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不当労働行為と1990年解雇の無効

                                          弁護士  清 水 建 夫

１．解雇の無効事由

  原告らは、国鉄が1987年４月１日清算事業団に移行するに伴い、清算事業団の職

員に移行したが、1990年４月１日解雇（以下これを「本件解雇」という）された。

  本件解雇は次のいずれにも該当し、それぞれの事由により無効である。

  ① 原告らは国労に属することを唯一の理由として解雇されたものであり、不当

労働行為に該当し無効である。

  ② 清算事業団理事長が1987年４月１日付で行った原告らを「再就職を必要とす

る者として指定」した行為は実質上期限付整理解雇に該当するものであり、整

理解雇にあたって必要な４要件を欠いており、無効である。

  ③ 労働者を解雇するにあたっては、客観的に合理的な理由と社会的相当性が必

要であるところ、本件解雇はこれを欠いている。被告はこれら事由が各原告に

存在することにつき主張も立証もできない。よって本件解雇は解雇権濫用の一

般法理により無効である。

２．ＪＲ採用者名簿不登載（1987年）と解雇（1990年）

国鉄は、1987年２月７日国労組合員である原告らを新事業体であるＪＲ採用

者名簿に登載せず、同年２月16日頃管理者を通じ、各原告に対し新事業体に採用

されないことを告知した。国鉄が清算事業団に移行した1987年４月１日に、それ

まで国鉄総裁であった杉浦喬也が清算事業団理事長となり、原告らを「日本国有

鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の最就職促進に関する特別措

置法（以下「再就職促進法」という）」14条１項所定の「再就職を必要とする者」

として指定した。同法は1990年４月１日附則第２条に基づき失効した。清算事業

団は就業規則22条４号所定の「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生

じた場合」に該当するとして、原告らを解雇した。原告らの不採用は原告らが国

労組合員であることを唯一の理由としてなされた。

採用、不採用についての組合差別の事実は、国労とＪＲを当事者とした各地方

労働委員会並びに中央労働委員会（以下「中労委」という）における審理で膨大

な証拠が積み上がっており、本件解雇に関する訴訟においてもこれらが証拠とし

て提出された。

1987年２月の名簿不登載と同年４月１日の「再就職を必要とする者」としての

指定と1990年４月１日の解雇は国鉄及び国鉄が移行した清算事業団が行った連

続した行為であり、名簿不登載（振り分け差別）が不当労働行為である以上、「再

就職を必要とする者」としての指定も解雇も不当労働行為であり、解雇は当然に

無効である。これが労組法７条に沿った素直な解釈である。
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３．最高裁判決「国鉄、次いで事業団は『使用者』としての責任を免れない」

  ＪＲ採用差別事件で2003年12月22日最高裁第一小法廷判決は３対２の僅差で中

労委の救済命令の取消を認めた原審判決を支持し、中労委と組合側の上告を棄却

した。しかし、多数意見も「国鉄、次いで清算事業団の責任」について次のとお

り指摘した。

「国鉄によって承継法人の採用候補者に選定されず採用候補者名簿に記載されな

かった者は、国鉄の職員の地位にとどまり、国鉄が事業団に移行するのに伴って

その職員となり、国鉄との従前の雇用契約関係が形を変えて存続することとなっ

たのであるから、上記職員の雇用主は、国鉄、次いで事業団であることが明らか

である。このように、改革法は、国鉄が上記振り分けに当たって採用候補者とし

て選定せず採用候補者名簿に記載しなかったため承継法人の職員として採用され

なかった国鉄の職員については、国鉄との間で雇用契約関係を存続させ、国鉄が

事業団に移行するのに伴い事業団の職員とし、事業団との間に雇用契約関係を存

続させることとしたが、この措置は、事業団の職員となった者について特措法に

より移行日から３年内に再就職を図るものとしてその間に再就職の準備をさせる

こととしたものであり、雇用契約関係終了に向けての準備期間を置くことを目的

としたものである。承継法人の職員に採用されず国鉄の職員から事業団の職員の

地位に移行した者は、承継法人の職員に採用された者と比較して不利益な立場に

置かれることは明らかである。そうすると、仮に国鉄が採用候補者の選定及び採

用候補者名簿の作成に当たり組合差別をした場合には、国鉄は、その職員に対し、

労働組合法７条１号が禁止する労働組合の組合員であることのゆえをもって不利

益な取扱いをしたことになるというべきであり、国鉄、次いで事業団は、その雇

用主として同条にいう『使用者』としての責任を免れないものというべきである。

他方、改革法は、前記のとおり、所定の採用手続によらない限り承継法人設立時

にその職員として採用される余地はないこととし、その採用手続の段階における

国鉄と設立委員の権限については、これを明確に分離して規定しており、このこ

とに改革法及び関係法令の規定内容を併せて考えれば、改革法は、設立委員自身

が不当労働行為を行った場合は別として、専ら国鉄が採用候補者の選定及び採用

候補者名簿の作成に当たり組合差別をしたという場合には、労働組合法７条の適

用上、専ら国鉄、次いで事業団にその責任を負わせることとしてものと解さざる

を得ず、このような改革法の規定する法律関係の下に置いては、設立委員ひいて

は承継法人が同条にいう『使用者』として不当労働行為の責任を負うものではな

いと解するのが相当である。」

４．改革法の合憲解釈をする上で、最高裁多数意見も不当労働行為の責任を負う者

が誰もいないという「怪談」で終わらせることができなかった。

ジャーナリストや労働法学者は国鉄改革法23条の形式的な文言解釈に終始し
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た1998年５月28日の東京地裁判決に対し、｢ＪＲ採用差別事件は、不当労働行為

の責任を負う者が誰もいなくなるという『怪談』で決して終わらせてはならない」

と指摘した（中野隆宣「法の番人」週刊労働ニュース1998年７月６日号。西谷敏

「国鉄改革とＪＲの使用者責任－東京地裁民事第11部・第19部判決をめぐって

－」ジュリスト1998年10月15日号）。上告審では改革法の合憲性が上告理由で問

題とされた。さすがの最高裁多数意見も改革法23条の合憲判断をする上で不当労

働行為の責任を負う者が誰もいなくなるという「怪談」で終わらせることができ

ず、「国鉄、次いで事業団の『使用者』としての責任を免れない」と断じざるを

得なかった。なお清算事業団との雇用関係及び未払賃金支払い債務等は清算事業

団が1998年10月１日解散したことに伴い、日本鉄道建設公団が承継した。同公団

は2003年10月１日解散し、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が承継

したため、現在訴訟の被告は同機構（以下「被告機構」という）である。

５．解雇の効力に関する被告の主張

被告は、解雇が有効であるとして次のように答弁した。

「原告らは、事業団理事長により『再就職を必要とする者として指定』された職

員であったところ(再就職促進法14条１項参照）、同法が失効する1990年４月１

日までの間（同法附則１条）において、再三にわたる事業団の再就職斡旋に応じ

ようとしなかったため、同法の失効に伴い、日本国有鉄道清算事業団就業規則22

条４号所定の『経営上やむを得ない事由が生じた場合』に該当するものとして、

1990年４月１日付をもって解雇手続がとられたものであるから、法理上『解雇権

濫用』を問擬する余地のないことはもとより、法失効に伴う上記手続後すでに12

年も経過していることをみれば、原告らの不当性は一層明らかである。」

そして､｢国鉄当時における不当労働行為なるものに係る主張については、本

件における実質的争点との関係において意味がないので、詳細に反論する必要を

認めない。」と言い切った。

６．不当労働行為を本件解雇と切断する目論み

(1) ＪＲ採用差別事件における最高裁2003年12月22日判決は、前記のとおり、多

数意見は「改革法は、採用手続の各段階における国鉄と設立委員の権限につい

ては、これを明確に区分して規定しており、設立委員自身が不当労働行為を行

った場合は別として、設立委員ひいては承継法人が労組法７条にいう『使用者』

として不当労働行為の責任を負うものではないとするのが相当である」とした。

これについては、少数意見が「あまりにも形式論に走りすぎたものといわざる

を得ない」と厳しく批判した。

(2) ＪＲ採用差別事件は、使用者として不当労働行為の責任を負うべき者は誰か

ということが争点であった。本件において被告機構は「国鉄次いで清算事業団」

と原告らの雇用関係、原告らに対する賃金支払債務等を承継したものであり、
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国鉄も清算事業団も被告機構も責任主体としては同一である。したがって、本

件においては被告は責任主体の相違を主張して、責任を免れることができない。

(3) そこで、被告は、責任を免れる理由として、再就職促進法が３年の時限立法

であり、原告らは同法の失効までに事業団の再就職斡旋に応じようとしなかっ

たためやむを得ず解雇した旨主張している。これは「国鉄、次いで清算事業団」

が行った広範かつ悪質な不当労働行為を棚上げして、法律が失効したことを理

由として責任逃れを図ろうとするものである。これはＪＲ採用者名簿不登載の

不当労働行為による違法性を再就職促進法の時限立法性を理由として本件解雇

の違法性と切断することを目論むものである。

(4) しかしながら最高裁判所は前述のとおり、｢承継法人の職員に採用されず国

鉄の職員から事業団の職員の地位に移行した者は、承継法人の職員に採用され

た者と比較して不利益な立場に置かれることは明らかである。そうすると、仮

に国鉄が採用候補者の選定及び採用候補者名簿の作成に当たり組合差別をした

場合には、国鉄は、その職員に対し、労働組合法７条１号が禁止する労働組合

の組合員であることのゆえをもって不利益な取扱いをしたことになるというべ

きであり、国鉄、次いで事業団は、その雇用主として同条にいう『使用者』と

しての責任を免れないものというべきである。｣｢ 専ら国鉄が採用候補者の選定

及び採用候補者名簿の作成に当たり組合差別をしたという場合には、労働組合

法７条の適用上、専ら国鉄、次いで事業団にその責任を負わせることとしたも

のと解さざるを得ず」として採用差別によって原告らが解雇を含む不利益な立

場におかれたことについて「国鉄、次いで清算事業団」が責任を負うことを明

確に指摘している。このように最高裁は名簿不登載の不当労働行為と解雇の違

法性を切り離すことができないことを判示している。

被告の主張は最高裁判決の判示した枠組みを超え、不当労働行為について責

任者が誰もいないという「怪談」に終わらせようとするものである。

７．実質上の期限付整理解雇

(1) 「再就職を必要とする者としての指定」措置と身分の不安定化

    ① 日本国有鉄道法29条は次のように規定していた。

  「職員は、左の各号の一に該当する場合を除き、その意に反して、降職さ

れ、又は免職されることがない。

（1）勤務成績がよくない場合

（2）心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合

（3）その他その職務に必要な適格性を欠く場合

（4）業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合」

この規定は国家公務員法78条と同様の規定であり、国鉄職員は公務員並み

に身分が保障されていることを明らかにした条項である。
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② 原告らは、国鉄が清算事業団に移行した1987年４月１日に杉浦喬也理事

長より「再就職を必要とする者」と指定された。これにつき前記最高裁判決

は、｢この措置は、事業団の職員となった者について特措法により移行日か

ら３年内に再就職を図るものとしてその間に再就職の準備をさせることと

したものであり、雇用契約関係終了に向けての準備期間を置くことを目的と

したものである。｣としている。すなわち、これは公務員並の身分を保障さ

れていた原告らを、その意に反して、清算事業団が有期契約に等しいきわめ

て不安定な身分に指定したことを意味する。最高裁判決が「雇用契約関係終

了に向けての準備期間」と判示するように、これは実質上３年の期限付整理

解雇である。

(2) 整理解雇の４要件

本件解雇は清算事業団の就業規則22条４号に基づき行われた。同規定は「業

務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合」となっており、この

規定は正に整理解雇に関する規定である。整理解雇にあたっては次の４つの要

件が必要である。

   ① 人員削減の必要性。  

   ② 人員削減の手段として整理解雇（指名解雇）を選択することの必要性。

   ③ 被解雇者選定の妥当性。

   ④ 手続の妥当性。

(3) 最近でもこれらの要件は堅持されている。菅野和夫「労働法」第７版（20

05年４月）は、整理解雇に関する裁判例の最近の傾向として、整理解雇規制を

緩和する裁判例があることを指摘しながらも、次のとおり指摘している（432

頁）。

「ただし、これらの傾向が整理解雇法理の全面的な規制緩和をもたらして

いるわけではない。厳格な４要件説を堅持している裁判例もある。４要素

説の枠組みでも、解雇回避措置や被解雇者選定の合理性に問題がある事案

では、それだけを理由に整理解雇が無効とされている。解雇回避措置につ

いても、配転・出向や希望退職者募集が使用者に期待可能な限りは尽くす

べき措置とされている。また、被解雇者選定の妥当性や協議・説明義務も

整理解雇の重要な要素として維持されている。

   総じて裁判例は、企業間競争の激化や企業再編等の新たな動向をふま

えて、整理解雇法理を適宜修正しつつ、使用者の恣意的な解雇をチェック

する姿勢を堅持しているといえよう。」

(4) 本件解雇は整理解雇の４要件をいずれも欠いている。とりわけ③と④を欠く

ことは明白である。

８．「ＪＲ採用者名簿不登載」「再就職を必要とする者としての指定」基準を開示
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せず、かつ基準に合理性がない。

(1) 「期限付き解雇」に等しい「再就職を必要とする者としての指定」の具体的

基準は何ら明らかにされていない。

国鉄は、３年後の解雇へと連続していくＪＲ採用者名簿不登載を原告らに告

知する際に、なぜ不採用となったのか、その具体的・合理的な基準とその適用

の相当性については何ら明らかにせず、原告らの所属する国労にもそれを説明

することすらしなかった。これについては北海道不採用事件及び九州不採用事

件に関する1998年５月28日東京地裁民事11部判決は原・被告に争いのない事実

として次のように摘示し、正当でないと判示している。

「承継法人に採用されなかった者（以下『不採用者』ともいう）に対しては、

国鉄が文書又は口頭でその旨を伝えたが、不採用の理由は明らかにされず、

本件救済申立対象者も、全員不採用となった。」

「前記争いのない事実等によれば、国鉄は、採用候補者の選定及び名簿の作成

について、承継法人の職員の採用は設立委員の権限に属し、国鉄には権限が

ないことを理由として、この点に関する国労からの団体交渉の申し入れを拒

否したことが窺われ、国鉄の右対応は正当とはいえない。」

(2) 「期限付き解雇」予定者選定に合理性がないことを中労委も認定

   ＪＲ各社は、労働委員会における審理において、各名簿不登載者（＝被解雇

予定者）について選定の合理的理由を一切明らかにしようとしなかった。この

ことを中労委は北海道不採用事件において次のとおり認定し、選定に合理性が

ないとした。

  「 ところで、両会社（注・ＪＲ北海道とＪＲ貨物）は、国労組合員が受けた

懲戒処分や国労組合員の行動が職員管理調書に反映することは当然であり、

その結果として、国労組合員の不採用率が、懲戒処分を受けず、かつ、これ

らの行動をとらなかった他の組合員より高いことも当然であり、その結果と

して、国労組合員の不採用率が、懲戒処分を受けず、かつ、これらの行動を

とらなかった他の組合員より高いことも当然であって、初審命令が概括的な

認定ないしは大量観察の手法を用いて本件国労組合員が不採用となったこと

を不当労働行為であると判断したのは誤りであるとも主張する。

   ａ しかしながら、同じ企業体の従業員からなる複数の集団につき、能力、

勤労意欲、勤務態度等の評価において上記の如き著しい格差を肯しうるほ

どの質的な差異は認められないのが通常であるから、この著しい格差の根

拠となる特段の事情の疎明がない場合には、上記のような著しい格差をも

って不利益取扱いを推認する根拠とすることは首肯されるべきである。

   ｂ また、職員管理調書の評定期間内に国労の方針に従い組合活動を行って

いてその後国労を脱退した者で1987年１月28日以降組織された鉄産労と
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の間においても、採用率に顕著な格差が認められる。これら鉄産労に所属

する者が、脱退した日から採用候補者名簿が設立委員会に提出された同年

２月７日までのごく短時間のうちに、同調書の評価にも反映するような実

績を挙げ、そのことによってこれほどまでの組合間格差が生じたものとは

考え難い。

   ｃ なお、両会社は国労組合員が受けた懲戒処分や国労組合員の行動を指摘

しているが、それは国労組合員一般を問題にするにとどまり、両会社が本

件国労組合員の不採用を不当労働行為に当たると判断した初審命令は誤り

であると主張するのであれば、両会社は本件不採用の相当性を個別具体的

に疎明しなければならない。

    しかるに、両会社は、初審及び再審査を通じて、国労組合員と他組合

所属の組合員との採用率の格差の合理性や本件国労組合員が両会社に不

採用となった理由について何ら具体的な疎明を行わなかった。

また、初審北海道地労委の職員管理台帳の提出要請に対して、両会社は

『かかる文書は当社には存在しない。』旨回答し、当委員会における審問

に際しても、職員管理調書の提出問題についての初審の会社側回答の確認

に対して、両会社は『再審査においてもその事情は変わらない。』旨陳述

して、これらの資料を提出しなかった。」

他の都道府県における不採用事件においても中労委は同様の判断をして

いる。

９．本件においても「ＪＲ採用者名簿不登載」「再就職を必要する者として指定」

の根拠につき被告の個別立証なし

(1) 前述のとおり、被告は本件訴訟の当初において「国鉄当時における不当労

働行為なるものに係る主張については、本件における実質的争点との関係にお

いて意味がないもので、詳細に反論する必要を認めない」と言い切った。「言

い切った」というよりもそのように「言うより仕方がなかった」であろう。原

告らについてＪＲ採用者名簿に登載せず、清算事業団発足の日に「再就職を必

要とする者として指定」した理由は、原告らが国労を脱退せず、国労組合員で

あり続けたということ以外には存在しなかった。被告にとり「もの言えば唇寒

し」で、だんまりを決め込むしかなかった。被告はだんまりを決め込み、再就

職促進法の時限立法性に逃げ込む戦術をとった。本件においても原告らは被告

に職員管理調書の提出を求めたが、被告は存在しないと言って提出しなかった。

原告らは東京地裁民事36部に職員管理調書の提出命令の申立をしたが、同裁判

所は「必要がないと考える」と述べて命令を出さなかった。ＪＲ採用者名簿不

登載・再就職を必要とする者としての指定に関する客観的に合理的な理由と社

会的相当性について、被告側の個別立証は本件訴訟においても全くなかった。
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同裁判所が提出命令を出さなかったのは、個別立証は被告の主張・立証責任で

あり、提出命令まで出して原告側が立証する必要がないという考えにもとづく

ものと理解している。

(2) 被告は最終準備書面に至り、｢国鉄による採用者名簿への原告らの不記載は

不当労働行為に当たらない」と主張したが、主張の骨子は国鉄の分割・民営化

を「国是」ともちあげた全動労不採用事件における2002年10月24日東京高裁の

判決論理そのものであった。同判決はＪＲの使用者性を肯定した上で、一方で

は「労働組合が分割民営化に異議を唱え、その組合員が組合の方針に従って活

動するということ自体は、直ちに違法とは言えない｡」とし、それを受けて「分

割民営化に反対する特定の組合を排除する目的をもって組合員の採用を拒否し

たとすれば、それは不当労働行為に当たる」と述べている。しかしながら、全

動労組合員の不採用については「国鉄が名簿登載者の決定にあたり、分割民営

化に強硬に反対する立場からの一連の行動を考慮した職員管理調書に依拠した

事は、団結権の保障と採用の自由の調和点として、不当労働行為に当たるとは

言えない」と結論づけ、論理矛盾している。しかもこの事件においても各原告

が不採用とされた事由についての個別立証は一切なされておらず、大量観察方

式等により推認された組合差別・不当労働行為に対し、ＪＲ側の反証が全くな

いまま、不当労働行為の成立を否定したきわめて乱暴な判決である（山田隆一

「全動労不採用事件東京高裁判決をめぐって」中央労働時報2003年３月号）

(3) 本件において、被告は1960年代に国労が発行した「職場闘争の手引き」をわ

ざわざ俗称「黒表紙」と言って、国労が闘争至上主義であったかのように強調

している。しかし、国労は職場規律の是正にも積極的に取り組んでおり、現に

国鉄当局も1985年12月の「第８次総点検結果について」と題する報告書の中で

職務規律について「今回徹底した実態の把握がなされた」「職場の実態を正確

に把握する補助的手段として、職場管理者から無記名アンケート調査を行った」

「現場長、助役を含めて18,656人が回答を寄せてくれたが、殆どは是正が完了

している」と総括している。被告が1960年代の手引きをことさら強調して引用

するしか証拠がないほどに、国労組合員を不採用とする合理的事由が存在しな

いのである。

(4) 組合差別・不当労働行為を決定的に裏付けるものは1987年２月７日の名簿登

載直前の脱退者との比較である。中労委は「職員管理調書の評定期間内に国労

の方針に従い組合活動を行っていてその後国労を脱退した者で1987年１月28

日以降組織された鉄産労との間においても、採用率に顕著な格差が認められる。

これら鉄産労に所属する者が、脱退した日から採用候補者名簿が設立委員会に

提出された同年２月７日までのごく短時間のうちに、同調書の評価にも反映す

るような実績を挙げ、そのことによってこれほどまでの組合間格差が生じたも
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のとは考え難い。」と指摘した。脱退した者のうち相当数はその直前まで国労

の中心的存在として国鉄分割民営化に率先して反対した者である。一方原告ら

の多くは単なる一組合員であり、闘争の主導的役割を果たしていなかった。懲

戒（労働）処分も脱退者の方が総じて重い。それにもかかわらず、脱退者はＪ

Ｒに採用され、原告らは採用されず、清算事業団において「再就職を必要とす

る者としての指定」を受けた。その理由は唯一つ、原告らが国労の組合員であ

り続けたということしかあり得ない。個々の原告らに真実職場規律違反が著し

かったのであれば、被告は個別に当該行為を主張・立証するべきであるが、で

きなかった。

(5) 中労委は初審命令を変更し、ＪＲ各社に対し改めて、「日本国有鉄道退職希

望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法の

失効に伴い平成２年４月２日に申立外日本国有鉄道清算事業団からの離職を余

儀なくされた者であって、本命令交付後ＪＲ各社にその職員として採用される

ことを申し出たものの中から、日本国有鉄道改革法23条第１項の規定によりＪ

Ｒ各社の設立委員の提示した職員の採用の基準等を参考としてＪＲ各社が改め

て公正に選考し、その結果採用したものとして取扱い、本命令交付日から３年

以内に就労させなければならない。」と命じた。

   このように初審命令よりもＪＲ各社に配慮した中労委命令が出されたにもか

かわらず、ＪＲ各社及び清算事業団はこの命令を素直に受け止めず、公正な選

考のやり直しを全く行わなかった。この中労委命令は、ＪＲ各社や清算事業団

に中労委が与えた個別反証のチャンスであったが，ＪＲ各社及び清算事業団は

これを反故にし、個別反証の機会を放棄した。したがってその不利益はＪＲ各

社及び清算事業団が負うべきが当然であり、原告らが不利益を受ける筋合いで

はない。ＪＲ各社や清算事業団が選考やりなおしを行わなかった理由は明白で

あり、やりなおせばやりなおすほど選考基準の不公正さが露呈するからである。

(6) 2003年５月の労働基準法の改正により、18条の２が新設され、「解雇は、客

観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、そ

の権利を濫用したものとして、無効である。」と明記された。これは定着した

判例法理を明文化したものであるが、「客観的に、解雇に合理的理由があり、

社会通念上相当である」ことの主張・立証責任は事業主側が負うことが裁判実

務である。18条の２新設にあたっても、事業主側に主張・立証責任があること

に変わりがないことは衆・参議院の厚生労働委員会において附帯決議がされ、

確認されている。本件においては、被告は再就職促進法が時限立法であること

を主張するのみで、原告らを解雇するに足りる合理的理由も社会的相当性も全

く主張・立証しない。したがって、解雇権濫用に関する一般法理から言っても

本件解雇は当然に無効である。



10

10．組合差別と国鉄改革法・再就職促進法

(1) 国鉄改革法にしろ、再就職促進法にしろ、組合差別がないことを前提とし

て立法化された。1987年当時、国鉄に余剰人員は存在せず、国労を解体するた

めに無理矢理「余剰人員」なるものがねつ造された。仮に余剰人員があったと

しても、ＪＲへの採用・不採用の振り分けは合理的基準で公正に行われなけれ

ばならない。公正な基準で振り分けられ、不採用者が再就職を必要とする者と

して指定されたのであれば、それは適法な施策と言える。しかしながら、露骨

な組合員差別の結果、原告らは国労組合員に属するという、ただそれだけのこ

とを理由として、ＪＲの採用者名簿に登載されず、「再就職を必要とする者」

として指定された。したがって指定そのものが不当労働行為である。

(2) 清算事業団が行った再就職促進活動について、国労を脱退した者が優先し

て地元ＪＲに追加採用されるなど、再就職促進行為の場においても新たな不当

労働行為を重ねている。清算事業団は不当労働行為を行った当事者たる国鉄の

承継者として、また、ＪＲ各社の100％親会社という立場にある者として、地

労委や中労委からＪＲ各社に原告らの救済命令が出された段階で、その名宛人

がＪＲ各社であったとしても、国鉄や清算事業団は度重なる不当労働行為を謙

虚に反省し、是正措置をとり、ＪＲ各社に採用を要請する義務があった。

露骨な組合員差別により、ＪＲへの採用の途を閉ざし、原告らを不安定な身

分においた「国鉄、次いで清算事業団」が自らの非を認めないで「再就職をお

手伝いしましょう」と言っても、まやかしでしかなく、現に清算事業団で行わ

れた再就職促進事業なるものは形だけのものであった。各地労委は、1988年11

月以降次々と原告らの救済命令をＪＲを名宛人として出しており、清算事業団

はこの命令を厳粛に受け止め、国鉄時代に行なわれた不当労働行為の是正を図

るべきであった。「原告らは再三にわたる事業団の再就職斡旋に応じようとし

なかった」旨の被告の主張は、非があるのは誰かという本質を隠蔽し、黒を白

と言い張って責任を逃れようとするものである。不当労働行為を是正せずにな

された本件解雇が解雇権の濫用に該当することは当然である。

11．この裁判で問われているのは司法そのものである

(1) ＪＲ採用差別事件における、東京地裁、東京高裁、最高裁の一連の判決は、

明白な不当労働行為による明白な差別が存在するにもかかわらず、裁判所が従

来うち立てた複数組合に対する中立主義の理論に目をつぶり、法律の悪しき文

言解釈に沈潜して、国鉄当局の違法行為を容認したものである。中曽根内閣の

主導の下、国会が国鉄改革８法を制定し、中曽根内閣の強引な後ろ盾のもとで

国鉄当局は国労組合員を採用差別の上、解雇した。原告らが最後の頼みとした

司法は国鉄改革法の形式的文言解釈に拘泥して、国鉄労働者の救済を拒絶した。

立法・行政・司法がよってたかって空前の規模の不当労働行為を推し進めたと
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言っても過言ではない。とりわけ司法の信頼が著しく損なわれた。

(2) 本件において裁判所は最高裁判所の「そうすると、仮に国鉄が採用候補者の

選定及び採用候補者の名簿の作成に当たり組合差別をした場合には、国鉄は、

その職員に対し、労働組合法７条１号が禁止する労働組合の組合員であること

のゆえをもって不利益な取扱いをしたことになるというべきであり、国鉄、次

いで事業団は、その雇用主として同条にいう『使用者』としての責任を免れな

いというべきである」旨の判示にそって、被告に明確な責任を負わせなければ

ならない。

(3) 1970年代に日本の司法が変質したと言われて久しい。1960年代に憲法28条を

尊重した一連の判決が下級審でも最高裁でも出されたことに、時の政権党と経

済界が危機感をいだき、本来手をつけてはならない聖域というべき司法人事に

露骨に手をつっこんだ。それまでは政権党も経済界も司法人事に手をつっこむ

ことにためらいがあった。1970年代以降政権党は、内閣による最高裁裁判官の

任命権、指名権（憲法６条２項、79条１項）を悪用して、露骨に司法に干渉し、

最高裁からハト派裁判官を追い払い、タカ派裁判官を選んで送り込んだ。三権

分立の重要性を理解しない政治家たちは、司法の独立をおびやかすことによっ

て国民が受ける不幸に思いをいたすことよりも、目先の利益を優先させた。残

念なことにこれら愚かな政治家たちに対し、裁判所の側に司法の独立をかかげ

て敢然と立ち向かう姿勢が乏しかった。むしろ裁判所内部が自己規制を働かせ、

司法行政権・司法人事権をてこに、下級審裁判官を締め付けたことは法曹界で

は公知の事実である。それまでは憲法に忠実に国民の基本的人権を守る裁判官

が裁判所内でも重みをもち、かつ、そのことが裁判所を輝かせていたが、その

ような裁判官は家庭裁判所や地方の小さな支部に配属せられ、行政事件・労働

事件に携わることもできなくなった。当時裁判所内の思想・信条による差別と

言われ、あるいは司法の反動化と言われたが、以来30数年がたった。30数年間、

行政寄り・企業寄りの判決が続き、国民の間で日本の裁判所は国民の基本的人

権の守り手ではないという諦めに似た認識が定着しつつある。

(4) 現に、目にするもの・耳にするものは、国民や外国人の請求を冷たく切って

捨てる判決ばかりであり、国民や外国人の基本的人権を守る判決がいかに少な

いことか。同じ司法に携わる者として悲しい現実である。30数年の間に裁判所

内の思想・信条による差別と言われた事件も風化し、タカ派的判決が当たり前

となってしまった。憲法に基づき国家の行為を疑うという、裁判官として本来

保持すべき基本的思考回路を長年の間に欠落してしまい、国家（行政）の行う

ことは本来正しいものという思いこみに基づいた判決が圧倒的多数になってし

まった。憲法は「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職務を行ひ、

この憲法及び法律のみに拘束される。」と規定しているが（76条３項）、この
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規定が有名無実化しつつある。

(5) かすかな明るいきざしとして1970年代以降の司法の変質について裁判所の内

部にも反省の機運がある。司法人事の透明化・公正化を図るべく一定の努力が

積み重ねられている。司法の現状に心を痛めている裁判官も決して少なくない

ことも事実である。目先のことしか考えない政治家や経済界にこれ以上司法に

手をつっこませないためにも、私たち国民は憲法に忠実に職務を全うしようと

する裁判官を守り、育てていかなければならない。現在唱えられている「司法

改革」は、国民に対する法的サービスの充実ということが強調されているもの

の、「国民の基本的人権を守る司法への改革」という本質が抜け落ちている。

アメリカ合衆国では大統領による連邦最高裁判所裁判官の任命には上院の承認

が必要であるが、我が国においては内閣による最高裁判所裁判官の指名・任命

につき、国会の承認を要件としていない。そのため、政権党による司法の密室

支配がいつでもまかり通る素地がある。

(6) さて本件に立ち戻ると、中曽根内閣が目論んだとおり、国労を解体し総評を解

体した結果、わが国には労働基本権を守って闘う労働組合がほとんどいなくな

った。この現実のもとでかつては遠慮がちであった日本を代表する大企業も労

働者の解雇を悪びれもなく実行している。多くの労働者は雇用不安に怯えなが

ら、なすすべもなく経営者の動向に左右されている。司法人事に露骨に干渉し、

司法の右傾化を実現した政権党にとり、国鉄の職員人事を思いのままに変える

ことはある意味では容易いことだったのであろう。

(7) 司法が憲法27条・28条の視点から、国民の基本的人権を守る姿勢を堅持しな

い限り、行政や経済界の暴走は止めようがない。本件は最高裁判所の多数派の

判示にそったもので、原告らに残された唯一の救済の途である。裁判所が仮に

もこの訴訟の請求を棄却するようなことになれば、日本には司法が消滅したと

評価されても仕方がないであろう。日本の司法の信頼回復のためにも労働者の

基本的人権を回復する判決が言渡されなければならない。この裁判が日本の司

法が現在よりも少しでも良い方向へ向かう分岐点となってほしいと願わざるを

得ない。


