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２００８年７月３日

中央労働委員会御中

明治乳業賃金昇格差別事件申立人団

団長 小関 守

要 請 書

現在最高裁判所に上告審として係属中の、明治乳業賃金昇格差別事件（中労委平成８年

（不再）第３９号事件、以下、本件といいます）について、本日の２００８年司法総行動

の一環として、下記のとおり要請します。

貴庁の真摯なご検討、ご採用を切望いたします。

記

第一 要請事項

本件に係わる取消行政訴訟控訴審判決（東京高裁平成１９年３月２８日、以下、原判決

といいます）について、それを上告審で確定させないために、貴庁として、適切な対策を

講じてください。

第二 要請理由

一 はじめに

原判決は、後に見るように、そのまま確定させると、不当労働行為救済制度を崩壊させ

る危険性、また、労働委員会における前進の歴史を逆転させ、到達点を掘り崩してしまう

危険性をはらんでいます。これらの危険性は、個別事件の範囲を超えているものと思われ、

公益的見地から確定させてはならない判決と考えられます。

貴庁が、刑事事件における非常上告（刑事訴訟法４５４～４６０条）に準じる見地に立

たれ、原判決を確定させないための適切な対策を採っていただけるものと期待しておりま

す。以下に詳述します。

二 原判決の持つ確定させてはならない問題点

原判決には多くの問題点がありますが、ここでは、不当労働行為救済制度を崩壊させる

危険性を持つものとして、労働委員会の裁量権についての原判決の特異な見解、及び、原

判決が「不当労働行為救済の実効性を確保する見地」よりも「除斥期間を設けた趣旨」を

優越させている問題を、検討します。

１ 検討の前提となる原判決の認定・判断・結論、結論に到達する理由付け

(１) 原判決は控訴審における新たな争点である「事業所採用者コース内における集団間格
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差」について、次のとおり認定・判断します。

① 昭和５９・６０年度において、無視することのできない有意な号給上の累積格差が存

在することを認めました（原判決 P５３）。

② ①の累積格差が生じた原因については、「それまでの各年度ごとに行われた人事考課成

績において、おしなべて低位な成績を受け・・・・たためであるとみるべきである。」とし

ます（P５７）。

③ さらに、②の人事考課成績が低位にされた理由については、「控訴人らの上記主張が妥

当するとみる余地はある。」と判断します（P６１）。

ここで、「控訴人らの上記主張」が、「控訴人らは、昭和４５年ころの市川工場の主任ら

の連絡会では、勤務評定（人事考課成績）について、申立人らの集団に属する者（赤組）

に対し、『勤務評定で差をつけろ』『勤務評定で差がつくように指導する』などと話し合わ

れ、差別的な成績評定が組織的に行われていたと主張し、その裏付けとして、甲 B１号証（笠

原ファイル）等を挙げる。」をさすことは、文脈上明らかです（同）。

すなわち、申立年度とその前年度における累積格差が、不当労働行為に該当する強度の

可能性を認めています。

(２) この認定・判断にもかかわらず原判決は、結論として、申立を全面的に棄却・却下し

た初審命令を維持した本件中労委命令を取消さず、維持しました。その理由が問題です。

それは、大筋、次の３点になります。

なお、本件再審査においては、この控訴審における新たな争点である「事業所採用者コ

ース内における集団間格差」については全く争点とはなっていませんでした。それにもか

かわらず原判決は、あたかも争点となったかの如き判示をしており、重大な事実誤認とい

うべきです。しかし、その問題は個別事件の問題としてここでは取り上げません。ここで

は公益性の強い問題点に限ります。

① まず原判決は、「（引用註、不当労働行為である残存差別については）不当労働行為救

済の実効性を確保する見地からすれば、救済対象の始点となる時点において、使用者によ

る不利益取扱の事実が認められ、かつ、その不利益取扱が同日以前に使用者によってなさ

れた作為または不作為によるものと認められる場合であって、現に存する差別について救

済を求めていると認めることができるときには、労働委員会は、その裁量により、その差

別の是正を命じることができるというべきである。」とします（P３７）。

すなわち、救済申立時点において存在する不当労働行為である差別について、その是正

命令を、裁量によるものとします。従って、是正を命じないことも許されるし、是正内容

ではなく、是正すること自体が裁量権の逸脱とされる場合もありえます。

② その上で原判決は、「しかし、このような救済の仕方は（引用註、裁量により残存差別

の是正を命じることは）、・・・・直接には除斥期間の問題とはならないとはいえるが、こ

のような救済の仕方が拡大するときは、上記の除斥期間を設けた趣旨（調査審問に当って
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証拠収集、実情把握の難しさや、かえって労使関係の安定を阻害するおそれ等）に沿わな

い結果も考えられるところであり、少なくとも、このような救済の仕方が許されるために

は、過去になされた不利益な作為、不作為と対象行為との間に、・・・・時間的な隔たりが

小さ（い）・・・・場合に限られるというべきである。」とします（P３７～３８）。

上記①に加えて、この時間的な枠はめによって、古い時期に行われた不当労働行為によ

って形成された差別が、現在まで継続しており、その現在の差別の救済を求めた場合、労

働委員会がそれを救済すれば、救済方法・救済内容がではなくて、救済すること自体が裁

量権の濫用であり許されない、とされることになります。

このように原判決は、「不当労働行為救済の実効性を確保する見地」からは許される救済

を、「除斥期間を設けた趣旨」によって許されないものにしてしまいます。すなわち、前者

よりも後者を優越させているわけです。

③ 原判決は、以上の一般論を本件に当てはめる形で、「本件において、被控訴人（中央労

働委員会）が、このような救済対象となる行為から時間的に大きく離れた時点に生じたと

みられる格差の是正は行えないとの前提で、その不当労働行為該当性について審理しなか

ったことにつき、裁量権の行使に違法があるとみる余地はないのである。」とします（P５

８）。

原判決のこの部分における「裁量権」は、「不当労働行為該当性について審理」するかし

ないかの裁量権と読むほかありません。そうだとすると、原判決には、不当労働行為該当

性を審理するかしないかの裁量権と、審理をした結果不当労働行為と認定・判断された不

利益取扱を救済するかしないかの裁量権（上記①）との間に混同があるようにも思われま

す。しかしここでは、原判決が労働委員会には、救済するかしないかの裁量権とは別に、

不当労働行為該当性について審理するかしないかの裁量権があると考えているものとして、

論を進めます。

また、原判決は「被控訴人が、このような救済対象となる行為から時間的に大きく離れ

た時点に生じたとみられる格差の是正は行えないとの前提で、その不当労働行為該当性に

ついて審理しなかった」と述べていますが、これは事実と全く異なります。しかし、その

問題は、ここでは措きます。個別事件性が強い問題と考えるからです。

なお、原判決は、ここで「審理」という言葉を使っていますが、それは「審査」（調査及

び審問を含むすべての手続をさす）と同義との理解で論を進めます。

本論に戻ります。

原判決はこのように、労働委員会は審査するかしないかについての裁量権を持っている

のだから、申立時点で格差がある場合でも、その格差が古い時期に生じたとみられるので

あれば、どうせ救済できないのだから、その不当労働行為該当性について審査しなくても、

労働委員会として、適法な裁量権行使である。従って、「事業所採用者コース内における集

団間格差」について中労委が審査しなかったことは、裁量権濫用ではない、違法ではない、

というのです。
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(３) 原判決が、本件中労委命令を維持した理由は、大筋において、以上のとおりだと考え

ます。そこで次に、原判決の誤りについて検討します。

まず、裁量権の問題を、次に、「不当労働行為救済の実効性を確保する見地」よりも「除

斥期間を設けた趣旨」を優越させている問題を検討します。

２ 労働委員会の裁量権についての原判決の誤り

(１) 労働委員会は大幅な裁量権をもっています。しかしそれは救済方法の決定についてで

す（第二鳩タクシー事件、最大 昭和５２年２月２３日判決）。

この大幅な裁量権にも限界があります。「この救済命令は、不当労働行為による被害の救

済としての性質をもつものでなければならない。」とされています（同）。

(２) 労働委員会には、審査するかしないかについての裁量権はありません。労組法２７条

１項は、｢労働委員会は・・・・申立を受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると

認めたときは、当該申立が理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。｣と

定めています。すなわち、調査・審問は、｢行わなければならない。｣ものです。条文中の

「必要があると認めたときは、」について、実務上は、命令を発するためには必ず審問を行

うという、いわゆる｢必要的審問主義｣の運用がなされているはずです。

このように、審査（調査と審問）は、必要的・義務的なものであり、裁量によるもので

はありません。労働委員会には、審理(審査)しないでよいなどという裁量権はありません。

まして原判決は、「・・・・格差の是正は行えないとの前提で、その不当労働行為該当性

について審理(審査)しなかったことにつき、裁量権の行使に違法があるとみる余地はないの

である。」と述べていますが、これは、労働委員会が予断に基づいて職務放棄することを、

裁量権行使の「美名」でカムフラージュすることでしかありません。黙過してよいことで

はないと思います。

(３) 審査の結果、不当労働行為の成立が認定された場合、労働委員会は、その事件にふさ

わしい救済命令を発しなければなりません。労組法２７条の１２ １項は「労働委員会は、

事件が命令を発するのに熟したときは、事実の認定をし、この認定に基づいて、申立人の

請求に係る救済の全部若しくは一部を認容し、又は申立を棄却する命令を発しなければな

らない。」と定めています。従って労働委員会は、不当労働行為であるとの｢認定に基づい

て、申立人の請求に係る救済の全部若しくは一部を認容する命令を発しなければな｣りませ

ん。これは義務的なものであり裁量ではありません。不当労働行為であるとの認定がなさ

れたにもかかわらず、労働委員会がその不当労働行為を排除するための救済命令を発しな

いことは、使用者に不当労働行為のやり得を許し、ひいて、不当労働行為を助長・蔓延さ

せるものです。
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労働委員会には、不当労働行為を認定したにもかかわらず、救済命令を発しないでもよ

い、などという裁量権はありません。それがあるとする原判決は、重大な誤りであり、不

当労働行為救済制度を崩壊させる重大な危険性を蔵したものです。

労働委員会が持つ裁量権は、救済命令を発する場合、その内容をどのようなものにする

かについてのものです。

なお、不当労働行為と認定されても、命令発出時点で救済利益が消滅しているという場

合は、救済命令を出さないことになるでしょうが、それは、ここで検討している裁量の問

題ではありません。

(４) 上述したところから明らかなとおり、原判決が、労働委員会に、審査するかしないか

の裁量権、また、不当労働行為が認定されたのに、救済するかしないかの裁量権がある、

従って、審査しなくてもいい、救済しなくてもいい、としているのは、非常に大きな誤り

で、それらが上告審でそのまま確定した場合には、不当労働行為救済制度を崩壊させる危

険性がきわめて大きいものです。

貴庁として、公益的観点から、原判決をそのまま確定させないために、適切な対策を講

じていただくことを要請する理由です。

３ 「不当労働行為救済の実効性を確保する見地」よりも「除斥期間の趣旨」

を優越させる原判決は誤り

(１) 原判決（P３７～３８）が、「不当労働行為救済の実効性を確保する見地」よりも｢除

斥期間を設けた趣旨｣（調査審問に当って証拠収集・実情把握の難しさや、かえって労使関

係の安定を阻害するおそれ等）を優越させ、前者に立っての救済を、後者によって制限・

否定しようとする「理論」であることは、すでにみたとおりです。

これは、全くの本末転倒であり、不当労働行為救済制度を崩壊させる「理論」です。

(２) ここでいわれている「不当労働行為救済の実効性を確保する見地」とは何でしょうか。

そもそも、「労働委員会の救済命令の基本目的は、使用者の不当労働行為を排除し、当該

労働関係を不当労働行為がなかったと同様の状態に回復することにある」（中労委公益委員

会議申合せ、昭和３７年１２月１９日）のです。この「労働委員会の救済命令の基本的目

的」を誠実に追求し、「使用者の不当労働行為を排除し、当該労働関係を不当労働行為がな

かったと同様の状態に回復」させるために最大限の努力をしようという見地こそが、「不当

労働行為救済の実効性を確保する見地」だと考えます。

従って、不当労働行為審査（審理）の任にある人は、行政・司法の別なく、すべからく

この「不当労働行為救済の実効性を確保する見地」に立って、この「使用者の不当労働行

為を排除し、当該労使関係を不当労働行為がなかったと同様の状態に回復する」という「目

的」実現のために権限を行使せねばなりません。
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関連条文の解釈・適用もまた、この「不当労働行為救済の実効性を確保する見地」に立

ってなされるべきです。

この「見地」に立った関係者の努力の積み重ねがあって初めて、不当労働行為救済制度

は維持され、発展するのだと思います。後に見るように、歴史はそれを証明していると考

えます。

(３) ところが原判決は、「除斥期間が設けられた趣旨」を持ち出し、それによって、この

「不当労働行為救済の実効性を確保する見地」からする努力を、否定、ないし、制限しよ

うとするのです。その結果は何でしょうか。

「直接には除斥期間の問題とはならないといえる」場合であって、かつ、申立人側の努

力によって古い時期の証拠がそろっていても、「古いことだから、調査・審問に当って証拠

収集・実情把握が難しい」という口実で、現在までつづいている不当労働行為を是正させ

ないのです。あるいは、「労使関係の安定」を口実に、使用者の不当労働行為によって形成

された、悪しき職場秩序を排除・是正させずに、その温存に手を貸すのです。

(４) このように、原判決の「不当労働行為救済の実効性を確保する見地」よりも「除斥期

間を設けた趣旨」を優越させる考え方は、不当労働行為救済制度そのものを崩壊に導くも

のであり、絶対に確定させてはならないものです。

貴庁として、公益的観点から、原判決をそのまま確定させないために、適切な対策を講

じていただくことを要請する理由です。

三 歴史を逆転させ、到達点を掘り崩す原判決

本件と同種の、多年度に亘って毎年繰返される賃金昇格差別事件には長い歴史があり、

一定の到達点に達しています。原判決は、この歴史の歯車を逆転させ、到達点を掘り崩す

ものです。

以下に、ごく簡単に、主として貴庁について、その歴史と到達点を振り返ります。

１ 初期＝「一回限り行為論」の虜にされていた時期

この時期には、各年度の賃金決定行為を、孤立した「一回限りの行為」と考えたために、

労働委員会は、数年間繰返された結果その年度数分累積した差別について、差別開始時点

にまで遡って全面的に救済して欲しいという申立を受けても、申立日前１年以内の賃金決

定行為についてだけを適法な申立として、その一年度分だけを審査・救済し、それより前

の年度のものはすべて却下してしまいました。代表的なものに、

◆内田洋行事件 中労委 昭和４６年１２月１５日命令

があります。
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２ 中期＝「一回限り行為論」＋多年度累積差別一括是正 を命じる時期

上記１が、使用者の不当労働行為のやり得を許すもので、不当労働行為救済制度として

は全く不十分なものであることは、多言を要しません。

そのため各地労委は、さまざまな「継続する行為」論を採り、多年度累積差別の遡及救

済を命じるようになりました。中には、

◆第一工業製薬事件 京都地労委 昭和５４年９月２６日命令

のような優れた命令も見られます。しかし本要請では、「継続する行為」論には触れません

ので、この時期の各地労委の「継続する行為」論については割愛します。

この時期の各地労委の救済命令のうち、本要請と係わりが深いものとして、次の３命令

を挙げることができます。

◆長野鍛工事件 長野地労委 昭和５２年４月１８日命令

◆秋田相互銀行事件 秋田地労委 昭和５２年１０月１２日命令

これらはいずれも、「一回限り行為」論を採りつつも、従って申立日から１年より前の年

度については却下しましたが、申立年度における多年度累積差別の一括是正を命じました。

そのために当然のことながら、多年度累積差別の不当労働行為該当性を認定・判断するた

めに必要な年数の遡及審査を行っています。これらはこの方式の先駆的命令といえます。

◆東京海上火災保険事件 東京都労委 昭和５７年１月１２日命令

この事件では、申立年度とその前後の年度において、会社の手直しがあり、集団間格差

の不拡大、ないし、一定の縮小がみられましたが、累積格差は消滅せず残存しました。労

働委員会はその残存累積格差について不当労働行為該当性を認め、その是正を命じました。

それに必要な遡及審査を行ったことはいうまでもありません。

貴庁が、この方式を採用したのは、

◆日本シェーリング事件 中労委 昭和６１年１１月１２日命令

以降と思われます。

この、「一回限り行為」論＋申立年度における多年度累積差別一括是正方式 について、

労働委員会の考え方を端的に述べていると思われる、

◆石川島播磨重工業事件 東京都労委 平成２年２月２０日命令

から該当部分を引用します。

「会社は５１年度（引用註、昭和５１年度＝申立年度）において職区分・等級に存する格

差は申立人らの入社（引用註 １０名は昭和３５年度、１３名は同３７年度）以来の職区

分・等級の積み重ねであるので、その格差を同年度に一挙に是正することは申立期間の制

限（労働組合法２７条２項）によって許されないと主張するが、同年度におけるそれらの

格付について会社の不当労働行為が認められ、同年度の時点において、それまでの間に公

正な格付がなされてきたならばほぼ到達したであろう職区分・等級昇進との格差が認めら

れる場合は、その時点以降においてその格差の是正を命じることは、むしろ不当労働行為

救済制度の趣旨にかなった救済方法というべきである。」と。
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すなわち、各年度の格付行為・賃金決定行為にのみ目を奪われることなく、申立年度に

おける低格付・低賃金支払を不当労働行為と捉え、その是正を命じることが不当労働行為

救済制度の趣旨にかなうことだ、としていると理解できます。

この命令は、１４年・１６年の遡及審査を行い、１４年度・１６年度の累積差別の将来

に向けての一括是正を命じています。

３ 現在までの到達点

本件と同種の多年度累積賃金昇格差別事件の、現在までの到達点として、２命令を挙げ

ることができます。まず、

◆千代田化工建設事件 中労委 平成７年１２月２０日命令

です。必要部分を引用します。

「賃金上の不利益取扱いについては、救済対象の始点となる時点（本件では昭和６３年４

月１日。引用註、初審申立は平成元年１２月６日）において、再審査申立人（引用註、会

社）による不利益取扱いの事実が認められ、かつ、その不利益取扱いが同日以前に再審査

申立人によってなされた作為または不作為によるものであると認められる場合であって、

現に存する差別について救済を求めているときには、その差別の是正を命じることは、労

働組合法２７条２項になんら抵触するものではない。そして、再審査被申立人らは、事実

認定八のとおり、同人らの昇給・昇格について現に存する差別について救済を求めている

と認められるのであるから、初審命令は正当である。」

として、２１年に及ぶ遡及審査を行い、うち１４年度分の累積差別を、申立年度とその前

年度について、将来に向けて一括是正を命じた初審命令を維持しました。

命令はこのように、申立年度とその前年度において賃金上の不利益を受けており、その

の是正を求めている場合には、その是正を命じることは除斥の問題ではないとしています。

この点は、前出の、東京海上火災事件命令と基本的に同じです。

また、申立年度とその前年度における多年度累積格差の不当労働行為該当性を、必要年

数遡及審査していますが、当然のことです。

なおこの命令が、申立年度だけではなくその前年度についても申立を認め救済したのは、

賃金決定行為とそれに基づく１年間の賃金支払を一体一個の不当労働行為と考える、いわ

ゆる「青写真」論を採るにいたったからです。ちなみに、前出の日本シェーリング事件命

令などは、「一回限り行為」論を採っていたため、申立年度だけの救済でした。

到達点のもう一つは、

◆東芝事件 中労委 平成１６年１１月４日命令

です。必要部分を引用します。

「第三 当委員会の判断

一 却下の主張について

(１) 申立期間の徒過について（省略）
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(２) 会社は、労働組合法２７条２項が、除斥期間を定めている趣旨に鑑みれば、数十年前

の活動や書証（甲１９７号証・１９８号証及びその他のビラ）を根拠とし、現在に至る差

別について争うことは適当ではなく、本件救済申立は却下されるべきであると主張するが、

不当労働行為であるかどうかの判断に供される証拠については格別の制限もないことから、

会社の主張は採用できない。」

と、遡及審査には年数制限がないことを明言し、会社の主張を斥けました。

そして、申立人らの組合活動については３４年、それに対する会社の嫌悪については２

３年、それぞれ遡及して認定しました。その上で、申立年度とその前年度における、資格・

職群・等級・役職及び賃金上の多年度累積格差（最長１７年の昇格遅延が認定されている）

の一括是正を命じました（但し、東芝労組員がついている資格等が限度）。

４ 社会的役割を果たしている、遡及審査・多年度累積差別一括是正

ここに掲げたのは、多数ある多年度累積賃金昇格差別事件の中のごく一部ですが、これ

らを含めて、すべての（といっても、必ずしも過言ではないと思います）この種事件は、

労働委員会命令を基礎に和解解決しています。その意味で、遡及審査・多年度累積賃金昇

格差別一括是正方式は、大企業経営者を含む使用者にも受け容れられているといえます。

つまりこの方式はすでに、職場に、不当労働行為が除去された｢正常な労使関係秩序を回

復・確保｣（第二鳩タクシー事件 最大 昭和５２年２月２３日判決）するうえで、大きな

社会的役割を果たしているのです。その生みの親・労働委員会の社会的役割についてはい

うまでもありません。

５ 歴史の歯車を逆転させ、到達点を掘り崩し、労働委員会の社会的役割を毀

損する原判決

以上、労働委員会における多年度累積賃金昇格差別事件の歴史をごく簡単にではありま

すがみてきました。これを通観すれば、原判決が、歴史の歯車を逆転させ、到達点を掘り

崩すものであり、さらに、労働委員会が果たしている社会的役割を毀損するものであるこ

とは明らかです。原判決を絶対に確定させてはなりません。

貴庁として、公益的観点から、原判決をそのまま確定させないために、適切な対策を講

じていただくことを要請する理由です。

第三 貴庁に採っていただきたい具体策

１ 上告審法廷に上申書等を提出し、上告を受理し口頭弁論を開くよう働きかけること。

２ あるいは、上告審法廷に、上告人と参加人との間の和解協議の場を設けるよう働きか

けること。

以 上


