
日弁連総第１７号

２０１３年（平成２５年）５月２３日

中央労働委員会

会長 諏 訪 康 雄 殿

日本弁護士連合会

会長 山 岸 憲 司

勧 告 書

当連合会は，Ｘ労働組合申立てに係る人権救済申立事件（２０１０年度第４３号

人権救済申立事件）につき，貴委員会に対し，以下のとおり勧告する。

第１ 勧告の趣旨

貴委員会は，平成２２年（２０１０年 （不再）第○号Ｙ不当労働行為事件に）

おける審問期日において，申立人組合員証人に腕章を外すよう指示し，申立人が

腕章着用禁止の措置に従わないことを理由として審問を中断し，また，証人採用

の取消しを示唆した。

憲法２８条，国際人権（社会権）規約８条は勤労者の団結権を保障しており，

腕章の着用は労働組合の団結権の行使でもあり，組合として団結を表明する表現

行為である。労働者個人においても組合に所属するという自己決定を対外的に表

。 ， （ ）明する重要な表現行為である その表現の自由は憲法２１条 国際人権 自由権

規約１９条，２２条でも保障された権利であり，腕章着用を禁止する措置は，労

働者・労働組合の団結権及び表現の自由を侵害するものであり，その措置に従わ

ないことを理由に審問を中断したことは，憲法２８条の労働基本権の保障を具体

化した労働組合法７条，２７条の規定する不当労働行為救済を申し立て，労働組

合の審理を受ける権利を侵害するものである。

さらに，腕章着用と証人採用あるいは採用取消の必要性は無関係であるにもか

かわらず，一旦採用された証人の採用を取り消すことは，上記の人権侵害に該当

する上に，労働委員会規則の解釈を誤ったものである。

よって，当連合会は，貴委員会に対し，腕章着用禁止の指示を止めること，及

び，その指示に従わないことによる証人採用の取消し及び調査・審問の中断・遅

滞を招かないようにすることを勧告する。

第２ 勧告の理由

別紙「調査報告書」のとおり。
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中央労働委員会による腕章着用禁止に関する人権救済申立事件

調査報告書

２０１３年 ５月 ９日

日本弁護士連合会

人権擁護委員会
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事件名 中央労働委員会による腕章着用禁止に関する人権救済申立事件（２０１０

年度第４３号事件）

受付日 ２０１０年１２月２０日

申立人 Ｘ労働組合

相手方 中央労働委員会

第１ 結論

中央労働委員会に対し，別紙のとおり勧告するのを相当とする。

第２ 申立の趣旨

中央労働委員会（以下「相手方」又は「中労委」という ）が，申立人組合証。

人の腕章着用を理由として，２０１０年（不再）第○号Ｙ不当労働行為事件の審

問を中断し，腕章を外さなければ証人採用を取り消すなどの腕章着用禁止の措置

をとったことにより，申立人の人権が侵害された。

よって，申立人の腕章着用を理由として人権侵害が為されぬよう警告を発する

ことを求める。

第３ 申立の理由

１ 事案の概要

２００９年１月２０日，申立人は株式会社Ｙ（以下「Ｙ」という ）を被申。

立人としてＺ県労働委員会に対し，①団交開催，②陳謝文の掲載を求める不当

労働行為救済申立をした。

２０１０年１月２２日，同委員会は，陳謝文の交付を命ずる一部救済命令を

発した。

同年２月１５日，Ｙは相手方に対し再審査申立をした（２０１０年（不再）

第○号事件 。）

同年１０月１３日，上記再審査申立事件の第１回審問の席において，Ａ審査

委員が，申立人組合員証人に対し，腕章を外すよう指示し，これに従えないな

ら審問を中断するとして，審問を中断した。

再開後の審問において，同じＡ審査委員が，再び腕章を外すように指示し，

従わないようであれば，証人採用取消，ひいては結審ということもあると示唆

する発言（以下「Ａ発言」という ）をした。。

， ） ，同年１１月２０日 申立人組合は相手方である中央労働委員会 会長宛てに

Ａ発言を撤回するよう抗議書を発した。
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しかし，相手方はこれを黙殺し，２０１１年２月２３日，第２回審問が開催

された。

そこでも相手方から証人に対する腕章着用禁止の指示は維持され，腕章をし

たままでは証人採用を取り消すとの姿勢であったため，やむを得ず証人は腕章

を外し，リボン着用のまま証人として証言をした。

同年８月３１日，相手方より会社側の再審査申立てを棄却する組合側勝利と

なる命令が出された。

２ 違法性

(1) 腕章着用禁止は 「公益委員会議の申し合わせあるいは決定」に基づくも，

のと称しているが，この「決定」及び審問の中断，証人採用取消には法的根

拠がない。

「 」 ，「 」 ，相手方には 規則制定権 があるが 決定 は制定された規則ではなく

労働組合を拘束するものではない。

(2) 腕章着用禁止は，憲法及び国際人権（社会権）規約で保障された労働者の

団結権を侵害する。

(3) 労働委員会規則で定められている「３０日以内の審問の開始 （労働委員」

会規則４１条の６ 「遅滞ない審査の実施 （同規則３５条１項）に違反す）， 」

る。

３ 人権侵害性

(1) 労働者の労働基本権回復を求める権利と，救済を求める権利が侵害されて

いる。

(2) 腕章の着用禁止自体が，労働者の団結権及びそれを表明する権利，自己表

現の自由を侵害する。

第４ 調査内容及び調査結果

１ 申立人への照会（２０１１年８月３日付け）

(1) 照会内容

（ 「 」 。）① ２０１０年１０月１３日実施の第１回審問 以下 第１回審問 という

以降の期日の進行

② 「腕章」の色，形状等について

(2) 申立人からの回答（２０１１年９月５日付け）

・照会内容①について

２０１１年２月２３日に第２回審問が開催された。

・照会内容②について
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相手方委員からは，証人に対して，腕章着用禁止の指示を維持され，申

立人が「 腕章をしたままでは）証人採用を取り消すということですか」（

と問うと「はい」と言われ，やむを得ず，腕章を外しリボン着用のまま証

言をし，審理が続けられた。

２０１１年８月３１日，相手方からは使用者側の再審査申立を棄却する

命令が出た。

２ 相手方（中労委）への照会（２０１１年１１月１１日付け）

(1) 照会内容

① 第１回審問期日において，申立人が主張する事実の存否。

② 腕章を外すよう指示したこと，審問を中断したこと，証人採用を取り消

すとの措置についての必要性及び法的根拠。

(2) 相手方からの回答（２０１１年１２月９日付け）

・照会内容①について

相手方審査委員が，申立人申請の証人（組合員）に対して，腕章着用禁

止の趣旨を述べて腕章を外すように指示したが，同証人が腕章を外さなか

ったため，腕章をしたままの証言は認められない旨述べて，対応を協議す

るために審問を中断した事実はある。

審問を再開し，相手方審査委員が，申立人側に対して，証人は腕章を外

して尋問に臨むよう検討を求め，協力できない場合は，証人の採用取消も

あり得ることを述べた事実はある。

・照会内容②について

ア 証人に対して腕章を外すよう指示した根拠について

審査手続の中立，公正を保つため，審問廷の秩序維持に必要な措置と

して行ったものである。

（根拠法令）労働組合法２７条の１１

労働委員会規則４１条の７第７項

イ 腕章の着用又は指示に従わない場合の審問の中断について

審査は中労委会長（審査委員）が指揮して行うこととされ，審問廷の

秩序維持に必要な措置として，審査委員が証人に腕章を外すよう指示し

たが，証人がその指示（審査指揮）に従わないため，そのままでは審問

の中立・公正を欠き，審問の続行が困難と判断したものである。

（根拠法令）労働組合法２４条の２第４項，同２７条の１１

労働委員会規則３５条２項，同３７条，同４１条の７第７項

ウ 証人の採用取消について
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中労委会長（審査委員）は，当事者が申し出た証拠で必要でないと認

めるものは取り調べることを要しないとされている。審問における証人

の証言に際しての腕章の着用は，審問の公正を確保する観点から認めて

おらず，腕章の不着用を求め，これに従わない場合には，当該証人の採

用を取り消すことがあるとしているものである。

（根拠法令）労働委員会規則４１条の９第３項

３ 相手方（中労委）への再照会（２０１２年６月２８日付け）

(1) 照会内容

① 腕章不着用の確約が得られなくとも，調査期日及び審問期日を指定する

との取扱いがなされていたか。

② 腕章を着用したまま，審問及び調査の期日が実施されたことはあるか。

ある場合，２０１２年３月３１日までに何件実施されたか。

③ 腕章着用により，審査手続及び審問廷の中立公正，秩序維持に問題が生

じたことはあるか。

④ 腕章に替えてリボンを着用したことにより，審査手続及び審問廷の中立

公正，秩序維持に問題が生じたことがあるか。

(2) 相手方からの回答（２０１２年７月２４日付け）

・照会内容①について

腕章不着用の確約が得られない場合でも期日を指定する取扱いは，調査

については平成９年（１９９７年）１０月から，審問については平成１２

年（２０００年）４月１９日から行っている。

この取扱いは，公益委員会議において申し合わせられたものである。

・照会内容②について

実際に腕章を着用したまま，審問及び調査が実施された事例はあるが，

その件数については，正確に把握していない。

・照会内容③について

把握していない。

・照会内容④について

委員からの問題提起はなかった。

４ 申立人への再照会（２０１２年６月２８日付け）

(1) 照会内容

① 相手方の調査期日及び審問期日において，過去に腕章を着用したまま審

問及び調査の期日が実施された事例があるか。

② 地方労働委員会における調査期日及び審問期日において，腕章着用が禁
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止された事例あるいは腕章着用により審問期日が実施されない等の運用が

なされた事例があるか。

③ 腕章着用のまま調査期日等が実施された場合に，相手方委員（地労委委

員も含む ）あるいは使用者側から，審査手続の中立・公正さ又は審問廷。

の秩序維持に問題が生じた等の意見が寄せられたことがあるか。

(2) 申立人からの回答（２０１２年７月２９日付け）

・照会内容①について

申立人組合においては，２０１０年（不再）第３６号及び第３７号不当

労働行為事件において実施された調査の席において，腕章を着用したまま

調査を実施した。本件は，その後和解が成立したことにより，審問に至ら

なかった。

申立人以外の組合においては，下記事例を把握している。

ⅰ 審査委員から腕章を外すよう求められ，組合が着用のまま続行を主張

すると，委員からは「指揮に従ってもらえないのは残念だが，審査を進

めるために，このまま進める。今後協力されることを期待する 」と言。

， 。 ， ， ，って そのまま続行した 結局 証人席では腕章を外したが 補佐人席

傍聴席では腕章を着用した （２件）。

ⅱ 審査委員から 腕章を外して下さい と依頼があったが 組合は 団「 。」 ， 「

結の証しだから外さない 」と答え，腕章着用のまま審問に進行して終。

わった （１件）。

ⅲ 調査の席で，形式的に腕章は外して下さいと言われるが，外さなくて

も調査は続行する。審問の時だけ外す （１件）。

・照会事項②について

申立人組合が申立てをしたＺ県労働委員会においては，腕章着用を禁止

， 。されたり あるいは腕章着用により期日が実施されない事例は存在しない

申立人組合以外に問い合わせたところ 「東京都労働委員会のみ，一応，

形式的に言われるが，他の労働委員会においては全くない 「兵庫県労。」，

， 『 』 。」働委員会 大阪府労働委員会には 腕章禁止 に関する申し合わせもない

との回答が寄せられた。

・照会事項③について

具体的に苦情，意見が寄せられたことはない（同年８月１７日付け申立

人から追加の回答 。）

５ 相手方（中労委）への３回目の照会（２０１２年９月２５日付け）

(1) 照会内容
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① 腕章を外すよう指示した根拠として「審査手続の中立，公正」との回答

があったが，腕章の着用と「審査手続の中立，公正」が害されることとの

具体的関連性について。

② 申立人の下記主張に対して，意見反論を求める。

ア 腕章着用の禁止は憲法で保障される団結権及び表現の自由の侵害であ

る。

イ 腕章着用により審問が中断されたり証人採用が取り消されるなど審査

が遅延することにより，団結権の保障を具体化する労働組合法で定めら

れた不当労働行為からの救済を求める権利が侵害されている。

(2) 相手方からの回答（２０１２年１０月２４日付け）

・照会事項①について

後記第６の３「相手方の見解」(4)記載のとおり。

（労働委員会の行う不当労働行為審査は，準司法的手続によって遂行する

ことを義務付けられている。労働委員会が救済命令を発し得るのは，証拠

によって客観的に不当労働行為の存在を認定できる場合であり，手続には

厳格性が求められるから，労働委員会は当該手続を中立かつ公正な立場で

運営することが要請されている。かかる救済命令は使用者に義務を課す行

政処分であるから，実質的にはもとより外観上も中立・公正性が維持され

なければならない。このことは，労働組合法が証人に宣誓を求め，審問廷

の秩序維持のために必要な措置をとることができることを規定し，労働委

員会規則は，上記宣誓を厳粛に行わなければならないと定めていることか

らも明らかである。

証人が審問において宣誓及び陳述を行う際に腕章を着用することは，一

種の示威行為であると言わざるを得ず 「宣誓は厳粛に」と定める労働委，

員会規則に反するのみならず，審査に当たる委員，証人，相手方当事者等

の関係者が心理的影響を受けるおそれや，そのような影響を受けて，労働

委員会が不公正に手続を進めたり，片寄った結論を出したのではないかと

疑念を抱かせるおそれがある。このような状況は，中立・公正性を外観上

のみならず実質的にも阻害することは明らかである。

よって，審問手続の中立・公正性を維持するためには，証人が腕章着用

のまま宣誓及び陳述を行うべきではない ）。

・照会事項②について

後記第６の３「相手方の見解」(5)記載のとおり。

（労働組合法２７条の１１に基づき，審問廷の秩序を維持するための必要
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な措置として行ったものであり，団結権の侵害には当たらない ）。

第５ 腕章着用に関する当連合会及び国際人権機関の見解

１ 当連合会の勧告書及び要望書

(1) １９９６年１２月１３日付け「勧告」

中労委が，腕章着用禁止の指示に従わないことを理由に調査期日を中止し

あるいは審問期日を指定しない措置を行ったことに関する人権救済申立てに

対し，当連合会は，１９９６年（平成８年）１２月１３日付けで 「この腕，

章着用禁止は労働委員会規則第４０条１２項『公正な審問の進行の確保』の

ためのものといえるかは疑問の残るところではあるが，少くとも従来は容認

されてきた腕章着用を理由に調査・審問期日を開かないことは，憲法第２８

条の労働基本権の保障を具体化した労働組合法第７条，第２７条の規定する

不当労働行為救済を申立て，その審理を受ける労働組合の権利を侵害するも

のである」として 「調査・審判期日を指定して速やかに審理を再開するこ，

と」を求める勧告書を公表している。

(2) ２０００年９月２１日付け「要望」

中労委が，上記(1)の勧告後も，腕章着用禁止の指示に従わないことをも

って調査期日を一律中止し審問期日を一律不指定にする取扱いを行っていた

ことを受け，再度の人権救済申立てがなされた。本申立てについては，申立

て後，腕章着用禁止の指示に従わなくとも調査期日を中止せず審問期日を指

定する扱いに改善されたことから，２０００年（平成１２年）９月２１日付

けで 「１ 申立人が腕章着用禁止の措置に従わなくとも調査期日及び審問，

期日を開くとの取扱を，今後とも継続すること 「２ 申立人に対して調査」

期日若しくは審問期日における腕章着用の禁止を，一律に強要しないこと」

との要望書を公表している。

２ 国際人権(自由権)規約委員会は，１９９８年１１月６日，市民的及び政治的

権利に関する国際規約（自由権規約）の実施状況に関する第４回日本政府報告

書に対して 「委員会は中央労働委員会が，労働者が労働組合への加盟を示す，

腕章を付けている場合には，不当労働行為の申立の審理を拒否することについ

て懸念する。このような行為は規約１９条及び２２条に違反する。この委員会

の見解は，中央労働委員会に知らされなければならない」と最終見解を発表し

ている。

これを受けて，同年１１月１０日，当連合会は「委員会が指摘した諸問題を

日本政府が誠意をもって受けとめ，その解決に向けて努力することを強く求め



- 9 -

る」との会長声明を公表している。

第６ 当委員会の認定した事実及び判断

１ 当委員会が認定した事実

(1) Ｙが相手方に対し再審査申立をした（２０１０年（不再）第○号事件）事

件において，第１回審問（２０１０年１０月１３日）の席において，審査委

員が，申立人組合員証人に対し，腕章を外すよう指示し，これに従えないな

ら審問を中断するとして，審問を中断した。

再開後の審問において，同じ審査委員が，再び腕章を外すように指示し，

従わないようであれば，証人採用の取消し，ひいては結審ということもある

と示唆する発言（Ａ発言）をした。

２０１１年２月２３日，第２回審問が開催された。

そこでも相手方の申立人組合員証人に対する腕章禁止の指示は維持され，

腕章をしたままでは証人採用を取り消すとの姿勢であったため，やむを得ず

証人は腕章を外し，リボン着用のまま証人として証言をし，審理が続けられ

た。

同年８月３１日，相手方からは使用者側の再審査申立を棄却する命令が出

た。

(2) 相手方公益委員会議の申し合わせにより，腕章不着用の確約が得られない

場合でも期日を指定する取扱いは，調査については平成９年（１９９７年）

１０月から，審問については平成１２年（２０００年）４月１９日から行っ

ている。

現実に，腕章を着用したまま審問及び調査を実施されている事案も存在す

る。

腕章着用により，審査手続の中立・公正さや審問廷の秩序維持について問

題が生じたとして，労働者委員呼び使用者委員から問題提起がなされたとい

う事実はない。これは，リボン着用についても同様である。

２ 申立人の主張

「第３ 申立の理由」のとおり。

３ 相手方の見解

(1) 腕章を外すよう指示した根拠については，審査手続の中立，公正を保つた

， （ ，めであり 審問廷の秩序維持に必要な措置である 労働組合法２７条の１１

労働委員会規則４１条の７第７項 。）

(2) 腕章の着用又は指示に従わない場合の審問の中断について
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審査は中労委会長（審査委員）が指揮して行うこととされ，審問廷の秩序

維持に必要な措置として，審査委員が証人に腕章を外すように指示した。

証人がその指示（審査指揮）に従わないため，そのままでは審問の中立・

公正を欠き，審問の続行が困難と判断した（労働組合法２４条の２第４項，

同２７条の１１，労働委員会規則３５条２項，同３７条，同４１条の７第７

項 。）

(3) 証人の採用取消について

審査委員は，当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは取り調べ

ることを要しないとされている。審問における証人の証言に際しての腕章の

， ， ，着用は 審問の公正を確保する観点から認めておらず 腕章の不着用を求め

これに従わない場合には，当該証人の採用を取り消すことがあるとしている

（労働委員会規則４１条の９第３項 。）

(4) 腕章着用と審査手続の中立，公正の侵害についての関連

① 労働委員会の行う不当労働行為審査は，労働委員会規則の定める準司法

的手続によって遂行することを義務付けられている。その手続には厳格性

が求められ，労働委員会は当該手続を中立かつ公正な立場で運営すること

が要請されている。

この中立・公正性は外観上も維持されなければならず，労働組合法が証

人に陳述させるときはその証人に宣誓を求めていること（労働組合法２７

条の８第１項 ，審問廷の秩序を維持するために必要な措置をとることが）

できる（同２７条の１１ ，宣誓は厳粛に行わなければならない（労働委）

） 。員会規則４１条の１６第２項 と定められていることからも明らかである

② 証人が審問において宣誓及び陳述を行う際に腕章を着用することは，一

種の示威行為であると言わざるを得ず，上記労働委員会規則４１条の１６

第２項に反するのみならず，審査に当たる委員，証人，相手方当事者等の

関係者が心理的影響を受けるおそれがある。また，そのような影響を受け

て，労働委員会が不公正に手続を進めたり，偏った結論を出したのではな

いかと疑念を抱かせるおそれがある。

このような状況は中立・公正性を外観上のみならず実質的にも阻害する

ことは明らかである。

(5) 労働者の団結権の侵害に当たるかについて

労働基準法２７条の１１に基づき，審問廷の秩序を維持するための必要な

措置として，平成２３年１２月９日付け厚生労働省発中１２０９第３号別紙

１及び２記載の措置をとったものであり，団結権の侵害等には当たらない



- 11 -

４ 当委員会の判断

(1) 腕章着用禁止の指示に従わない場合の調査・審問の措置について

① 労働組合は，個々には弱い存在である労働者が公然と団結し，団結を表

現・誇示することで経営者と対等に渡り合える力を持とうとするもので，

， 。団結を絶えず表現・誇示できなければ 団結権が確保されたとは言えない

よって，労働組合員が腕章を着用するという行為の意義は，憲法２８条，

国際人権（社会権）規約８条，国際人権（自由権）規約２２条，労働組合

法１９条２項で保障された団結権の行使に留まらず，団結を表明する表現

の自由，結社の自由（憲法２１条，国際人権（自由権）規約１９条，２２

条）としての重要な意義がある。さらに，腕章を着用することは，組合と

， ，しての集団的権利のみならず 腕章着用を決定した個人としての自己表現

自己決定としての人格的な権利・自由としての重要な意義がある。このよ

うな，個人の基本的人格に関わる権利の制限については，慎重の上にも慎

重に判断されなければならない。

この点，労働委員会の行う不当労働行為審査は，準司法的手続であり，

調査・審問の中立・公正な運営確保の要請は理解できる。しかし，中立・

公正「らしい」運営まで確保することが，先に述べた重要な基本的人権を

規制してまで要請されるべきことか。

相手方は，中立・公正性は外観上も維持されなければならないと主張す

るのでその根拠が問題となる。

② まず，相手方は，証人に宣誓を求め（労働組合法２７条の８第１項 ，）

（ ）宣誓は厳粛に行わなければならない 労働委員会規則４１条の１６第２項

との規定を根拠に，中立・公正性の外観上の維持を主張する。

立法の経緯は，平成１６年改正で，労働組合法２７条の８第１項に「労

働委員会が証人に陳述させるときは，その証人に宣誓をさせなければなら

ない と規定され それを受けて労働委員会規則４１条の１６第２項に 宣」 ， 「

誓は，起立して厳粛に行わなければならない」との規定が設けられた。証

人の宣誓を明文化した趣旨は，民事訴訟における宣誓と同様，証人の陳述

内容の真正さを担保するためであり（平成１６年１２月１日付け政発第１

２０１００１号，厚生労働省政策統括官「労働組合法の一部を改正する法

律の施行について ，法改正に伴って労働委員会規則に宣誓の方式が定」）

められたものである。このように，宣誓を明文化し方式を定めた目的は，

あくまで証人の陳述内容の真正さを担保することにあり，調査・審問の中

立・公正な運営を確保することにはない。よって，上記の法・規則の創設
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が中立・公正性の外観上の維持を要請する根拠とはならない。

③ そもそも，腕章着用によっても調査・審問の中立・公正性な運営は損な

われない。

なぜなら，中労委は 「労働者が団結することを擁護し，及び労働関係，

の公正な調整を図ることを任務とする （労働組合法１９条の２第２項）」

から，一方当事者は必ず労働組合・労働者である。労働組合においては団

結を確認し，団体交渉に臨んだり，団体行動を行う際に，腕章を着用する

のは通常のことであって，これが直ちに，審問廷の中立・公正性を害する

ような示威行為と捉えることはできない。したがって，腕章に記載の文言

や絵柄の内容，具体的態様により，会社側が当然畏怖するなどの例外的な

状況でない限り，腕章の着用が中立・公正性を害するような事態は想定で

きない。

また，会社側は，普段，第三者を挟まず，腕章どころか鉢巻き・ゼッケ

ンなどをも着用した労組側と対面して日常的に団体交渉を行っており，労

組側の腕章着用などを理由として団体交渉を拒めば，不当労働行為に当た

るとの判断を受ける可能性もある。このように，団結権が保障され，それ

を表明する表現の自由という重要な権利に基づき腕章を着用している労働

者と常に対峙している会社側が，相手方の場で労組側が腕章を着用したか

らといって審問廷の中立・公正性を害する示威行為と受け止めることも考

えられない。

実際，相手方は，事件滞留の解消のため，腕章不着用の確証が得られな

い場合でも，調査については１９９７年 (平成９年)１０月から，審問に

ついては２０００年 (平成１２年)４月１９日から，期日を指定する取扱

いを公益委員会議で申し合わせて行い，腕章着用のままの調査・審問を行

った事例もある。それにより，審査の中立・公正さ，あるいは審問廷の秩

序維持に問題が生じた旨の委員の問題提起もなかったと相手方も回答して

おり，腕章着用を許すことで宣誓の厳粛を損なったり，関係者に心理的影

響を及ぼし，手続の公正さを歪め，結論を偏らせるなどの相手方の懸念は

杞憂に過ぎない。

④ 調査・審問の中立・公正「らしい」運営まで確保することが，表現の自

。 ，由・団結権を規制してまで要請されるべきことか 既に②で述べたとおり

平成１６年改正で宣誓を明文化し方式を定めた目的は，証言内容の真正さ

の担保であり，調査・審問の中立・公正な運営の確保ではない。また，③

で述べたとおり，実質的にも腕章着用によって調査・審問の中立・公正性
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は損なわれない。

中立・公正「らしさ」 (外観上の中立・公正性) は曖昧な概念であり，

この確保を以て権利制限の根拠とすれば，過度に広範な規制を招く。しか

も，腕章によって表現される団結権擁護の思想は，憲法 (２１条及び２８

条) ・国際人権（社会権）規約（８条） ・国際人権（自由権）規約 （１

９条及び２２条）で保障された，労使・中労委など関係者にとり当然の前

提とされるべきもので，さらに，相手方は団結権を具体的に保障すること

を任務とする （労働組合法１９条２項）機関であるから，相手方の調査

・審問の場で「団結」と記載した腕章の着用を許したことで，調査・審問

の中立・公正らしさに一般国民が合理的な疑惑を抱くとは考え難い。

逆に，労働組合法や労働委員会規則の明文にない，解釈で導く，調査・

審問の外観上の中立・公正さの確保を絶対視することは，労働委員会規則

「 ， 」（ ）が 遅滞なく 事件について審査を行わなければならない ３５条１項

とし 「申立てのあった日から原則として三十日以内に，審問を開始する，

ものとする （４１条の６第１項）と規定する中，相手方に明文で課した」

責務に反しており，本末転倒の誹りを免れない。また 「団結」と記した，

に過ぎない腕章着用を殊更に「示威行為」と呼び，腕章着用は厳粛な宣誓

でないと決めつけることにこそ，労組敵視・経営側寄りの相手方の姿勢が

かえって垣間見え，中立・公正らしさを疑わせる。

よって 「審査手続の中立・公正の確保」に「外観上の中立・公正」を，

含ませることには大きな疑問があり，かかる曖昧な概念により表現の自由

・団結権という重要な権利を制限することは許されない。

(2) 腕章着用禁止の指示に従わない場合の証人採用取消について

相手方は，証人採用取消の根拠を「会長は，当事者が申し出た証拠で必要

でないと認めるものは取り調べることを要しない」という労働委員会規則４

１条の９第３項に求める。

本件証人は，適法な申し出により，取り調べる必要があると認め採用され

たものであるが，腕章着用を理由に採用取消を示唆された。このように，い

ったん適法に採用された証人が，腕章着用を以て遡って不適法な申し出とな

り，さらに取調べの必要性も失い採用を取り消される理由はおよそ考えられ

ない。審問の中立・公正「らしい」外観を確保するために 「必要でないと，

認める」ことにして証人採用を取り消し得ると組合側を脅すことこそ，中立

・公正「らしさ」を損ない，実質的にも中立・公正性を欠くものである。

したがって，上記規則を根拠に，いったん採用された証人の採用を取り消
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すことはできない。

そもそも同規定が平成１６年改正で新設されたのを受け，中労委自身が発

した通知（平成１７年１月１８日付け中労委総発第０１１８００１号通知）

によると「労働組合法の改正により，証拠調べに関する規定が整備され，証

明すべき事実と証拠（方法）との関係を勘案して証人等出頭命令等を行うこ

と（改正法第２７条の７第１項から第３項まで）等が明確にされたことを踏

まえ，証拠調べの原則として当然のことを民事訴訟法第１８１条第１項と同

様に規定することとしたものである とある その民事訴訟法１８１条が 裁」 。 「

判所は，当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは，取り調べるこ

とを要しない」とするが，これは全く裁判所の自由裁量に委ねているもので

はない。即ち，証拠の採否は事実の認定に重大な影響があり，したがって訴

訟の勝敗にも関係を有する。唯一の証拠方法を却下してはならないというの

が，確立された判例である（最判昭和２７．１２．２５，同昭和５３．３．

２３ 。一方，当事者が申し出た証拠で取り調べる必要のない場合とは，不）

適法な申し出，故意又は重大な過失により時機に遅れて提出されたもの，争

いのない事実，あるいは顕著な事実で証拠を必要としないものなど，極めて

限定されている。

故に 「会長は，当事者が申し出た証拠で必要がないと認めるものは，取，

」 「 」 ，り調べることを要しない の 必要がない か否かの判断は全くの自由裁量

恣意を許すものでないことは当然で，証人採用を「必要がない」として取り

消すには，それが不適法な申し出と認められる必要があり，さらに，組合員

証人が唯一の証拠方法である場合には証人採用取消は許されない。

以上より，腕章着用禁止に従わない証人の採用取消については法的根拠を

欠き，許されない。

(3) 腕章着用禁止の違憲・違法性

上記のとおり，相手方による審問廷における腕章着用禁止の措置は，団結

権及び団結権の行使を保障した日本国憲法２８条，国際人権（社会権）規約

８条に違反する。また，団結を表明する労働組合の表現の自由及び労働組合

に所属するという自己決定を対外的に表明する労働者個人の表現の自由を保

障した憲法２１条，国際人権（自由権）規約１９条，２２条にそれぞれ違反

する。

現に，国際人権 （自由権） 規約の解釈において重視される国際人権（自

由権）規約委員会の最終見解 (１９９８年１１月６日) は 「委員会は，中，

央労働委員会が，労働者が労働組合への加盟を示す腕章を付けている場合に
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は，不当労働行為の申立の審理を拒否することについて懸念する。このよう

な行為は規約１９条及び２２条に違反する。この委員会の見解は，中央労働

委員会に知らされなければならない」としている。

さらに，腕章着用禁止に基づく調査・審問の中止，証人採用の取消しは，

， 「 」，相手方が 労働委員会規則４１条の６第１項の ３０日以内の審問の開始

同規則３５条１項の「遅滞ない審査の実施」の責務に背いたと言える。

５ 結論

相手方による審問廷における腕章着用禁止の措置は，日本国憲法２８条，２

１条に違反するとともに，国際人権（自由権）規約１９条及び２２条，国際人

権（社会権）規約８条にそれぞれ違反する。

また，この腕章着用禁止の指示に従わないことを以て審問期日を中止した相

手方の措置は，憲法２８条の労働基本権の保障を具体化した労働組合法７条に

規定する労働組合の不当労働行為の救済申立について審査を受ける権利を侵害

するもので，上記の各法に加え，労働委員会規則３５条１項及び４１条の６第

１項に各違反しており，人権侵害に該当する。

さらに，腕章着用禁止の指示に従わないことを以て証人採用を取り消すこと

は，上記の人権侵害に該当する上に，労働委員会規則の解釈として明らかに誤

ったものである。

今後，調査期日若しくは審問期日における腕章着用に関する現在の運用を改

めるよう，相手方に勧告することが相当であると思料する。

よって，当連合会は，相手方に対し，腕章着用禁止の指示を止めること，及

び，その指示に従わないことによる証人採用の取消や調査・審問の中止・遅滞

を招かないようにすることを勧告する。

以 上




