パワーハラスメント
政府が働き方改革を進めていく中で、再びクローズアップされてきたパワーハラスメント、いわゆ
るパワハラ。2015 年に電通の新入社員が長時間労働を原因として自殺をしたという痛ましい事件は
記憶に新しいところですが、要員の一つにパワハラがあると指摘されているのはあまり知られてい
ないところです。
厚生労働省が行った平成 28 年の調査によると、過去の 3 年間にパワハラを受けたことがあると回答
した従業員は 32.5％にも上ります。しかし、パワハラを受けたことがあると答えたうち「何もしな
かった」人は 40％になります。主な理由は「何をしても解決にならないと思ったから」や「職務上
の不利益が生じると思ったから」となっており、多くの人が会社に相談しても何もしてくれないだ
ろうと考えており、会社に相談すると何か不利益になるのではないかと心配している心理がうかが
えます。
今回はそんな社会問題にもなりつつあるハラスメントの 1 つ、パワハラについてみていきます。

1. パワハラって??
パワーハラスメントの定義として、厚生労働省は、『同じ職場で働くものに対して、職務上の地位や
人間関係などの職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与える又
は職場環境を悪化させる行為を言う。』としています。
『業務の適正な範囲を超えて』いること。
例えば上司の命令が部下にとって不快に感じるものであってもすぐにパワハラと断定される
わけではありません。上司の命じた内容が仕事上必要なことであり、業務の適正な範囲内で
あれば問題ありません。
『職場内の優位性を背景に』していること。
パワハラは上司から部下に対して圧倒的に多く行われています。通常は上司のほうが部下よ
りも優位性を持っているからです。

2. パワハラの代表例
① 身体的な攻撃
殴る、蹴る、叩くといった暴力行為はもちろんパワハラになり得ます。
② 精神的な攻撃
脅迫や名誉毀損、侮辱、酷い暴言などの精神的侵害はパワハラの典型例と言えます。
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③ 人間関係からの切り離し
無視、隔離、仲間はずれにするなどの行為も、度が過ぎるとパワハラに該当する可能性があり
ます。仕事を教えない、席を隔離する、やっている内容は非常に幼稚です。
④ 過大な要求
業務上明らかに達成不可能なノルマを課すことで、相手の職場環境が害されている場合は過大
な要求としてパワハラに該当する可能性があります。更には、達成できなければ、怒鳴る、殴
るなどの他のタイプのパワハラとも併用されます。
⑤ 過小な要求
一方、程度の低い単調な作業を与え続けることも、これにより相手の職場環境が害されている
場合はパワハラに該当する可能性があります。
⑥ 個の侵害
プライベートな内容に過剰に踏み入ってくる行為も、相手に精神的苦痛を与えたり職場環境を
害することがあればパワハラと言えるでしょう。なお、女性に対して個の侵害を行なうと、セ
クハラともなる可能性もあります。

3. パワハラの判断基準は…ヾ(ーー;)
これまではパワハラの定義を見てきました。定義といっても明確な判断基準ってないのと思われるか
もしれません。そもそもパワハラは発生した状況や被害者・加害者の関係性、被害者側がどのように
感じたのか等を総合的に判断しなければならないため、白黒つけるのが難しいのが現状です。しか
し、判断基準を項目ごとに整理し、「これは当てはまるだろうか？」と一つ一つ確認していくことで
多少なりとも問題を分かりやすくすることが可能です。
① どのような行為を受けたのかまとめましょう
どのような行為を受けたのか、その具体的な内容を書き出してみましょう。さて、その行為
は、労働法規に違反していますか？または、刑法に抵触しますか？
傷害罪、暴行罪、名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪といった罪に問われる行為の場合もあります。
② 時間的な経緯を整理しましょう
多くの場合、パワハラは単発ではなく継続的に繰り返され、徐々に行為がエスカレートしてい
くものです。あなたが受けている行為は、どのくらい前から続いているのでしょうか？
また、徐々に悪質になってきていると感じることはないでしょうか？（もちろん、暴力行為は
1 発でパワハラになります！！）
③ 心理面について見極めよう
同じ行為であっても、行為者と被害者の心理面の有りようによって、パワハラに該当する場合
と該当しない場合があります。行為者に悪意があるか・ないか、反省しているのか・していな
いのか、また、被害者が精神的にダメージを受けているのか・いないのか…。これらは、目で
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見て判断するのが難しい分、見極めるのは非常に困難です。対話を重ねて判断するということ
になるでしょう。
④ 状況要因はどうだったか整理しましょう
行為者と被害者の間には、どのような関係が成立していたのでしょうか？上司と部下という関
係は最も分かりやすい例ですが、その他にも、学歴の高い者と低い者、早く入社した者と後か
ら入社した者、正社員と派遣社員…等々、職場には様々な力関係が成立しています。行為の背
景にある「力関係」、そして、それを生みだした環境を見ていくことで、それがパワハラかど
うかの判断につなげることが可能です。

4. 事例で見るパワーハラスメント
では具体的にはどのようなケースがパワハラに該当するのでしょうか。人事院のパワーハラスメント防
止ガイドブックに具体例が掲載されていましたので、ご紹介します。
【事例１】
上司Ａは、部下に対して、間違いをすると、「こんな間違いをするやつは死んでしまえ」、「おまえ
は給料泥棒だ」などと暴言を吐く。部下が謝っても許してくれず、むしろ「存在が目障りだ。おまえ
がいるだけで皆が迷惑している」など、暴言を吐き続けることもある。
【事例２】
上司Ｂは、普段からおとなしいある部下の性格を何かにつけて面白おかしく取り上げ、「君はネクラ
だ」、「もっと明るい顔をしろ」などと言っている。この間もその部下が会議でプレゼンをしたと
き、何度か資料の読み間違いなどをしたことについて、発表の方法等を指導せずに、「君のプレゼン
が下手なのは、暗い性格のせいだ。何とかしろ」などと言った。
・ 部下に暴言を吐くことは、職場の内外を問わず、懇親会の席などざっくばらんな 雰囲気の場で
も、許されるものではありません。
・ 厳しく叱ることも部下を指導する上で時には必要ですが、その場合も言葉を選ん で、適切に対応
することが必要です。
【事例３】
上司Ｃは、ある部下の作った資料に誤字があることを見つけたが、その部下は過去にも誤字等のミス
をしたことがあったため、「なぜこのようなミスをしたのか。反省文を書くように」と言った。そこ
で、その部下がミスをした理由や今後十分に注意すること等を記載した反省文を作って提出したとこ
ろ、Ｃは、「内容が物足りない。も っと丁寧な反省文を書いて署名・押印しろ」などと言って三日
間にわたって何度も書き直しを命じ、指示どおりの反省文を提出させた。
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【事例４】
上司Ｄは些細なミスに対して執拗に非難する。この前も、班内会議で使う資料にペ ージがついてい
なかったことについて、資料を作成した部下に対し、「お前は小学生か！」、「仕事のやり方が本当
に下手だ！」などと皆の前で起立させたまま、大声で長時間 叱責し続けた。
・ 部下は上司に対して、正面きって反論しづらい立場にあることを理解し、ミスに は、必要な範囲
で、具体的かつ的確に指導することに心がけることが必要です。
・ 部下の立場も考えて、できる限り人前で叱らないようにするなどの配慮も必要で す。
【事例５】
上司Ｅは部下の意見が気に入らなかったりすると、しょっちゅう、椅子を蹴飛ばし たり、書類を投
げつけたりする。この間も、部下の目の前で、分厚いファイルを何度 も激しく机に叩き付けてい
た。職員は皆萎縮して、仕事の相談ができる雰囲気ではな く、仕事が全然進まない。
【事例６】
上司Ｆは、職員の業務上の意見に対し、自分の意向と違う時は意に沿った発言をす るまで怒鳴り続
け、また、自分自身にミスがあると有無を言わさず部下に責任を転嫁 する。そうした言動が原因で
体調を崩した部下が入院することとなったため、その部 下がそれを報告したところ、「おまえの日
ごろの健康管理が悪いからだ。そんなこと で休むな」と怒鳴られてしまった。
・ 業務に関する言動であっても、その内容や態様等が威圧的にならないよう注意し てください。
・ 仕事に対する姿勢や日常の振る舞いが「パワーハラスメント」の土壌となるこ とがあります。
【事例７】
上司Ｇは、職場に異動してきたばかりの係員の部下に対し、正当な理由もなく、こ れまで３名で行
ってきた大量の申請書の処理業務を未経験のその部下に全部押しつけ、期限内にすべて処理するよう
厳命した。このような状況が続き、申請書の処理が滞留したため、その部下が「私にはもう無理だ」
と訴えると、「おまえに能力がない からだ。期限内に一人で処理しろ」と激しく責め、聞き入れな
かった。
【事例８】
上司Ｈは部下に対して、毎週のように土曜日や日曜日に出勤することを命じ、自ら も出勤し、部下
の作った書類のチェックや打ち合わせなどをする。そのような勤務は Ｈの係だけであり、仕事の内
容も翌週の平日にできるようなものなのだが、意見を言 うと、「出勤の必要があるかどうかは自分
が判断する」と言うだけである。
・ 明らかに実現不可能な業務や自分の趣味による無駄な仕事の強要は、言うまでも なく許されませ
ん。
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・ 部下に対し、非常に大きな負担をかける業務などを命じる場合には、必要に応じ、 部下にその理
由を説明するなどフォローが必要です。
【事例９】
上司Ｉは、ある部下について仕事ができない人間だと決めつけ、何の説明もなく役職に見合った業務
を全く与えず、班内の回覧物も回さない。この間も、その部下が何か仕事を与えてくれるよう相談し
たら、自分の机にたまたま置いてあった書類を手に取って「これでもコピーしておけ」と命じただけ
であった。
【事例１０】
上司Ｊの職場は残業が多いことから、先月、ある部下が業務改善に関する提案を自主的に作成して提
出したところ、「要らないことをするな」と突き返された。それ以降、Ｊは、「あいつとは相性が合
わない」と言って、その部下に仕事を与えなくなり、本来の仕事すら他の同僚にさせるようになっ
た。
・ 部下には差別なくその能力や役職等に見合った仕事を与える必要があり、合理的な理由なく仕事
を与えないことは許されません。
・ 業務上の意見を言ったことなどを理由に、仕事を与えないなどのペナルティを科すのは権限の濫
用に該当します。
【事例１１】
上司Ｋは部下に対して、毎日のように昼休みに弁当を買いに行かせたり、週末には家の掃除をさせた
りする。皆嫌がっているのだが、断ると、怒鳴ったり、仕事上のペナルティをちらつかせるので言い
なりになっている。
【事例１２】
上司Ｌは、ある部下が自分の住んでいるマンションよりも良い物件を賃借していることをねたみ、そ
の部下に対し、「上司より立派なマンションに住むとは何事だ」とか「もっと安いところに住まない
と地方に異動させるぞ」などと言い続けたので、その部下はやむを得ず、別の安い物件に転居した。

・ 部下に私事を命じるのは明らかに不適当な命令です。
・ 部下に対して合理的な理由がないのに、仕事以外のことに執拗に干渉しない態度が必要です。

5. 誰に相談すればいいの？
「もしかして、自分が受けている行為はパワハラなのでは？」そう気づいたときに誰に相談すればいい
のでしょうか？
① 家族・友人・知人 または 総合労働相談コーナーに相談。
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② 信頼できる同僚、上司に相談。
③ 社内の相談窓口に相談。
この順序で相談するのが良いと思います。①まずは社内の事情を知らない人に相談してみましょう。社
会一般常識にてらしてみて受けている行為は常識外れなのかを客観的に見てもらうことができます。も
し、「自分にも悪いところがあるのでは？」と考えていた人にとっては、自分は悪くないんだ、と再確
認もできると思います。
②社外の人の意見を聞いて、「やっぱり自分は悪くない！」と確信したら、今度は社内の人の意見をき
いてみましょう。その際、気心の知れた同僚や職場先輩に相談し、その段階で何らかの改善が図られる
のであれば、協力をお願いして行動を起こしてもよいと思います。それでも解決が難しいようなら課長
級の上司に相談してみましょう。常識のある人でしたらきっと協力してくれるでしょう。
③最近では大企業を中心に社内に専用の相談窓口を設けている会社が増えてきています。こうした窓口
は人事部の管轄としてシステム化されていることも多く、中立な立場で社内の人間関係トラブルの調整
に当たっています。もしもお勤めの会社にこのような相談窓口がある場合はぜひ活用してみてくださ
い。

6. パワーハラスメントの法的責任は?
① 加害者の民事上の責任
加害者は、民事上の責任(不法行為)として損害賠償を請求されます。金額は慰謝料として 50 万円
から 300 万円になることが多く、被害者がパワハラによって疾病を発症したり、自殺したりした場
合はこのほかに、逸失利益を請求される可能性があります。
② 加害者の刑事上の責任
パワハラが暴行罪や傷害罪にあたる場合には、加害者は、懲役や罰金などの刑事責任を負うことに
なります。
③ 企業の責任
パワハラは加害者当人のみの問題だけでなく企業としても責任を負うことになります。
使用者の行為が労働者の権利を侵害し損害を発生させた（人格権侵害、精神的苦痛等）と認められ
れば、不法行為責任（民法 709 条）が問われます。さらには、労働契約上負っている安全配慮義務
（労働契約法第 5 条）に違反しているとして、債務不履行責任（民法 415 条）を問われることが
あります。職場におけるパワーハラスメントについては、事業主に具体的な措置を義務付けた法律
はありませんが、厚生労働省で現在事業主に法的な措置義務を課すことを検討していることから
も、企業にはパワーハラスメントに対して適切に対応する雇用管理の責任があるといえます。
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コーナー名
千葉労働局

所在地
〒260-8612

総合労働相談コーナー

千葉駅前

〒260-0028

総合労働相談コーナー

電話番号
千葉市中央区中央４－１１－

043-221-2303

１

(FAX)

千葉第二地方合同庁舎

043-221-2308

千葉市中央区新町３－１３

フリーダイヤル

千葉ＴＮビル４階

0120-250650
043-246-4121

千葉

〒260-8506

総合労働相談コーナー

千葉市中央区中央４－１１－

043-308-0671

１
千葉第二地方合同庁舎
千葉労働基準監督署内

船橋

〒273-0022

総合労働相談コーナー
柏

〒277-0005

柏市柏２５５－３１

04-7163-0245

柏労働基準監督署内
〒288-0041

総合労働相談コーナー
木更津

047-431-0182

船橋労働基準監督署内

総合労働相談コーナー
銚子

船橋市海神町２－３－１３

銚子市中央町 8－16

0479-22-8100

銚子労働基準監督署内
〒292-0831

総合労働相談コーナー

木更津市富士見２－４－１４

0438-22-6165

木更津地方合同庁舎
木更津労働基準監督署内

茂原

〒297-0018

総合労働相談コーナー
成田

総合労働相談コーナー

0475-22-4551

茂原労働基準監督署内
〒286-0134

総合労働相談コーナー
東金

茂原市萩原町３－２０－３

成田市東和田５５３－４

0476-22-5666

成田労働基準監督署内
〒283-0005

東金市田間６５
東金労働基準監督署内

女性相談員がいます
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0475-52-4358

7. 最後に
上で紹介した具体例はかなり過激な発言ばかりなので明らかにパワハラに該当しそうだな、ということ
はわかると思いますが、実際はもっとあいまいな発言や行為があった場合にパワハラに該当するのか、
というのは客観的にみてどうなのか、がポイントになってきます。
裁判でパワハラ被害が認められるケースが増えてきている現在では、この深刻な現実と向き合わなけれ
ばならないのは、被害者ではなくむしろ加害者や企業側なのかもしれません。なぜなら企業の大幅なイ
メージダウンになってしまうからです。

小堀健太郎
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