出勤しないこと等）に全く従わなかったことが記載されていた。 

  （以上，〈証拠略〉） 

     イ  4月19日，22日及び23日，債権者は債務者本社入口前において，本件解雇が不当

解雇である等として抗議した（〈証拠略〉）。 

     ウ  配達証明郵便により送付された懲戒解雇通知書は，4月18日，債権者に配達され

なかったため，4月25日まで郵便局で保管されたが，同日までに債権者から申出がなかったと

して，4月30日，債務者に返送された（〈証拠略〉）。 

  4月24日，債務者は本件仮処分申立ての疎明資料として懲戒解雇通知書を提出し，4月25日

，債権者代理人はこれを受領した。 

   (6) 関連規定 

     ア  債務者の就業規則は別紙1（省略）の規定を定めている（〈証拠略〉）。 

     イ  債務者の社内ネットワーク管理規程10条は，目的外使用の禁止として，イント

ラネットの利用は会社業務の遂行を支援するためであり，業務と無関係な目的での使用を禁止

すると定めている（〈証拠略〉）。 

   (7) 賃金等 

  債務者は債権者に対し，4月分の賃金（総支給額）として25万6390円（うち通勤手当3万4890

円）を支給した（〈証拠略〉）。 

  債務者における賃金は，当月15日締めで同月25日支払である。 

   (8) 債権者に関する事情 

     ア  債権者は，平成●年●月●日に結婚し，同年●●月●●日，妻との間に子どもをもう

けたが，平成●●年●●月●●日，妻との調停離婚が成立した（〈証拠略〉）。 
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     イ  債権者は，平成●●年●月●●日以降，●●に通院し，性同一性障害（性転換症）と

診断され，精神療法等の治療を受けている。 

  ●医師が作成した平成●●年●月●●日付け診断書には，要旨「債権者は，幼稚園の頃に性同一

性障害を発症したと推定される。その後，性自認の動揺があり，結婚して1児をもうけ，男性

に戻ろうとする努力はされたが，いずれも失敗している。30歳ころから転性願望が強まり，女

性としての性自認が確立しており，このことは1年間の観察期間を通して一貫し，今後も変化

することはないと思われる。職場以外においては女性装でのリアル・ライフ・イクスピアリア

ンスに入っている。改名の希望も恣意的なものではなく，今後の社会的適応のためには欠かせ

ないものと考えられる。」と記載されている。 

  （以上，〈証拠略〉） 

     ウ  債権者は，家庭裁判所の許可を受けて，平成13年7月2日，戸籍上の名を「●●」

から「●●」に変更した（〈証拠略〉）。 

 2  争点 

    (1)  本件解雇の効力（債務者主張の解雇事由の当否） 

    (2)  保全の必要性 

 3  当事者の主張 

  申立書，答弁書その他主張書面のとおりであり，これを引用する。 

  債務者が主張する本件解雇の理由の骨子は次のとおりである。 

    (1)  解雇事由〈１〉 

  債権者は，債務者に対し，1月22日，配転を内示した翌日に配転に応じる条件として本件申

出をし，2月12日，本件申出に応じなければ配転を拒否する意思を示し，よって本件配転命令

を拒否したものであり，これは，就業規則43条1項，56条，57条に違反し，懲戒解雇事由であ

る88条11号の「正当な理由なく配転（中略）を拒否したとき」に当たる。 

    (2)  解雇事由〈２〉 

  債権者は，2月18日，債務者から送付された本件配転命令の辞令及び本件申出に応じられな

いとの通知書を破棄し，債務者に送り返しており，これは，就業規則56条ないし58条に違反す

る非常識な行為である。 

    (3)  解雇事由〈３〉 

  債権者は，2月13日から3月1日まで出社せず，配転前後の各職場において引継業務をしてお

らず，これは，就業規則59条に違反し，86条3号に当たる。 

    (4)  解雇事由〈４〉 

    ア 債権者による本件記載1は，就業規則58条9号及び社内ネットワーク規程10条に違
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反し，86条5号に当たるものであり，就業時間中の行為については，さらに就業規則56条に違

反し，86条1号に当たるものである。 

    イ 債権者による本件記載2は，上長又は同僚を誹謗中傷するものであり，就業規則58

条11号に違反し，86条1号，87条4号に当たり，懲戒解雇事由である88条7号の「故意または重

大な過失により，会社に重大な損害を与え，または著しく会社の名誉及および信用を傷つけた

とき」に当たる。 

    ウ 債権者による本件記載2〈１〉は，債務者の業務上の秘密に属する●に関する企画

案の顛末を記載し，業務上の秘密を漏洩したものであり，就業規則58条12号に違反し，懲戒解

雇事由である88条5号の「業務上の秘密を会社外に漏らそうとしたとき」に当たる。 

    (5)  解雇事由〈５〉 

  債権者が，本件服務命令に全く従わず，女性の服装等をして出社し続けたた（ママ）ことは

，就業規則前文，3条，56条ないし58条（7号，15号，17号）に違反し，懲戒解雇事由である

88条9号の「会社の指示・命令に背き改悛せず」に当たり，また，同条13号の「その他就業規

則に定めたことに故意に違反し，あるいは前各号に準ずる行為のあったとき」に当たる。 

第3  当裁判所の判断 

 1  本件解雇の効力（争点(1)）について 

    (1)  解雇事由〈１〉について 

    ア 本件配転命令の当否 

  債務者が債権者に対し，1月21日，製作部製作課への配置転換を内示し，2月14日，この配

置転換を命じる本件配転命令を発したことは，前提となる事実(3)ア，オのとおりである。 

  疎明資料（〈証拠略〉）及び審尋の全趣旨によれば，債権者が在籍していた調査部において，

債務者の組織変更の一環として，調査業務を外注にし，債務者社員が外注者への管理業務に集

中することにより人員を削減する方針を立てたこと，他方，製作部において，増員が必要にな

った企画開発部開発編集課への異動により欠員1名が生じ，調査部からこの欠員を補充するこ

とになったこと，この補充者について，調査業務の外注により債権者が従事していた調査業務

をなくす方針であったこと，外注者への管理業務につき他に適任者がいたこと，債権者にとっ

て，製作部における印刷出版等に関する業務が，未経験であり，有益になるであろうこと等の

事情により，調査部員6名の中から債権者を選んだことが認められる。 

  これらの事実によれば，本件配転命令は，債務者における業務上の必要に基づき，合理的な

人選を経て行われたものであり，相当なものと認められる。 

  債権者は，本件配転命令が債権者に対する差別的な取扱いによるものである旨主張し，1月

21日，配転内示の際，債務者から，債権者の勤務態度等につき約3時間も注意され，製作部製
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作課でアルバイト的な仕事をしろ，男らしくしろ等と侮辱された旨陳述するが（〈証拠略〉），他

にこれを認めるに足りる的確な疎明はなく，これに反する疎明資料（〈証拠略〉）及び上記認定

事実に照らし，採用できない。 

    イ 懲戒解雇事由該当性 

  債権者が，1月22日，配転の内示を受けた翌日，債務者に対し，女性として就労することを

認めてほしい旨の本件申出をしたこと，2月12日，債務者から確認書を示された際，債務者が

本件申出を承認しなければ配置転換を拒否する旨を回答し，翌13日から3月1日まで出社しなか

ったこと，2月18日，債務者に対し，債務者から送付された本件配転命令の辞令（写）及び本

件申出を承認しないとの通知書（写）を破棄したものに，「私の回答は同封のとおりです 従っ

てしかるべき公的機関にこのすべての事実を告発いたします」と朱書で記載したメモ用紙（●

のキャラクターが印刷されたもの）を添付して，宛名等を朱書した封筒に入れて送ったことは

，前提となる事実(3)イないしカのとおりである。 

  また，疎明資料（〈証拠略〉）によれば，債権者が，ホームページにおいて，2月4日，債務

者の人事異動に関する実施方針を批判する旨の記載をし，2月12日，本件申出に対する債務者

の対応を非難する旨の記載をしたこと，出社しなかった2月13日から3月1日までの間，配転前

に在籍していた調査部及び配転先である製作部製作課において，引継業務に従事しなかったこ

とが認められる。 

  これらの事実によれば，債権者は，本件申出が受け入れられなかったことを主な理由として

，本件配転命令を拒否したものというべきである。 

  そして，債務者において，就業規則により社員に配置転換に従う義務を課しており，また，

2月1日から3月1日までの間に，組織変更等に伴い，10数名の配置転換が行われたこと（〈証拠

略〉），他方，債権者において，本件配転命令に一旦応じた上で，債務者に対し本件申出を受け

入れるように働きかけることも可能であったといえることを併せ考えると，債権者による本件

配転命令の拒否は，正当な理由が認められないものというべきである。 

  したがって，債権者は，懲戒解雇事由である就業規則88条11号の「正当な理由なく配転（

中略）を拒否したとき」に当たる。 

    ウ 懲戒解雇の相当性 

  しかし，債権者は債務者に対し，2月20日，本件配転命令の辞令（写）を破棄して送り返し

た行為につき謝罪し，同命令に従うことを誓約する旨を記載した謝罪文を送付しており（前提

となる事実(3)キ），また，債務者は，債権者の申出を受けて，3月1日までの数日間につき有給

休暇を認めており（同ク），債権者が同日まで出社しなかったこと自体は，懲戒解雇事由である

就業規則88条1号の「正当な理由なく，欠勤14日に及んだとき」に当たらないといえる上，債
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権者は，3月4日から本件懲戒解雇を受けた4月17日までの各出勤日において，債務者に出社し

，配転先である製作部製作課において在席している（同(4)ア）。 

  のみならず，債務者が債権者に対し，本件申出を受けた1月22日からこれを承認しないと回

答した2月14日までの間に，本件申出について何らかの対応をしたこと，上記回答をした際に

その具体的な理由を説明したことについては，いずれも認めるに足りる疎明がなく，債権者の

性同一性障害に関する事情（前提となる事実(8)，後記(4)ウ）に照らすと，債権者が，債務者の

このような対応について強い不満を持ち，本件配転命令を拒否するに至ったのもそれなりの理

由があるといえる。 

  以上を総合すると，債権者による本件配転命令の拒否が，懲戒解雇に相当するほど重大かつ

悪質な企業秩序違反であるということはできない。 

  したがって，解雇事由〈１〉は懲戒解雇の相当性を認めさせるものではない。 

    (2)  解雇事由〈２〉，〈３〉について 

  債権者が債務者に対し，送付された本件配転命令の辞令（写）等に関してした行為（前提と

なる事実(3)カ）は，本件配転命令に関する事情（前記(1)ア）に照らしても，就業規則により配

転命令に従う義務を負う従業員として著しく不適切な行為であり，かつ常識を欠いたものとい

える。 

  また，債権者が本件配転命令の辞令を受けてから3月1日までの間，配転前後の各部署にお

いて引継業務に従事しなかったことは，前記(1)イ認定のとおりであり，これは，就業規則59

条の事務引継の義務に違反し，かつ，上記各部署における業務遂行に支障を来したものと認め

られる（〈証拠略〉）。 

  そうすると，これらの行為は，就業規則87条4号の「勤務怠慢，素行不良または規則に違反

し，会社の規律，風紀秩序を乱したとき」に当たり得るものではある。 

  しかし，これらの行為は，いずれも本件配転命令の拒否に伴うものといえるところ，前記(1)

ウの認定判断に照らすと，懲戒解雇事由である就業規則88条2号の「前条に該当しながら情状

重いとき，または改悛の情のないとき」に当たるとはいえず，同条13号の「前各号に準ずる行

為があったとき」に当たるともいえず，仮に同号の「その他就業規則に定めたことに故意に違

反し」に当たるとしても，懲戒解雇にするまでの相当性は認められない。 

  したがって，解雇事由〈２〉，〈３〉は，懲戒解雇事由に当たらないか，又は懲戒解雇の相当

性を認めさせるものでもない。 

    (3)  解雇事由〈４〉について 

    ア 本件記載1について 

  本件記載1は，債権者が，計13回にわたり，就業時間中に債務者から業務用として貸与され
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たパソコンを用い，私的に開設したホームページに業務と関係のない私的事項を記載したもの

であり，就業規則56条の職務を誠実に遂行すべき義務，58条9号の会社物品を私用で使わない

義務，社内ネットワーク管理規程10条のイントラネットを私用で使わない義務にそれぞれ違反

し，就業規則87条4号の「勤務怠慢，素行不良または規則に違反し，会社の規律，風紀秩序を

乱したとき」に当たり得るものではある。 

  しかし，この行為は，懲戒解雇事由である就業規則88条2号の「前条に該当しながら情状重

いとき，または改悛の情のないとき」に当たるとはいえず，同条13号の「前各号に準ずる行為

があったとき」に当たるともいえず，仮に同号の「その他就業規則に定めたことに故意に違反

し」に当たるとしても，懲戒解雇にするまでの相当性は認められない。 

  したがって，本件記載1は，懲戒解雇事由に当たらないか，又は懲戒解雇の相当性を認めさ

せるものでもない。 

    イ 本件記載2について 

  本件記載2は，いずれも不特定多数人が見ることができるホームページにおいて，債務者社

員の職務行為について非難するものであり，債務者の名誉・信用を毀損するおそれのあるもの

とはいえる。 

  しかし，上記ホームページは，債権者が私的な事項を記載するために開設したものであり，

その内容に照らして，多数の一般人がこれを直接見たり，その内容を何らかの方法で認識した

りするものとは認められない。 

  そして，本件記載2〈１〉は，「●」との記載以外は事実や人名等を具体的に摘示するもので

なく，多数の一般人が事実関係を具体的に認識し得るものでもない。また，同〈２〉，〈３〉は

，一般人がこの記載により直ちに債務者における出来事と認識し得るものではない上，債権者

が本件申出への債務者の対応に強い不満を抱くことにもそれなりの理由が認められることは，

前記(1)ウのとおりである。 

  これらを総合すると，本件記載2は，懲戒解雇事由である就業規則88条7号の「故意または

重大な過失により，会社に重大な損失を与え，または著しく会社の名誉および信用を傷つけた

とき」に当たるものとは認められない。 

    ウ 本件記載2〈１〉について 

  本件記載2〈１〉は，債権者が私的に開設したホームページにおいて，債務者が企画段階に

あり，公にしていない商品について，その事実経過を記載したものであり，従業員として守る

べき業務に関する守秘義務に反し，懲戒解雇事由である就業規則88条5号の「業務上の秘密を

会社外に漏らしたとき」に当たるとはいえる。 

  しかし，同記載が，商品の内容について「●仕様の商品」とだけ摘示し，具体的内容を明ら
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かにするものではないこと，同記載により債務者が財産上の損害を被ったことを認めるに足り

る疎明がないことを併せ考えると，本件記載2〈１〉は，懲戒解雇に相当するものとはいえな

い。 

    エ 小括 

  以上のとおり，解雇事由〈４〉は，懲戒解雇事由に該当しないか，又は懲戒解雇の相当性を

認めさせるものではない。 

    (4)  解雇事由〈５〉について 

    ア 債権者が，3月5日から4月17日までの出勤日，債務者から本件服務命令により債務

者から女性の容姿をすることを禁止されていたが，これに従わずに女性の容姿をして出社し続

け，その都度，債務者から自宅待機を命じられたことは，前提となる事実(4)イ，オのとおりで

ある。 

    イ 債務者は，男性である債権者が女性の容姿をして債務者に就労すれば，債務者社員

が債権者に対し，強い違和感や嫌悪感を抱き，職場の風紀秩序が著しく乱れる上，債務者の取

引先や顧客が，債権者を見て違和感や嫌悪感を抱き，債務者の名誉・信用が低下し，債務者と

の取引を差し控えることになるのであり，女性の容姿をした債権者を相当な待遇により雇用し

続けることはできないから，女性の容姿をして就労することを禁止した本件服務命令は正当で

あり，これに全く従わなかった債権者に対する本件解雇は理由がある旨主張し，これに沿う債

務者社員の陳述書等（〈証拠略〉）が存する。 

  たしかに，債権者は，従前は男性として，男性の容姿をして債務者に就労していたが，1月

22日，債務者に対し，初めて女性の容姿をして就労すること等を認めるように求める本件申出

をし，3月4日，本件申出が債務者から承認されなかった後に最初に出社した日，突然，女性の

容姿をして出社し，配転先である製作部製作課に現れたのであり，債務者社員が債権者のこの

ような行動を全く予期していなかったであろうことを考えると，債務者社員（特に人事担当者

や配転先である製作部製作課の社員）は，女性の容姿をした債権者を見聞きして，ショックを

受け，強い違和感を抱いたものと認められる。 

  そして，債務者社員の多くが，当時，債権者がこのような行動をするに至った理由をほとん

ど認識していなかったであろうことに加え，一般に，身体上の性と異なる性の容姿をする者に

対し，その当否はさておき，興味本位で見たり，嫌悪感を抱いたりする者が相当数存すること

（〈証拠略〉），性同一性障害者の存在，同障害の症例及び対処方法について，医学的見地から専

門的に検討され，これに関する情報が一般に提供されるようになったのが，最近になってから

であること（〈証拠略〉）に照らすと，債務者社員のうち相当数が，女性の容姿をして就労しよ

うとする債権者に対し，嫌悪感を抱いたものと認められる。 
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  また，債務者の取引先や顧客のうち相当数が，女性の容姿をした債権者を見て違和感を抱き

，債権者が従前に男性として就労していたことを知り，債権者に対し嫌悪感を抱くおそれがあ

ることは認められる。 

  さらに，一般に，労働者が使用者に対し，従前と異なる性の容姿をすることを認めてほしい

と申し出ることが極めて稀であること，本件申出が，専ら債権者側の事情に基づくものである

上，債務者及びその社員に配慮を求めるものであることを考えると，債務者が，債権者の行動

による社内外への影響を憂慮し，当面の混乱を避けるために，債権者に対して女性の容姿をし

て就労しないよう求めること自体は，一応理由があるといえる。 

    ウ しかし，債権者が，平成●●年●月●●日以降，●に通い，性同一性障害（性転換症）

との診断を受け，精神療法等の治療を受けていること，同年●●月●●日，妻との調停離婚が成立

したこと，債権者が受診した上記●の医師が作成した平成●●年●月●●日付け診断書において，

債権者について，女性としての性自認が確立しており，今後変化することもないと思われる，

職場以外において女性装による生活状態に入っている旨記載されていること，債権者が，同年

7月2日，家庭裁判所の許可を受けて，戸籍上の名を通常，男性名である「●●」から，女性名と

も読める「●●」に変更したことは，前提となる事実(8)のとおりである。 

  そして，疎明資料（〈証拠略〉）によれば，性同一性障害（性転換症）は，生物学的には自分

の身体がどちらの性に属しているかを認識しながら，人格的には別の性に属していると確信し

，日常生活においても別の性の役割を果たし，別の性になろうという状態をいい，医学的にも

承認されつつある概念であることが認められ，また，疎明資料（〈証拠略〉）によれば，債権者

が，幼少のころから男性として生活し，成長することに強い違和感を覚え，次第に女性として

の自己を自覚するようになったこと，債権者は，性同一性障害として精神科で医師の診療を受

け，ホルモン療法を受けたことから，精神的，肉体的に女性化が進み，平成13年12月ころには

，男性の容姿をして債務者で就労することが精神，肉体の両面において次第に困難になってい

たことが認められる。 

  これらによれば，債権者は，本件申出をした当時には，性同一性障害（性転換症）として，

精神的，肉体的に女性として行動することを強く求めており，他者から男性としての行動を要

求され又は女性としての行動を抑制されると，多大な精神的苦痛を被る状態にあったというこ

とができる。 

  そして，このことに照らすと，債権者が債務者に対し，女性の容姿をして就労することを認

め，これに伴う配慮をしてほしいと求めることは，相応の理由があるものといえる。 

    エ このような債権者の事情を踏まえて，債務者の前記主張について検討すると，債務

者社員が債権者に抱いた違和感及び嫌悪感は，上記（ア）の疎明資料及び上記（イ）の認定に
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照らすと，債権者における上記事情を認識し，理解するよう図ることにより，時間の経過も相

まって緩和する余地が十分あるものといえる。また，債務者の取引先や顧客が債権者に抱き又

は抱くおそれのある違和感及び嫌悪感については，債務者の業務遂行上著しい支障を来すおそ

れがあるとまで認めるに足りる的確な疎明はない。 

  のみならず，債務者は，債権者に対し，本件申出を受けた1月22日からこれを承認しないと

回答した2月14日までの間に，本件申出について何らかの対応をし，また，この回答をした際

にその具体的理由を説明しようとしたとは認められない上（前記(1)（ウ）），その後の経緯に照

らすと，債権者の性同一性障害に関する事情を理解し，本件申出に関する債権者の意向を反映

しようとする姿勢を有していたとも認められない。 

  そして，債務者において，債権者の業務内容，就労環境等について，本件申出に基づき，債

務者，債権者双方の事情を踏まえた適切な配慮をした場合においても，なお，女性の容姿をし

た債権者を就労させることが，債務者における企業秩序又は業務遂行において，著しい支障を

来すと認めるに足りる疎明はない。 

    オ 以上によれば，債権者による本件服務命令違反行為は，懲戒解雇事由である就業規

則88条9号の「会社の指示・命令に背き改悛せず」に当たり，また，57条の服務義務に違反す

るものとして，懲戒解雇事由である88条13号の「その他就業規則に定めたことに故意に違反し

」には当たり得るが，前記ウ，エの各事情を考えると，前記イの事情をもって，懲戒解雇に相

当するまで重大かつ悪質な企業秩序違反であると認めることはできない。 

  よって，解雇事由〈５〉は，懲戒解雇の相当性を認めさせるものではない。 

    (6)（ママ） まとめ 

  以上のとおり，債務者主張の各解雇事由は，いずれも懲戒解雇事由該当性又は懲戒解雇とし

ての相当性が認められないものである上，これらの事由を総合しても，本件解雇の相当性を認

めることはできないというべきである。 

  よって，本件解雇は権利の濫用にあたり無効である。債権者は被保全権利を有する。 

 2  保全の必要性（争点(2)）について 

  債権者は，債務者から，本件解雇前である平成14年4月分の賃金（総支給額）として，25万

6390円（うち通勤手当3万4890円）を支給されており（前提となる事実(7)），他方，債権者が

，本件解雇後に他から収入を得ていることを認めるに足りる疎明はない。 

  そして，一件記録に現われた事情を総合して考えると，仮払金額は月額22万円とするのが

相当であり，仮払期間は，債権者の生活状況が時間の経過により変動を免れないものであるこ

と，その他本件手続の進行状況にかんがみ，平成14年5月分から平成15年4月分までの1年間と

するのが相当である。 



- 19 - 

  なお，賞与仮払及び地位保全の申立てについては，上記のとおり賃金仮払が認められること

に照らすと，いずれも保全の必要性を認めるには足りない。 

 3  結論 

  よって，担保を立てさせないこととし，主文のとおり決定する。 

  （裁判官 細川二朗） 

 

  

 

 


