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航空機整備士・猪又隆厚さんの過労死、 

労災認定を求める取組の報告集 

 
 

『１４,０００名・４３３団体は、猪又さんの過労死は労災との理解を深めた。 

本来使用者の「安全配慮義務」違反を質し監督し、過労死をなくすべき 

労働基準監督署と裁判所だけが労災を認めない。 

あと一歩。正義は私たちに！残された課題の前進を目指して！！』 
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報告集の発行に寄せて 

遺族・原告として 9 年間の闘いを終えて 

原告・猪又 としみ 

 

 2008年 3 月、母を亡くし、7月には夫の急逝。何が起きたのか受け止めることができ

ないまま労災申請。あれから 9 年という長い月日を経て 2017 年 11 月、「上告棄却」の

判決で闘いの終息を迎えました。残念な結果ではありましたが、夫のくも膜下出血発症は、

労災であるという確信は今も揺らぐことはありません。 

 “嘆きの壁”のような行政と司法の高い壁を前に成す術もなく、経済性最優先とする社

会の仕組みが早く変わることを祈りながら、藤田さんを事務局長として支援の会を立ち上

げていただき、米倉先生、大森先生を迎えて司法に向けた体制を作っていただいた時には、

私にとってそのこと自体が最大の勝利を得た思いでした。佐々木先生はじめ事務局の皆さ

んと弁護士さんが一丸となり、詳細で綿密な証拠書類と準備書面を作成し、多くの署名と

共に司法の場に届けて下さいました。不屈の精神力と行動力、作業能力の高さにただただ

敬服しこのような方々が今の社会を下支えして下さっていることを知りました。行政段階

ですでに疲弊状態に陥っていた私を、最高裁にまで連れていっていただき、私も最後の力

を振り絞り思いの丈を訴えさせていただき、十分な達成感を味わせていただきました。 

 しかし、時間外勤務時間を第一義とする現行の労災認定基準の運用は、交代勤務を宿命

とする航空労働者にとって過労で倒れても労災として救済されないということになり、そ

れをよいことに労働強化は際限なく行われ職場は深刻な状況になっています。 

 第二審で、裁判官に夫の状況と交代勤務者の睡眠についてしっかり知ってもらうために

佐々木先生と、夫のことをつぶさに知り得ている上司の再証人尋問請求に対し、司法は必

要なしと簡単に跳ね除けました。このことで私は「認定しない」という行政と司法の結論

ありきの姿勢を確信しました。 

 過労死を出した企業への厳しい罰則も作らず、「認定基準の歪められた運用」とともに

認定者数の割合を低く抑えてきたことは、過労死や過労被災者を増え続けさせ、さらに裁

量労働制、高度プロフェッショナル、派遣法などとともに過労死や過労被災者を合法的に

増やし続けていこうとしています。  

 こうして “嘆きの壁”の裏側にあるものの姿が、多くの人の目にもはっきりと見える

ようになってきました。 
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 署名を含め皆様からいただいた並々ならぬご支援とご尽力にたいして恩返しさせていた

だくためにも、これからも非力ながら皆様と共に進むべき道を歩み続けていきたいと思い

ます。 

「猪又事案」に関わり支えていただきました全ての皆様、長い間本当にありがとうござ

いました。事務局の皆様の最初から最後までのご尽力に心より感謝申し上げます。 

 追記 

 夫の棺と共に車で宮城に向かう途中ちょうど空港に近づいたころ、右手にスカイマーク

の B767 機が私たちを伴走するかのようにしばら

く一緒に飛行していました。 「俺は空の上から

しっかりお前たちを見守っているからなあ！」と

力強く伝えてくれているようで、私もその姿を脳

裏に焼き付けました。命に代えて私にさまざまな

体験と多くの貴重な学びを与えてくれた夫にも生

前の仕事への頑張りとともに感謝を捧げたいと思

います。 

 

 

 

 

科学的知見に基づき、適正な労災認定基準の策定を 

  弁護士・大森秀昭 

 

 現在，過労死弁護団全国連絡会議は、「２０１８年脳・心臓疾患認定基準改定案」の作成

作業を進めている。 

 同改定案では、深夜勤務を伴う交替制勤務について、「業務内容によっては、所定労働時

間の労働がそもそも過重である場合もあるので、時間外労働時間が１か月当たりおおむね

４５時間以下の場合であっても、業務と発症との関連性が強いと評価される場合があり得

ることに留意すること。」と明示している。 

 そして、業務過重性の評価に当たっては、①勤務シフトの順序・内容、②勤務間インタ

ーバルの長さ・時間帯、③深夜時間帯の頻度・勤務時間数・休憩や仮眠の時間数、④深夜

時間帯の勤務の後の休日の確保の頻度、⑤深夜勤務における業務の内容や態勢、⑥休日間

の勤務日数、⑦始業の時間帯、⑧一勤務の時間数・一勤務中の休憩の時間数及び回数、⑨

休憩や仮眠の環境・施設等の負荷要因を十分に検討することを求めている。 
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 これらの負荷要因は、猪又さんの労災不支給処分取消請求訴訟において、原告がその過

重性を指摘し続けてきた事項であり、例えば、上記改定案で示している「深夜勤務後の休

日が４８時間以上確保されないことが続いた。」、「勤務間インターバルに深夜時間帯が含ま

れないことが続いた。」、「深夜勤務の時間数が８時間を超えることが続いた。」、「深夜勤務

が８時間を超える場合に連続した２時間以上の仮眠がなかった。」といった過重負荷を示す

具体的出来事は、猪又さんの勤務実態で確認された過重な負荷事実である。これらの負荷

要因の存在とその負荷の影響を適正に評価すれば、猪又さんのくも膜下出血発症の業務起

因性は当然に認められるべきであった。 

 また、同改定案では、労働安全衛生法６２条が「事業者は、中高年齢者その他労働災害

の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条

件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。」と規定していることから、被

災労働者が中高年労働者である場合には、身体機能等が低下した中高年労働者である同僚

等を基準として、従事していた業務の過重負荷を総合評価することを求めている。 

 この点も、猪又さんの上記訴訟で原告が強く主張した点である。猪又さんは、「夜勤がき

つい」「夜勤がつらい」と訴えて日勤グループへの配置換えを強く希望し、発症の約３か月

前にその配置換えがようやく実現したものの、その月の月末には再び深夜交替制勤務に従

事することを強いられたのであった。夜勤不適応状態にあった猪又さんの健康状態を基準

に業務の過重性を判断すれば、猪又さんが従事していた業務の過重性は極めて高いもので

あり、業務起因性が認められるべきであった。 

 猪又さんの訴訟の控訴審判決は、猪又さんの発症前６カ月間の勤務シフトパターン数が

それ以前に比べて倍以上に増加し不規則性が増加し、同僚等と比べても不規則である点を

認めた。そして、「規則性のないシフト勤務は、休養をとる時間、特に睡眠をとる時間をま

ちまちにし、身体に負担がかかり、疲労を蓄積させる。」と認定している。さらに猪又さん

が従事していた午後８時過ぎから翌日午前８時過ぎまでの実労働時間１２時間以上の深夜

勤務は、「疲労度が高く、その回復には１日の休日では十分でないと考えられている負荷の

ある勤務であり、疲労の蓄積を起こし得る労働負荷を有するものということができる。」と

認定しているのである。ところが、同判決は、その深夜勤務後に４５時間以上の勤務時間

間隔があること等を理由として猪又さんのくも膜下出血発症の業務起因性を認めなかった。

しかも、同判決は、業務起因性の判断、業務過重性の判断

において、猪又さんが夜勤不適応状態にあったことを踏ま

えた検討を怠っているのである。この判断は、上記改定案

で示した負荷要因が多数の医学上の知見や報告に裏付けら

れるものであることを軽視し、労働安全衛生法６２条の規

定の意義を理解しないものであり、上告審において取り消

されるべきであった。しかしながら、残念ながら、上告審

は、上告を棄却し、上告不受理の決定を行い、その判断は
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変更されず、上記の控訴審判決の判断が確定した。 

 今後、深夜勤務を伴う交替制勤務の業務負荷の過重性について、更なる調査、研究を積

み重ね、その科学的知見に基づき、適正な労災認定基準の策定を実現することが必要であ

る。また、労働者及び遺族の生活保障、福祉の実現という労災保険法の制度趣旨、労働者

の安全と健康の確保という労働安全衛生法の制度趣旨を真に実現する判決を獲得すること

によって、労災認定基準の改正を実現することが求められている。猪又さんの訴訟に従事

した代理人として、その実現に注力していきたい。 

                                   

航空労働者の知恵と経験の集積が、 

過労死の再発防止のために役立つことを期待する 

弁護士・米 倉  勉 

公共交通機関である航空事業は、その性質上、深夜・早朝の不規則な労働を避けられな

い。そこで働く労働者の健康を守るためには、適切な規制が不可欠であるが、「航空自由化」

の下で、現場での労働強化が進む一方である。航空労働者の過労は、何よりも当該労働者

の命と健康に関わることはもとより、同時に運航の安全を左右するという点でも重大な課

題である。 

そのような情勢の中、私はこれまでに、パイロットの過労による発症である佐賀便労災

事件、パリ便労災事件、そして航空整備士の過労死であるスカイマーク労災事件に関わっ

てきた。しかし、残念ながらいずれの事件でも、その発症が過労の結果であるという業務

起因性を認めさせることができないまま終わっている。本来、深夜・早朝の不規則勤務の

特殊性や、安全性・定時性確保に対する精神的プレッシャー、さらには運航中の航空機内

という特殊な労働環境などが、これらの労働災害の基礎にある。しかし、超過勤務時間数

に偏重した労災保険認定基準が正しい判断を阻んでおり、容易に改善されない。 

昨今の航空需要の拡大により、航空事業における労働実態は一層厳しいものとなってい

る。パイロットや整備の現場に加えて、客室乗務員やグランドハンドリングなど様々な業

務で、過重労働の実情を訴える切実な声を聞く。このままでは、次の犠牲を生じかねない

という危機感が漂う実情にある。 

そうした中で、この報告集の発行は、今後の航空事業における過重な労働実態を改善さ

せる取り組みのために、貴重な資料と知見を提供してくれるものと思う。収録された専門

的知見、そして多くの航空労働者の知恵と経験の集積が、過労死の再発防止のために役立

つことを期待している。 
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見事なチームワークで取り組んだ本事件の教訓は 

今後も生き続ける 

猪又労災裁判を勝利させる会顧問・色部 祐                      

(働くもののいのちと健康を守る東京センター) 

 

 2017 年 11 月 24 日、最高裁の棄却・不受理の決定が出て、行政訴訟の最終幕は非情

にも降ろされたことになった。スカイマーク猪又過労死事件に私が関わったのは確か大田

労基署が労災請求を不支給とした後、それを不服として審査請求を起こしていた時だと記

憶している。働くもののいのちと健康を守る東京センター(以下 東京センター)の代表とし

て請求者の猪又としみさんと弁護士との検討会を行ったのがもう 8 年も前のこととなる。

時間外労働唯一主義的な現行の「脳・心臓疾患(過労死)の労災認定基準」が大きな壁であっ

た。その壁を突き崩すためには支援の力が不可欠であった。こうした中で本会が期待を担

って発足したのであった。私は 50 年以上にわたって労災の相談・支援に関わってきた。そ

の中で多くの支援の組織を見てきたが、労働組合が取り組む支援を除いては、本会は最高

の組織であると確信を持って言える。 

 まずは請求者の猪又としみさんと弁護団と支援組織の三位一体の連携と団結である。実

に粘り強く、意欲的な探究心を伴って対策会議が繰り返し行われてきた。 

 請求人・原告であるとしみさんは各種の集会や要請行動での訴えについては、当初は迷

いがあったようであったが、回を重ねるごとにその訴えは聞く人たちに深い感動と共感を

与えるものとなっていった。最高裁への 1６回に及ぶ要請行動の中での手記に基づく訴えは、

強い意志に基づく「過労死」への鋭い告発であった。 

 そしてお二人の弁護士のご奮闘に心から敬意の思いを禁じ得ない。航空機整備士という

ある意味では特殊な、多分先生方にとっては初めての職種の過労死事件に、支援の航空出

身の整備士の方たちから学び、また自らの調査し探求し、裁判の準備書面等に反映させて

行ったご努力は驚嘆すべきこととして私は強く印象づけられた。そして深夜交代制勤務の

心身に与える負荷を過労死の認定基準

の改定の中に正当に反映するよう今日

も活動が持続されていると聞いている。 

 「勝たせる会」の活動は、私が知っ

ている限りでは「日本一」といっても

よいほどの大活躍だった。藤田事務局

長の下、経験豊かな整備士やパイロッ

トの方々が、見事なチームワークに基
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づき、航空機整備士の肉体的精神的負荷を解き明かし、細密に渡る整備士の業務内容を再

現する作業が粘り強く進められてきた。その蓄積が裁判の書面として生かされてきた。裁

判勝利に向けた署名の推進、各種集会での訴え、シンポジュウムの企画、深夜交代制労働

の負荷を裏付けるための 1000 人以上に及ぶアンケートの実施とその集約分析を労働科学

研究所の佐々木先生と共にまとめたことなど、その奮闘は枚挙にいとまがないほどである。

私個人としても微力ながらみなさんと共に本事件に取り組んできたことに誇りを感じてい

る。 

今日、過酷な労働の中で過労死・過労自死が後を絶たない。その中で改めて深夜・交代

制勤務の非人間性が浮かび上がっていく。スカイマーク猪又過労死事件の取り組みが作り

出した財産は、今後の取り組みに継承されていくことを確信している。東京センターもそ

のために奮闘していきたい。 

 

 

過労死の再発防止につながる軌跡 

猪又労災裁判を勝利させる会顧問・鮫島 敏昭 

 

 現在の過労死に関する労災認定は、月間 80 時間以上という時間外労働時間数を概ね基

本として、運用されています。これまでの裁判例でも深夜勤務の負担についての評価がき

ちんとなされてはいません。 

 猪又さんの過労死裁判でも、深夜・交代制勤務の負担や、スカイマーク社の屋外作業に

伴う過酷な環境（炎天下や寒冷）による負荷などの肉体的負担についての評価が正当にな

されてはおらず、また航空機の整備確認者という任務に於ける、僅かなミスが事故につな

がるという安全性に関連する強い緊張や定時性確保というような精神的負担についても、

それぞれ単独の条件としての評価がなされていて、それらが重複することによる複合的・

相乗的な負担という視点が欠落しているというのが、現状です。 

 スカイマーク社には労働組合がなく、職場からの協力・支援を得られない中での労災認

定闘争は、大変難しい状況でした。猪又さんが以前在職していた全日空の整備士たちが、

スカイマーク社の整備の状況や猪又さんの労働の過重性を再現するために、シフト勤務表

や整備状況の分析を行うなどして、現場を知らない第三者である裁判官をはじめ誰にでも

詳細にわかりやすく解明する作業を、大変な努力で行いました。しかし裁判官は、「スカイ

マーク社の労働者ではなく、他社の労働者の分析である」や、「仮定の業務実施状況を基に

したものであるところ、その主張は採用できない」（この仮定は地裁判決によるものなのに）

と、彼らの努力を一蹴してしまいました。系列会社の同業種の状況からも推し量れるとす

る採用の仕方もあったにも関わらずです。 
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日本航空の客室乗務員が香港滞在中にくも膜下出血を発症した裁判では、残業がほとん

どない中で、客室乗務員組合（現ＣＣＵ）の全面的なバックアップ体制の中での取り組み

により、国際線客室乗務員の職場における時差・深夜・長時間・不規則・交代制・精神的

な緊張・寒暖差・騒音などの幾つもの過重負担が、複合的・相乗的に作用して、より大き

な負担となったことを認定する千葉地裁・東京高裁の業務上認定判決が下されました。 

 時間外労働時間数の多寡に偏重して審

議されるという潮流の下でのこの画期的

な判決の意義は、残念ながら原告側の事情

により、報告集としてまとめられませんで

したので、多くの労働者の労災認定の貴重

な資料として拡げ、活用することができま

せんでした。 

 なお、この勝利判決には職場からの 50

通を超える陳述書や同僚の証言も大きく

寄与しました。 

 今回の報告集の発行は、裁判では勝利を勝ち取ることはできなかったものの、今後の航

空労働者のみならず、過重な労働負担が幾つも重複するという職場で働くすべての労働者

の健康を守る取り組みの、貴重な資料となり、過労死の再発防止のために役立つものと確

信しています。 

 同時に、航空安全を担保する闘う労働者の組織拡大や組織化の重要性を示唆したこの裁

判闘争の教訓も、報告集を通じて拡げていけることを切に願っています。 

 

 

もし貴方が同じような事態に置かれたら、 

この報告集を役立てて下さい 

猪又労災裁判を勝利させる会会長・針谷 和雄 

 

猪又労災裁判を勝利させる会会員の皆さま、および様々の支援をいただいたすべての皆

様に猪又労災裁判を勝利させる会を代表し、長い間のご協力に心より感謝を申し上げます。 

猪又裁判は過労死問題が社会的にもクローズアップされた環境下での裁判でありました

が、それらの争点の多くは認定基準が残業時間の多さに偏重した判断となっていることも

あり、猪又裁判のように「労働の質を問う裁判」は私たちにとって難しいものとなりまし

た。 

深夜勤務を伴う長時間労働が常態化した生活サイクル、その中で人の生命を預かる航空

機の点検・整備をほとんど屋外で行う職場、特に新興航空会社でもあり整備体制の脆弱さ
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もあるスカイマーク社の勤務そのものが厳しい実態であり、猪又隆厚さんの死亡は業務上

の疾病であることを証明する裁判でした。 

最高裁判所まで取組を進めましたが、最高裁の決定は猪又隆厚さんの過労死を認めず、

私たちがこの取組で目指してきたものは何も解決していません。 

最高裁決定を受け、残念ながら労災認定を求める裁判闘争は終結せざるを得ませんが、 

私たちは、この取り組みの中で得た、知見や教訓をきちんと整理し、今後の運動＝「再発

防止（予防）」に役立てたいと考え、報告集、資料集を作ることにしました。 

この報告集からは、「猪又裁判で明らかになった点を、自らの勤務改善にどう活かせるか」、

「もしもあなた自身が、あるいは家族や友人知人の誰かが、猪又さんのような事態に置か

れたとき、どんな準備をして、どのように運動するのがよいのか」などを読み取っていた

だき、少しでも役に立てていただければ幸いです。 

スカイマーク航空には労働組合もなく裁判を支援する体制のない中で、この運動をここ

まで進めることができたのは、何といっても原告・猪又としみさんの「二度とこのような

事態を起こさないでほしい」との強い思いでした。 

そして、取組を支えたのは、周囲の航空の労働者・OB を中心に、夜勤改善の運動などで

協力関係にあった労働組合の皆さま（勤務アンケートでも協力いただき貴重な財産を残す

こともできました）、とりわけ、JAL不当解雇撤回闘争の国民支援共闘でつながった運動も

あり市民団体含めた支援の広がり、原告も加盟し活動している「過労死を考える家族の会」

などで、多くの皆様に支えていただきました。本当にありがとうございました。 

最後に身内のことで恐縮ですが、原告猪又としみさん、代理人を務めていただいた米倉・

大森弁護士、諸団体・裁判所との連絡調整などに奔走し取組の推進役をしていただいた藤

田事務局長をはじめとする「勝利させる会」役員の皆さまにも感謝を申し上げます。あり

がとうございました。 
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１．はじめに（事件の概要とご遺族の決断） 

航空機整備士の猪又隆厚さんは、新興航空会社スカイマーク社（以下「S 社」）に勤務し、

航空機整備の業務に従事していましたが、2008 年（平成 20 年）6 月 28 日 12 時 30

分ころ、自動車で通勤する途中、自家用車の中で、脳動脈瘤破裂に伴うくも膜下出血を発

症しました。 

猪又さんは、通りかかった人に発見されて、東邦大学医療センター大森病院に救急搬送

され、４日後に亡くなりました。 

 猪又さんは 35 年間、航空機整備士として働き、2000 年 12 月に全日空から S 社に移

籍し 7 年半後でした。当時 53 歳でした。 

（温度の差が激しい）屋外作業・（仮眠のない）深夜長時間勤務という厳しい労働環境に耐

えながら働いてきました。 

 コスト削減を最優先とするこの会社で、切り詰められた人員の中でさらに、ほとんど毎

日のように航空機整備経験が非常に乏しい若手後輩の指導を担いながら、航空機の安全を

支え、ライン整備の責任を一手に引き受けて働いていました。 

 猪又さんのご遺族（奥様・猪又としみさん）は、「夫・隆厚の死は、経営体制による業務

からくる大きなストレスに加え、その日の人員配置の穴埋めとしてシフトの規則性が大き

く崩されていく中で、深夜交代勤務による疲労とともに蓄積

疲労を抱えるようになり、夜勤のない日勤勤務を希望したに

もかかわらず、その希望が叶えられた期間はひと月と続かず、

再び夜勤を指示され、しかもその翌月のシフトは、出張含め

た最も過酷なシフトが就けられており、その１か月後に発病

したことは、過酷な労働実態からくる過労死である」との思

いから、労災申請を決意し、取り組み始めました。 

航空の職場では、勤務中を含め脳・心臓疾患で倒れている事例

はあります。しかし、その発症の原因が労働実態であると労災申請を行う事例はごくごく

稀です。運航乗務員と客室乗務員での事例はありましたが、航空機整備士の脳疾患による

死亡の労災申請は、日本では初めての取組です。 

そして、残業時間の多さを主たる判断基準としている現在の労災認定の困難を乗り越え、

労働の質を重点に労災申請の取組を、ご遺族である猪又としみさんが決断し、そして労働

基準監督署から最高裁判所まで取り組んできたこと  

は特筆すべき事です。 

２４時間社会の拡大、夜勤交代制勤務者も増加、働く者の健康が大きな問題となってい

る現状において、ご遺族が決断された意義は、大きなものがあります。 

私たちには、この決断と取組を引き継ぎ、脳・心臓疾患の新たな認定基準作りや、こう

故猪又隆厚さん 
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した労働災害を防止するため、夜勤交代制勤務者の勤務改善の取組を継続していく責務が

あります。 

  

 

 

２．取組の経過 

◎ 平成２０年 ６月２８日 猪又隆厚さんは、自動車での通勤途中、羽田空港近くのスー

パーで弁当を購入後、スーパー駐車場の車の中で倒れているのを買い物客に発見されま

した。救急隊到着時には既に心肺停止状態で、救急車で病院に搬送されたが、重度のく

も膜下出血と診断され、７月２日に亡くなられました。 

◎ 平成２０年１０月 ５日 大田労働基準監督署に、猪又隆厚の死亡は業務上災害である

とし、遺族補償給付及び葬祭料を請求（労災申請）。 

◎ 平成２１年 ２月 ４日 大田労働基準監督署は、業務上の疾病とは認められないとし、

不支給決定。 

◎ 平成２１年 ３月１２日 東京労働者災害補償保険審査官に審査請求。 

◎ 平成２２年 ３月１９日 東京労働者災害補償保険審査官は、審査請求を棄却。 

◎ 平成２２年 ５月１３日 労働保険審査会に再審査請求。 

◎ 平成２３年 ２月１６日 労働保険審査会は、再審査請求を棄却。 

◎ 平成２３年 ８月 ４日 東京地方裁判所に「平成２１年２月４日付けの大田労働基準

監督署長の不支給決定処分を取り消す」ことを求める行政訴訟。 

◎ 東京地裁宛の署名提出；「団体署名」１４９団体＋未提出１団体（合計１５０団体） 

           「個人署名」３,６４９筆＋未提出１３筆（合計３,６６２筆） 

◎ 平成２７年１０月 ８日 東京地方裁判所結審。 

◎ 東京地裁宛の要請ハガキ提出；４,００５枚＋未提出５２枚（合計４,０５７枚） 

◎ 平成２８年 １月２１日 東京地方裁判所判決；「原告の請求を棄却する」 

◎ 平成２８年 ２月 ３日 東京高等裁判所に控訴。 

◎ 東京高裁宛の署名提出；「団体署名」５１４団体＋未提出３０団体（合計５４４団体） 

◎ 平成２８年 ８月２５日 東京高等裁判所結審。 

◎ 平成２８年１１月２４日 東京高等裁判所判決；「控訴棄却」 

◎ 平成２８年１２月 ７日 最高裁判所に上告。 

◎ 平成２９年 ２月２７日 最高裁判所第二小法廷が審理開始。 

◎ 平成２９年３月より、東京争議団、日本国民救援会、働くもののいのちと健康を守る

東京センター等の最高裁前宣伝行動・最高裁訟廷上席書記官要請に合流しての取組を

開始。３月２３日～１１月２１日までに１６回実施。 

５月からは、最高裁判所宛の団体署名・個人署名の提出を始め、１１月２１日第１２
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次提出で、合計４３３団体／１３,６００筆を提出。 

※その後の署名集約は、個人署名２４０筆（提出の機会無し）（合計１３,８４０筆） 

◎ 平成２９年１１月２４日 最高裁判所第二小法廷は 

第１ 主文 

１ 上告を棄却する。 

２ 上告審として受理しない。 

３ 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 

第２ 理由、 

１．上告について 

 民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは民事訴訟法３１２条 

１項又は２項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲及び理由の 

不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するもの 

であって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 

２．上告受理申立てについて 

本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法３１８条１項により受理すべきも 

のとは認められない。 

 と決定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．労基署・裁判での決定内容の問題点 

 （１）業務内容、および不規則な勤務状況によって、著しい疲労の蓄積をもたらす過重

性について不適切な評価をしています。 

  a） 確認主任者の業務負荷について 

        一審では、原告が分析した夜勤の実情について、そのような実情であったとは限

らないとして、その業務の過重性を否定しました。高裁判決では、控訴人の分析は

新整備場駅での宣伝行動 雨の中でも・・・ 
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仮定の業務実施状況を基にしたものであるところ、その仮定された業務実施状況が

被災者の実際の業務実施状況と近似することを認めるに足りる的確な証拠はないと

し、私たちが訴えたスカイマーク社の整備体制の不備からくる業務負荷について否

定しました。 

    控訴人がここまで調査・分析と検討を尽くしてスカイマーク社の整備資料から読

み取れる合理的な作業スケジュールの想定をしたにもかかわらず、それを「証拠が

ない」の一言で排斥してしまうのであれば、過労死の救済を求める裁判は「死人に

口なし」に陥るしかなくなります。一定の合理性を有する分析と推論を提示したな

らば、それ以上の証明については挙証責任を被告側に転換して、事実の解明を求め

るべきです。 

b)  深夜勤務・交替制勤務の過重性について 

    一審では、「その大半はもともと予定された

勤務であり、交替制勤務が日常業務としてス

ケジュール通り実施されている」ことから、

「日常生活の範囲内の負荷といえる。」と判示

し、多くの深夜勤務に従事する労働者の実感

から乖離する不当な判断をしました。 

    高裁判決では、「N1・N2 シフトは夜勤と

深夜勤が一体となっているものであるから、昼間に働く場合に比べて疲労度が高く、

その回復には 1 日の休日では十分でないと考えられている負荷のある勤務であり、

疲労の蓄積を起こし得る労働負荷を有するものである。」としました。そして、「こ

のことは、控訴人が行った整備士等に対するアンケート結果における意見ないし感

想と符合している。」と認めました。 

    しかし、これまでの積み重ねてきた科学的知見の内容を肯定し、アンケート結果

との符合を認めながら、被災者の就いていた勤務シフトには「一定の配慮」があり、

「不規則極まりないものではない」として、これを過重な負荷であるとは言えない

としてしまいました。 

これについては、「1 日以上」の休日が与えられていたのだから疲労回復に十分で

あったと判示するが、N1・N2 シフト後には２暦日以上の休日が適宜配置されてい

なければ、疲労を持ち越し、過労状態に陥らせることになります。 

    

 （２）「認定基準の負荷要因の複合」については全く検討をしていません。 

  a)  認定基準項目に対する過重性の評価が不適切であるばかりでなく、負荷要因の複 

合的な過重性の視点での検討がされていません。また、整備作業の独特な負荷も一

般的、抽象的に述べているに過ぎないとして、一つ一つの積み重ねに対する総合的、

複合的な評価が欠落しています。 



 

 

14 

    b)  被災者は本件発症前 3 カ月である平成 20年 3 月の時点で、夜勤がつらい、夜勤 

はきついという自覚があり、日勤のみの勤務に異動を申し入れるほどに夜勤が耐え 

がたい状態にありました。ところが、判決は、夜勤不適応という身体的脆弱性を抱 

えた状態にあって業務の都合で業務に従事し続けなければならなかった点を業務の 

過重性判断に反映していません。最高裁判例として、業務の過重性判断にあたり、 

発症した労働者自身もしくは、発症した労働者と同様に身体的脆弱性を有しながら 

も業務を滞りなく遂行できていた労働者を基準にして業務の過重性の判断を行って 

いることからも、また、労働安全衛生法 62 条からも問題のある判決です。 

 

（３）労災認定基準自体が抱える不足点に起因する判決です。 

    過労死における労災保険の認定基準は、時間外労働の時間数を基礎としたものに 

なっており、深夜・交替制勤務の特性や、業務の特殊性に基づく過重性を十分に斟 

酌したものになっていません。 

    そうした中で、判決は時間外労働の時間数に拘泥した事実認定を示しており、「交 

替制勤務がスケジュール通りに実施されていることからすると、その中に深夜時間 

帯の勤務が含まれているとしても、日常生活の範囲内の負荷と言える。」という判断 

を示すという、深夜・交替制勤務の特殊性を全く考慮しない判断を繰り返していま 

す。 

    やはり、労働や睡眠の質についての労働科学、医学的知見からの検討が不足して 

いることが背景にあると言えます。 

 

 （４）スカイマーク社特有の事情についての評価 

  ａ) スカイマーク社では、資格者不足により

大きな労働負荷と精神的負担が、特に 

確認主任者にかかっていました。確認主任

者の不足は深刻でしたが、その他多くの作

業者も入社後、日が浅く何らかの認定作業

者資格も有していませんでした。確認主任

者は、自らの作業とともに新人の作業、動

きに目を光らせ、機材品質、作業安全を守

らなければならず、さらに新人の育成も図らなければならない状況でした。 

    裁判所は、「確認主任者が行うべき認定作業項目は自ら実施しなければならない」

としつつ、一方、「任せられるところは（当該資格をもたない者に）任せて良い」

と 

矛盾した見解を示し、同時並行する確認主任者の該当作業の多さを認めようとしま

せんでした。しかし、これは航空法に抵触する判断です。 
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ｂ) スカイマーク社には訓練養成体制がなく、新人は入社後、整備基礎訓練を経ず入

社、即現場配属という実態でした。裁判所は、ライン整備という特殊性も考慮せず、

新人育成について、どこの企業でもある事と確認主任者にかかる負担を認めていま

せん。  

    この他、ドック整備部門がないことや不十分な技術支援体制、また格納庫がなく 

大手航空会社に比して作業環境が劣るなど、新興航空会社ゆえの特徴が、現場の確 

認主任者に負担として加わる事も一切認めませんでした。 

 

（５）挙証責任がすべて原告に負わされている問題 

    当該企業の従業員でないという理由だけで、私たちの主張を何ら吟味せず裁判所 

   は門前払いしました。一方、私たちの作業実態分析に対し被告から具体的反論、指 

摘は一切ないのです。整備実施記録から同時並行している作業の事実に対しては、 

裁判所は根拠も示さず順次作業を実施していたのではと言い、作業が始発便まで完 

了しない、休憩が取れない事になる新たな矛盾まで作り出しました。 

では同業他社の労働者の分析に信憑性はないのでしょうか。マニュアル類は、航 

空機メーカーのものに基づいて各社が設定しています。航空機整備については、航 

空法、関連規則、サーキュラーなどで定められています。 

私たちが分析したデータは、スカイマーク社に請求した当時の整備日誌、整備実 

施記録、規定類などです。スカイマーク社の従業員ではありませんが、同型機の確 

認主任者が複数で分析したもので、当時の作業実態を示しているものと確信します。 

  過労死という事件で、遺族、原告にのみ

挙証責任を求めるのは、現実的にも被災者救

済の観点からも大きな問題です。裁判所は、

原告の作業実態分析に具体的に判断を示すべ

きだし、当時の夜勤の労働負荷、作業実態は

労災を発生させるようものではなかったこと

を、被告に具体的に立証させるべきです。 

 

  （参考）『脳・心臓疾患の労災認定基準』を紹介する厚生労働省のパンフレットより 

   『加重負荷の有無の判断』には、「特に過重な業務に就労したと認められるか否かに

ついては、業務量、業務内容、作業環境等具体的な負荷要因を考慮し、同僚労働者又

は同種労働者（以下「同僚等」といいます）にとっても、特に過重な身体的、精神的

負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断します」とありま

す。（引用文中の太字とアンダーラインは筆者が付けました） 
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４．夜勤の勤務改善は進んだか、（猪又裁判の取り組みを通して、

航空の職場をはじめ、夜勤交代制勤務の職場に広めることが出来

たか） 

猪又整備士は深夜勤務と長時間勤務の中

で、定刻出発の精神的負担、ミスが許され

ない緊張の作業、そして、航空機増加に伴

わない人員不足の中で発生した「過労死」

と言えます。 

このような実態は現在も多くの職場で危

惧されています。 

① 私たちは、航空関係（航空労組連絡会

や国土交通労組）、医労連などの協力を得て、深夜交代制勤務における労働実態をアン

ケート形式で調査し、裁判に役立てるとともに、実際に夜勤の現場に運動を広める活

動にも取り組みました。 

② 宣伝では、裁判所前の他に、整備職の多くが通勤に利用する羽田空港の新整備場駅

前や、メーデー会場入り口などで実施し、宣伝方法もビラ、マイク、横断幕、ゼッケ

ン等を活用し、裁判の到達がわかるような工夫もし、効果的に行いました。 

③ 学習等の取組では、夜勤職場を抱える関係労組と協力し、『過労死の無い交代制勤務

の実現を目指す（私たちは機械ではない）』シンポジウムを開催しました。私たちが夜

勤者の協力を得て行った勤務アンケートの結果について分析した佐々木司博士の研究

（意見書など）は、関係者の関心も高く、航空連の政策セミナーや航空連の整備連絡

会発行の勤務改善パンフレット、日本航空ユニオンの学習会などにも反映されました。 

④ 上記の運動も反映して、日本航空ユニオンでは運動が強化され（佐々木先生を講師

に勤務学習会を大会で行う）、勤務改善（公休数の増加、労働時間の短縮）の成果にも

結び付きました。一方、かつての航空労働者の頑張りの中で、夜勤時の仮眠制度を獲

得してきましたが、経営側の反撃で、その成果が奪われたばかりか、更に改悪された

勤務実態となっている全日空などの現状があります。 

FAA（米国の連邦航空局）の指摘に照らせば、整備士の勤務時間数に応じて制限さ

れる整備作業が 3段階で記述されています。 

『疲労の「中程度リスク」』としてシフトが 12 時間（日勤の場合）、8 時間（夜勤の

場合）、または 7 日間で 48 時間を超えたときは二次的な独立した検査、詳細な検

査、または構造的に重要な品目や重要なシステムへの関与を禁じられています。 

『疲労の「極度のリスク」』としてシフトが 14 時間（日勤の場合）、12 時間（夜勤

の場合）、または 7 日間に 60 時間以上を超えたときは上記の制限に加え、重要な任

務 AD の実行や検証をすることは許されず、エンジン運転を担当することはできま

せん。重要なシステムの機能的および運用上のチェックを担当し、航空機のタキシ
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ーもできません。 

『疲労の「許容されないリスク」』として、シフトが 16 時間（1 日のシフトとして

開始された場合）または 14 時間（夜間のシフトとして開始された場合）、または 7 

日間で 72 時間を超えたときはどんな作業活動を行うことも安全とはみなされませ

ん。 

全日空の職場ではこれに抵触する勤務が行われています。勤務改善は急務です。 

⑤ 労働者の権利について、日本は世界から大きく遅れています。航空産業だけではな

く日本の労働者全体の問題です。その中でも夜勤労働者の実態は野放しで最悪です。

命と健康を守り健康で働き続けられるための法的な勤務制限と改善が必要です。 

過労死弁護団では過労死認定基準の改定に向けて、「夜勤交替制勤務の負荷要因を指

摘し、時間外労働が月４５時間未満でも業務起因性が認められる場合がある」等とす

る改定意見を厚労省に提出すべく取り組んでいます。 

また、航空では運航乗務員の疲労管理システム（FRMS）採用が進められており、

今後は客室乗務員・整備士・航空管制官にも予定されている状況があります。 

私たちの闘いの大きなプラス要因です。これらの状況も活かしながら、労働者の立

場から勤務関係、労働安全衛生法なども学習し、法律を守らせ、勤務を改善する取組

が重要です。 

 

 

５．課題 

 （１）労働時間の管理を行わない、サービス残業などブラック企業の横行と、それを後

押し、容認する政府・経営者団体の存在、これ等の情勢を受けての行政・司法の判

断が、日本の「働き方の非常識」を蔓延させています。更に助長する政府の「働き

方改革」は、過労死認定基準を上回る残業時間規制の提起となっています。これで

は、国をあげて取り組んでいる「過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けるこ

とのできる社会の実現」は、有名無実となります。 

 

（２）夜勤は有害、手厚い保護が必要な勤務であり、その為の対策は、ILO 条約はじめ、

先進諸外国では既に進んだ対応がとられています。日本においては、２０年以上前

から様々な形で労働者の健康管理が提起されているが、未だに具体的有効なものと

なっていません。それどころか、日本の労働者の実態は一層過酷な状況に進んでお

り、労働災害を申請出来ない未組織の労働者が拡大するなか

で、いわゆる「隠れ労災」が全国に蔓延しています。 

  こうしたことから、ひとつひとつの健康破壊の被害救済を

個別に取り組むだけでは、この状況を打開する事は難しいと
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言えます。 

  航空労組連絡会、国土交通労組、日本医療労働組合連合会、郵政産業労働者ユニ

オン、働くもののいのちと健康を守るセンター等、夜勤交替制勤務で働く労働者を

組織する団体・労働組合との連携を強化し、勤務改善の取組を強める必要がありま

す。この取り組みは、これ等労働者が置かれている現在の状況からは、過労死ゼロ

の実現に向けた重要かつ緊急的な取組といえます。 

 

（３）労基署の不支給決定処分の取り消しを求める行政訴訟で、労災認定を勝ち取って 

いる事例もみられるが、やはり一度出された労基署の決定を覆すのは大変な取り組 

みとなります。 

  特に「猪又事件」は、時間外労働時間が少なく、労働の質で判断させることが必 

要な事例であり、時間外労働一辺倒の認定を改めさせる為の用意周到な取り組みに 

不足を残したと言えます。 

事件発生から労災申請の期限まで２年の期間的余裕があります。この期間の活用 

が重要でした。 

夜勤を含む交替制勤務は、人間の生体リズムに反する労働であり、かつ夜間の整 

備作業は一年を通して屋外作業である。この肉体的・精神的な負荷を監督官に理解 

させる取組や、『「脳・心臓疾患の認定基準」時間外労働以外の要因の負荷の程度を 

評価する視点』の問題点（現場の実態と食い違う点など）や、個々の判断でなく複 

合的・総合的な判断の必要性などを理解させる取組等が重要でした。 

    東京高裁判決は、『猪又の勤務は不規則（注；認定基準の「不規則な勤務」を評 

価する視点は、予定された業務スケジュールの変更の頻度など）と認め、直前６か 

月の勤務は、その前６か月の勤務に比べてより不規則な勤務と認めました。更に屋 

外作業と言う環境の中での不規則勤務により、疲労の蓄積を起こしうる労働負荷が 

有ることも認め、猪又の夜勤・深夜勤務は、昼間に働く場合に比べて疲労度が高く、 

その回復には１日の休日では十分でない負荷のある勤務とまで認めました。 

この点は、私たちが取り組んだ夜勤・変則勤務者のアンケート結果の意見・感想 

と符合する。』と認めました。 

労基署段階で、２年間の猶予期間を活用し、少なくともこの様な判断まで到達さ 

せる取組を行う必要があったと言えます。 

 

（４）そのためには、この事件への取組みで蓄積された「調査・研究内容」「意見書など 

の証拠書面」など多くの資料を「ライブラリー」として活用出来るように、今後に 

残し活用していく必要があります。 

また、今回の事例だけでなく、これまでの労災事件の多くの教訓（成功・失敗）

も含めて、参考にすべきです。 
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労基署や裁判で労災認定を求める取組は、被災者・ご遺族の自発的な決意と共に、 

労働組合、職場の労働者の支援、協力を、どう築きあげるかが、労災認定獲得の大 

きな力となります。しかし現実には、未組織の職場では、労働実態を証明すること 

は大変難しい状況があります。 

その中でも、ご遺族と他社で同じ様な仕事に携わる者の協力を得て立証した労働 

実態に対して、行政・司法は「直接経験ないし認識した事実ではなく、推測したも 

のにすぎない」とし、当事者の労働実態と近似する証拠はないとの判断を示します。 

過労死事件は、当事者が亡くなっており、この様な判断をされれば、正に死人に 

口なしとなります。現在、ご遺族（原告）にのみ課せられている過重労働の立証で 

は、過労死の労災認定は困難であると言え、企業・国（被告）にも相応の立証責任 

を課すことが不可欠と言え、「過労死認定基準」の見直しと併せ、司法制度の改善が 

求められます。そのためには、多方面の協力体制が必要です。 

 

（５）「過労死認定基準」の見直しについても、多方面の協力の下に取り組む必要性が 

あります。 

労働や睡眠の質についての考察は、夜勤、交替制勤務の労働者にとって、これか 

ら進めなければならない重要な課題です。 

過労死弁護団で進められている「労災認定基準の改定案」へ、「猪又労災裁判」の 

取組から得たもの、航空機整備士の立場からの意見反映も重要な課題と言えます。 

 

 （６）労災認定を求める取り組みは、本来責任を負うべきスカイマーク社が、被告とな 

らず表に出てきていません。スカイマーク社の責任を問うのは当然であり、スカイ 

マーク社への取り組みを検討致しました。 

しかしながら、労災認定を求める裁判の最中にスカイマーク社は、２０１４年の 

経営悪化を受けて、２０１５年１月２８日民事再生法適用を東京地裁に申請しまし 

た。そして、東京地裁は、２０１６年３月２８日付で「民事再生手続きの終結」を 

発表しました。 

猪又事件は、スカイマーク社が民事再生を行う前の２００８年に発生しており、 

民事再生を受けて「再生前の負債」は処理が終了しているとの状態にあります。再 

生前スカイマーク社で発生した猪又

事件の賠償責任を、再生後のスカイマーク

社に求めていくことは法的に不可能となり

ました。 

 労災認定を求める取組と、企業の安全配

慮義務違反を追及する取組（損害賠償）、こ

の二つの取組をどう進めていくかは、事件
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に対する取組を始める段階で、十分論議を重ねておく必要があります。 

 

６．展望 

労働行政、司法の広い範囲に「疲労や睡眠についての科学的理解」を広めない限り、 

今後も同じ様な誤った判断が出される危険性があります。 

一方、世界の流れは、「科学的認識と対策」に移っています。 

  現在、ILOや国連傘下の組織である ICAO などで進められている健康管理や安全管理 

（疲労管理）は証拠に基づく研究成果に基づいて、科学的に進められており、日本の状

況は著しく立ち後れていると言えます。しかし、世界の大きな流れは止める事は出来ま

せん。 

  特に航空業界においては、ICAO の基準は「航空法」の基準にもなるので合理的な理由 

が無ければ、拒否する事は出来ません。「世界の常識が航空から入ってくる可能性」は十 

分にあると言えます。また、オリンピックなどの国際行事が日本で開催されるごとに、 

こうした日本の遅れた実態を改めさせる国際圧力は強まります。 

  一方、「科学的理解・対策」の拡大は、経営者、労働組合、マスメディア関係者はじめ、 

「自分は大丈夫」と思ってしまいがちな労働者自身にも、命を守るために、必要と言え 

ます。 

  「過労死を考える家族の会」をはじめ関係団体、労働組合、学識研究者などの連携で 

学習、宣伝活動の強化、幅広い運動が求められ、既に進められていると言えます。 

  更に、日本では「人間を大切にする」「人権を守る」「個々の人間の違いを認める」な 

どの大切な課題が、政治・経済・教育などの中で軽視されてきた歴史があります。こう 

した事が、労災認定あるいは、労働災害防止の障害になっている事は明らかであり、克 

服への取組も始まっています。２０１７年の過労死防止法施行をめぐる国会内の超党派 

の動きなどはそうしたことを象徴しています。 

  今後、これまで述べた課題に積極的に、あきらめること無く取り組む必要があります。 

 

 

７．今後の方針 

  最高裁の決定を受けて、私たちがこの取組で目指してきたものは何も解決していませ 

ん。ご遺族・猪又としみさんの強い思いでもある再発防止・労災認定基準の改正や夜勤・ 

交替制勤務者の勤務改善など、課題は残ったままです。 

  残された課題の改善に向け、これまで裁判に向けてきた取組の力を、「再発防止（予防）」 

に向けていきます。 

再発防止の取組は、航空整備士の労働実態の、科学的調査、研究や、外部へ向けての
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「啓蒙」シンポジウムなどで、社会的理解の進化を促す必要があります。 

 この裁判で取り組んだアンケートは、１０００名を超える夜勤・交替制勤務者の声を

集約した貴重な財産です。この声への理解を広げるとともに、さらに科学的な調査（睡

眠の質の測定など）を行い実態把握を進化さていく必要があります。整備士の FRMS（疲

労リスク管理）については、政府も研究を進めており、整備士自らが研究し、スペシャ

リストを育成し、あるべき姿を提言できるようにする必要があります。また、過労死の

認定基準の改定を目指した政策つくりや、労働安全衛生法の活用なども視野に入れた活

動も必要です。 

  「猪又労災裁判を勝利させる会」の活動は、スカイマーク社に労働組合がなく、社外 

の航空関係者などによって進めてきました。この力を継続して発揮できることが望まし 

いと考えます。 

そして、「会」は２０１１年度総会（２０１１年７月２８日）において、会の名称を、 

「スカイマーク整備士・猪又隆厚さんの労災裁判を勝利させる会」 

＝航空労働者の勤務実態を明らかにし勤務改善を共に取り組む会＝  

略称；猪又労災裁判を勝利させる会               

と改訂しています。 

しかし、労災認定を勝ち取るために立ち上げた「会」であり、労災認定を求める裁判

も終了しました今、このままの形で活動を継続することは難しいと判断致します。 

今後これ等の取組を進めていくために私たちは、猪又事件の取組を通じて繋がりの出

来た、航空労組連絡会（政策委員会・整備連絡会・スカイネットワーク）はじめ、夜勤・

交替制勤務の改善や労災認定基準の改正に取り組む諸団体（国土交通労組、日本医療労

働組合連合会、郵政産業労働者ユニオンや、労働科学研究所・働くもののいのちと健康

を守るセンター等）との連携、取組への参画・共同を検討していきます。また、積み重

ねてきた諸資料・データ等を、整備連の活動（ホームページ・整備交流会・学習会や、

勤務改善のためのデータ作りなど）への反映を検討致します。 

どの様な形であれ、私たちの活動は続けていく必要があると言えます。 

 

８．若干の資料 

（１）「猪又さんの勤務表」のサンプル  ※４3 ページに別掲載 

 

（２）「夜勤時の整備作業分析と地裁判決を受けての有資格作業の並び替え」

のサンプル                      ※４4～４6 ページに別掲載 
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（３）東京地裁提訴から結審までの取組実績 

 

  ①対策会議「原告＋弁護士＋猪又裁判を勝利させる会」；６７回 

②裁判；ＮＯ．１  ２０１１年１０月 ３日 （法廷） 

      ＮＯ．２       １２月 ２日 これ以降審問室での弁論準備 

      ＮＯ．３  ２０１２年 ２月１６日 

      ＮＯ．４        ４月１６日 

      ＮＯ．５        ７月１９日 

      ＮＯ．６        ９月２６日 

      ＮＯ．７       １１月１５日 

      ＮＯ．８       １２月 ２日 

      ＮＯ．９  ２０１３年 ２月２８日 

      ＮＯ．１０       ５月 ８日 

      ＮＯ．１１       ７月 ３日 

      ＮＯ．１２       ９月３０日 

      ＮＯ．１３      １２月 ２日 

      ＮＯ．１４ ２０１４年 ２月１３日 

      ＮＯ．１５       ４月１０日 

      ＮＯ．１６       ６月 ９日 

      ＮＯ．１７       ７月１８日 

      ＮＯ．１８       ９月３０日 

      ＮＯ．１９      １１月２１日 

      ＮＯ．２０ ２０１５年 ３月 ２日 

      ＮＯ．２１       ４月２８日 

      ＮＯ．２２       ６月 ８日 法廷；証人調べ（スカイマーク菊地

藤夫／菅谷敏男・

安藤晴雄） 

      ＮＯ，２３       ７月 ９日 法廷；証人調べ（猪又崇正・ 

猪又としみ） 

      ＮＯ．２４      １０月 ８日 法廷；最終陳述 「結審」 

         ※裁判終了後には報告集会開催 

      判決日は２０１６年１月２１日（木）１３：１０～ ７０５号法廷 

③裁判所への提出書面など 

   イ）準備書面（１）～（１８）・最終準備書面 

   ロ）証拠；甲第１３４号証まで 
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   ハ）『猪又隆厚の勤務と「睡眠の質」に関する追加意見書 

―「疲労の蓄積」と睡眠の質の劣化に関する労働科学的知見―』 

労働科学研究所慢性疲労研究センター 佐々木センター長  

   ニ）『意見書』（猪又隆厚のクモ膜下出血発症について、 

業務の身体的精神的負荷との関係についての医学的意見） 

立川相互病院 神経内科 山田正和 医師 

   ホ）講演記録；「疲労蓄積」と睡眠の質の劣化に関する労働科学的知見 

 労働科学研究所慢性疲労研究センター 佐々木センター長 

   へ）陳述書：ＡＮＡ整備士１４名 

   ト）陳述書（その２）：安藤晴雄、菅谷敏男 

   等など 

  ④５月１日メーデー会場での東京地裁宛の個人署名活動；２１６筆 

  ⑤２０１５年３月７日 

『過労死の無い交代制勤務の実現を目指す』シンポジウム開催 

  ・参加者数；７２名 

⑥猪又隆厚支援会ニュースの発行；ＮＯ．３～ＮＯ．7 

 

 

（４）東京地裁判決に対する抗議声明 

 

  ２０１６年１月２１日 

猪又労災裁判を勝利させる会 

猪又労災訴訟弁護団 

 

１ 本日、東京地裁民事 36 部は、スカイマーク航空の整備士であった猪又隆厚さんの過労

死労災事件について、労働災害の認定を求める原告の請求を棄却する、不当な判決を言

い渡した。 

この事件は、スカイマーク社に勤務するベテランの航空整備士（当時５３歳）が、2008

年（平成 20 年）6月 28 日、羽田空港への出勤の途中でクモ膜下出血を発症し、同年 7

月２日死亡したというものである。 

遺族である原告（妻）が労働災害保険支給の申請をしたが、大田労基署は業務起因性

がないとして不支給の決定をし、労災保険審査官への審査請求、労災保険審査会への再

審査請求がいずれも棄却されたため、2011 年 8月 3 日、本件行政訴訟を提訴したもの

である。東京地裁は、約 4 年 2 ヶ月の審理を経て昨年 10月 8日に結審し、本日の判決

を迎えた。 

２ 判決は、大田労基署による労災保険の不支給決定を追認し、本件が労働災害であるこ
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とを認めなかった。判決における主要な争点と、これについての裁判所の判断は次のと

おりである。 

（１）深夜勤務・交代制勤務の過重性と労災審査基準 

   深夜勤務・交代制勤務（シフト制勤務）は人間の生理的リズムに反するため、通常

の日勤勤務と比較して心身への負担が極めて大きい。深夜の交代制勤務は、睡眠時間

の短縮や睡眠の質の低下などの睡眠障害を招き、高血圧の原因となるとともに、睡眠

中の脳血管内壁の修復を阻害して、動脈瘤の破裂など、様々な脳血管障害を生じさせ

る。そこで、労働者の健康を守るためには、深夜勤務の前後に十分な休養をとること、

勤務時間の短縮、休憩や仮眠時間の確保などの配慮が求められる。 

ところが、この点について判決は、本件の深夜勤務は「その大半はもともと予定さ

れたシフト勤務」であり、交替制勤務が日常業務としてスケジュールどおり実施され

ている」ことから、「日常生活の範囲内の負荷といえる。」と判示し、多くの深夜勤務

に従事する労働者の実感から乖離する不当な判断を重ねた。 

（２）労災審査基準のあり方 

過労死における労災保険の認定基準は、時間外労働の時間数を基礎としたものにな

っており、交代制勤務の特性や業務の特殊性に基づく過重性を十分に斟酌したものに

なっていない。所定労働時間内の勤務が過酷な故に残業時間が月間で４５時間を超え

ることはあり得ない交代制勤務の職場において、このような労災保険行政が続く限り、

交代制勤務の職場における過労死は防止できず、夜勤が必要な分野である医療・交通

など様々な職場で、労災事故が発生する。 

そこでこうした実態に即した司法審査が求められるところ、判決は、やはり時間外

労働の時間数に拘泥した事実認定を示しており、その上で、上記のとおり事前に指定

されたスケジュールどおりであれば特別な負荷は認められないという判断を示すとい

う、深夜交代制勤務の特殊性を全く考慮しない判断によって、原処分庁の誤った認定

を上塗りするだけの司法判断を繰り返した。 

（３）スカイマーク社における過重な業務 

航空整備（航空輸送）の業務には、定時性の要求による「タイム・プレッシャー」、

人命に関わる事故の防止・安全確保の要求という精神的負荷、厳寒期や真夏などの過

酷な職場環境、重量物・高所作業、高速化・高度な電子化・自動化する航空機への対

応、変則的な交代制勤務、出張勤務など、特有の負荷がある。さらに、後発エアライ

ンであるスカイマーク社では、有資格整備士の人数が足りず、慢性的な人員不足によ

る過重なスケジュールが科せられていた。そのため、並行して複数の作業を強いられ

ることや、休憩を取れないままの連続的作業など過酷な労働が常態化していた。 

ところが、これらの点について判決は、原告の指摘する業務の実情には一応の根拠

はあっても、その主張通りの実情であったとまで認めるべき証拠がないとして、原告

が指摘した問題点をことごとく否定した。しかし、航空会社が明白に違法と認められ
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るような業務の記録を残すはずはなく、職場の実情は遺族には判らなくて当然である。

しかも本件では、そのような中でも、全日空の整備経験者の協力により、同じ法制度

の下で同じ機種の整備を手がけてきた経験から、スカイマーク社の資料を読み解いて

問題点を指摘したのである。これをもってしても過重な業務の実態が証明されていな

いとされるのであれば、およそ職場の過労死の救済は不可能と言わなければならない。 

（４）認定事業場制度を満たさない配置 

航空機ないし整備業務の複雑化・高度化にともない、航空法令は「認定事業場制度」

を定めて、作業内容の重要度、難易度に応じて、一定の資格と能力を備える整備士に

よる作業の遵守を要求している。ところが、スカイマーク社では人員不足と経済性の

要求により、このルールを満たさないような作業スケジュールが日常化していた。 

そのような中で、同社における整備作業の責任者であった被災者は、担当する作業

の水準・品質を維持するため、機体から機体へ移動し、自ら作業の要所を実施すると

いう高度な負荷、特別な負荷を受けていた。 

このようなスカイマーク社の実態について判決は、上記のとおり、実態そのものの

事実を認めなかっただけではなく、仮にそのような実態があっても、同社の業務の実

情は明らかではないとか、各種のマニュアルやチェックリストが完備されている等の

形式的な理由によって、その過重性をことごとく否定した。 

（５）LCCにおける労働実態と航空の安全 

こうした実情は、スカイマーク社のみならず、LCC 各社に共通する問題である可能

性が高い。航空自由化による規制緩和により、コスト削減と低運賃の競争が要求され、

そのしわ寄せはどのエアラインでも整備作業などの「見えない」部分に現れがちだか

らである。 

しかし、航空機の運航における安全確保は、整備の分野においても最後は人間によ

る確実な作業と確認に依拠している。人員不足と過重な業務による航空整備士の過労

状態が日常化しているならば、労働者の健康問題に留まらず、航空機運航の安全を脅

かす要因となる。裁判所の司法判断が、この重大な社会的な要求に、どう応えるかが

問われる。 

この点について判決は、上記のとおり、原告が指摘した問題点をいずれも否定する

ことにより、こうした不安要因、不安全要因をすべて放任する結果になった。 

３ 以上のとおり、判決は大田労基署の不当な決定を維持して、過酷な深夜勤務に従事し

てクモ膜下出血を発症した被害の救済を放棄した。 

この判決は、過労死防止法施行から１年余が経過し、過労死の原因究明に国が取り組

んでいるさなかに出されたものであるが、過労死の防止という社会的要請に反する極め

て不当なものであり、今も様々な職場で深夜・交代制勤務に従事する多くの労働者の保

護と救済を、一層困難にしたものである。 

今後、交代制勤務の健康への重大な影響を社会的な認識として定着させて、仮眠や休
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憩など適切な労働条件の確保と、労働時間の規制を実現することが重要な課題となって

いるにもかわらず、裁判所は、司法の役割を放棄した。私達は、この不当な判決に強く

抗議するものである。同時に、私たちは、過労死防止法がその目的である過労死の無い

社会の実現に向けた対策がとられるよう、今回の不当な判決を跳ね返して、すべての交

代制勤務に従事する労働者の命と健康を守るために、必要な政策の実現を追求すること

を宣言する。そして、これらを通じて、規制緩和の影響を強く受け続ける民間航空にお

ける、航空の安全を確保するよう求めるものである。 

 

 

（５）東京高裁（控訴審）結審から判決までの取組 

      ※巻末に別掲載 

 

（６）東京高裁の不当判決に対して抗議し、上告を決意する声明 

 

２０１６年１２月 ７日 

猪又労災裁判を勝利させる会 

猪又労災訴訟弁護団 

 

１ 東京高裁第１６民事部は、本年 11 月 24 日、スカイマーク航空の整備士であった猪又

隆厚さん（被災者）の過労死労災事件について、労働災害であることを否定し、労災保

険給付を不支給とした一審判決を維持する不当な判決を言い渡した。 

この事件は、スカイマーク社に勤務するベテランの航空整備士（当時５３歳）が、2008

年（平成 20 年）6月 28 日、羽田空港への出勤の途中でクモ膜下出血を発症し、同年 7

月２日死亡したというものである。 

遺族である原告（妻）が労働災害保険支給の申請をしたが、大田労基署は業務起因性

がないとして不支給の決定をし、労災保険審査官への審査請求、労災保険審査会への再

審査請求がいずれも棄却されたため、2011 年 8月 3 日、本件行政訴訟を提訴したもの

である。ところが東京地裁は、不当にも原告の請求を棄却し、原決定を取り消さなかっ

たので、原告は東京高裁に控訴して、上記の判決に至ったものである。 

２ 控訴審において控訴人は、大要以下の２つの点について主張・立証を追加して、被災

者が従事していた勤務が著しく過重なものであった事実を明らかにするとともに、深夜

勤務・交代制勤務（シフト制勤務）は人間の生理的リズムに反するため、通常の日勤勤

務と比較して心身への負担が極めて大きいことを実証的・科学的に解明した。  

（１）スカイマークの夜間整備作業の実態について 

原告は、航空法令が求める認定作業者制度の下では、確認主任者によってなされる

べき作業（A 項目作業）を無資格者に委ねることは許されないので、A 項目作業が並
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行・重複することのないように配慮した作業スケジュールを組まなければならないも

のと想定した。しかし、スカイマーク社内の整備資料によって作業の実情を再現する

と、A 項目作業の並行・重複が随所に見られた。そのため、被災者は A 項目作業を実

質的に自分で実施するように行動することを強いられたので、そのような作業の実態

は、大きな過重負荷であったことを指摘した。ところが原判決は、原告が分析した夜

勤の実情について、そのような実情であったとは限らないとして、その業務の過重性

を否定した。 

そこで控訴人（原告）は、原判決が判示するとおりに、スカイマーク社の整備資料

に記載された作業時刻を、順次後ろに回すように配分して A 項目作業が並行・重複し

ないように作業スケジュールを想定し、分析をし直した。 

ところがそうすると、当該夜勤において実施したはずの作業が、翌朝の所定時刻ま

でに終了しない結果になり、あるいは朝まで全く休憩を取ることが出来ないような作

業スケジュールが生じる事態になった。 

すなわち、被災者の従事していた作業の実態は、上記のどちらの分析・想定によっ

ても、いずれも過重な負荷を生じさせるものであり、これは毎日の夜勤における作業

量に比較して、確認主任者の数が決定的に不足していて、そもそも適法かつ無理のな

い整備作業が実現できない実態にあったことによる結果である。 

   ところが高裁判決は、控訴人の分析は仮定の業務実施状況を基にしたものであると

ころ、その仮定された業務実施状況が被災者の実際の業務実施状況と近似することを

認めるに足りる的確な証拠はないとして、この主張を一蹴した。しかし、既に被災者

は死亡しており、遺族には何らの材料ものこされていない。また、スカイマーク社に

は労働組合すらなく、業務と労働の実態を明らかにしてくれる協力者も得られない。

そこで控訴人は、同じ航空法のもとで、同じ型式の航空機を整備していた全日空の整

備士達の協力を得て、航空機整備の実務やボーイング社のマニュアルに準拠して、こ

うした分析・検討を尽くしたのである。 

控訴人が、ここまで調査・分析と検討を尽くして、スカイマーク社の整備資料から

読み取れる合理的な作業スケジュールの想定をしたのにもかかわらず、それを「証拠

がない」の一言で排斥してしまうのであれば、過労死の救済を求める裁判は、「死人に

口なし」の暗黒裁判に陥るしかなくなる。公平な裁判、被害の救済が可能になる訴訟

手続きという観点からすれば、被災者側が一定の合理性を有する分析と推論を提示し

たならば、それ以上の証明については挙証責任を被告側に転換して、事実の解明を求

めるべきである。過労死事件と同様に、挙証責任の壁に阻まれて救済が放置された公

害事件においては、既にそうした法理論が確立されている。 

   さらに、控訴人の主張は、上記のとおり、どちらの分析・想定によっても、いずれ

も過重な負荷を生じさせるという結論なのであるから、基礎となる業務実施状況の証

拠がないという論法でこれを排斥するのは、挙証責任を口実に判断を放棄しているに
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等しい。 

   このような歪んだ判示は、裁判を受ける権利を実質的に無意味にしてしまうもので

あり、裁判所の任務放棄というべきである。 

（２）アンケート調査に基づく実証的な検討について 

深夜勤務・交代制勤務（シフト制勤務）は人間の生理的リズムに反するため、通常

の日勤勤務と比較して心身への負担が極めて大きい。深夜の交代制勤務は、睡眠時間

の短縮や睡眠の質の低下などの睡眠障害を招き、高血圧の原因となるとともに、睡眠

中の脳血管内壁の修復を阻害して、動脈瘤の破裂など、様々な脳血管障害を生じさせ

る。そこで、労働者の健康を守るためには、深夜勤務の前後に十分な休養をとること、

勤務時間の短縮、休憩や仮眠時間の確保などの配慮が求められる。ところが原判決は、

このような実態を認めず、その負荷を正しく評価することをしなかった。 

そこで控訴人は、猪又労災裁判を勝利させる会を通じて、深夜勤務、交代制勤務に

従事する様々な労働者（航空整備士のほか、運航乗務員、航空管制官、医療関係者な

ど）に大規模なアンケート調査を実施し、その結果を佐々木司博士（労働科学研究所）

が科学的知見に基づいて分析検討するという、極めて実証的な研究成果による立証を

得て、提出した。 

   ところが高裁判決は、こうした科学的知見の内容を肯定し、さらにアンケート結果

に現れた実情との符合を認めながら、被災者の就いていた勤務シフトには「一定の配

慮」があり、「不規則極まりないものではない」として、これを過重な負荷であるとは

言えないとしてしまった。しかしその理由とされているのは、「前日より翌日の勤務開

始時刻が遅くなる態様」や深夜勤務の「翌日には必ず休日が配置」されていること等

に留まり、これらはいずれも、深夜勤務における当然のルールに過ぎない。深夜勤務・

交代制勤務（シフト制勤務）において、前日より翌日の勤務開始時刻を早める「逆転

シフト」は、やってはならない禁忌であるし、夜勤の翌日を非番（休日）にすること

など、どの職場においても確立されている当然のことである。 

   このような緩慢な判断によって業務の過重性を否定するのであれば、深夜の交代制

勤務の過重性に関する医学的知見など、もはや無視されているに等しい。 

３ 以上のとおり、控訴人の主張・立証が尽くされたのにもかかわらず、高裁判決は一審

判決の誤りを維持し、大田労基署の不当な決定を追認して、過酷な深夜勤務に従事して

クモ膜下出血を発症した被害の救済を放棄した。 

折しも、過労死防止法施行から２年余が経過し、過労死の原因究明に国が取り組まな

ければならない時期にありながら、電通という巨大企業における悲惨な過労自殺事件の

報道に、あらためて過労死という重大な社会問題が、国民的な批判の対象になっている。

そのような中で出された不当判決は、社会的要請に応えず、司法の役割を放棄したもの

であり、その責任はまことに重大である。 

４ 私達は、今回の判決に屈することなく、最高裁判所に上告することを決意した。そし
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て、すべての深夜勤務・交代制勤務（シフト制勤務）に従事する労働者の命と健康を守

る政策を実現することを求める。そして、これらを通じて、規制緩和の影響を強く受け

続ける民間航空における、航空の安全を確保するよう求めるものである。 

 

 

（７）最高裁上告から最高裁決定までの取組 

 

１）宣伝行動 

①３月２３日０８:１５～０９:００ 最高裁判所西門周辺 

 日本国民救援会中央本部最高裁統一要請行動に合流／９名参加  

②４月１４日０８:００～０９:００ 最高裁判所西門周辺 

東京争議団最高裁共同行動に合流／４名参加 

③５月１２日０８:００～０９:００ 最高裁判所西門周辺 

東京争議団最高裁共同行動に合流／５名参加 

④5 月 23日０７:３０～０９:００ 羽田空港モノレール新整備場駅出口周辺 

     羽田空港勤務者向けの宣伝行動／3 名参加 

     ※ビラを受け取られたご婦人から「夫がスカイマーク社で働いているが、 

長時間勤務等で心配だ」とのお話しがありました。 

⑤５月２６日０８:１５～０９:００ 最高裁判所西門周辺 

 日本国民救援会中央本部最高裁統一要請行動に合流／４名参加  

⑥６月 ９日０８:００～０９:００ 最高裁判所西門周辺 

東京争議団最高裁共同行動に合流／５名参加 

⑦７月 ７日０８:００～０９:００ 最高裁判所西門周辺 

東京争議団最高裁共同行動に合流／４名参加 

⑧７月１８日０８:１５～０９:００ 最高裁判所西門周辺 

 日本国民救援会中央本部最高裁統一要請行動に合流／７名参加  

⑨８月１０日０８:００～０９:００ 最高裁判所西門周辺 

東京争議団最高裁共同行動に合流／５名参加 

⑩９月 １日０８:１５～０９:００ 最高裁判所西門周辺 

 猪又労災裁判を勝利させる会としての宣伝行動／７名参加  

⑪９月１５日０８:１５～０９:００ 最高裁判所西門周辺 

 日本国民救援会中央本部最高裁統一要請行動に合流／４名参加  

   ⑫１０月 ５日司法総行動、 

最高裁前宣伝行動０８：３０～０９：１５ に５参加 

⑬１１月２１日０８:１５～０９:００ 最高裁判所西門周辺 

 日本国民救援会中央本部最高裁統一要請行動に合流／５名参加  
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２）最高裁訟廷上席書記官要請 

①３月２３日１０:００～１１:００ 

 日本国民救援会中央本部最高裁統一要請行動に合流／９名参加  

②４月１４日１０:００～１１:００ 

東京争議団最高裁共同行動に合流／４名参加 

③４月２６日１１:００～１２:００ 

いのちと健康をまもる東京センターの合同要請行動に合流／７名参加 

④５月１２日１０:００～１１:００ 

東京争議団最高裁共同行動に合流／５名参加 

署名の提出（第１次）；団体署名２４９団体・個人署名４,７７７筆 

⑤５月２６日１１:００～１２:００ 

 日本国民救援会中央本部最高裁統一要請行動に合流／４名参加  

 署名の提出（第２次）；団体署名５８団体・個人署名１,０９５筆 

⑥６月 ９日１０:００～１１:００ 

東京争議団最高裁共同行動に合流／５名参加 

 署名の提出（第３次）；団体署名２７団体・個人署名１,２５０筆 

⑦６月２１日１１:００～１２:００ 

 いのちと健康をまもる東京センターの合同要請行動に合流／７名参加 

※この日は、私たちに加えて、過労死問題にも関心の高い民進党・山井和則 

衆議院議員と秘書・倉田亜希さんも、猪又事件についての要請を行う。 

      署名の提出（第４次）；個人署名筆２３６筆 

⑧７月 ７日１０:００～１１:００ 

東京争議団最高裁共同行動に合流／５名参加 

 署名の提出（第５次）；団体署名６団体・個人署名３,８８９筆 

⑨７月１８日１０:００～１１:００ 

 日本国民救援会中央本部最高裁統一要請行動に合流／７名参加 

   署名の提出（第６次）；団体署名３０団体・個人署名１００筆 

 ★３月からの上記共同要請行動は３事件でした。「猪又労災裁判を勝利させる会」 

  は要請時間の半分３０分を頂き、参加者全員が発言し要請いたしました。 

     要請内容は、担当裁判官に正確に伝わる様、「発言メモ」として、訟廷上席書記

官に提出しています。 

  ⑩８月１０日１０:００～１１:００ 

東京争議団最高裁共同行動に合流／５名参加 

 署名の提出（第７次）；団体署名４０団体・個人署名１,０１９筆 

⑪８月２３日１１:００～１２:００ 
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  いのちと健康をまもる東京センターの合同要請行動に合流／７名参加 

      署名の提出（第８次）；団体署名６団体・個人署名筆２２６筆 

   ⑫９月 １日１０：００～１０：３０ 

     猪又労災裁判を勝利させる会としての要請／７名参加 

      署名の提出（第９次）；団体署名１団体・個人署名筆３７筆 

⑬９月１５日１１：００～１２：００ 

日本国民救援会中央本部最高裁統一要請行動に合流／４名参加 

   署名の提出（第１０次）；団体署名１０団体・個人署名８７筆 

   ⑭１０月 ５日司法総行動としての最高裁要請行動 

１５：００～１６：００／５参加 

   ⑮１０月３１日１１：００～１１：３０ 

     猪又労災裁判を勝利させる会としての要請／７名参加 

      署名の提出（第１１次）；団体署名５団体・個人署名筆６８１筆 

   ⑯１１月２１日１０：００～１０：３５ 

 日本国民救援会中央本部最高裁統一要請行動に合流／５名参加 

   署名の提出（第１１次）；団体署名１団体・個人署名２０３筆 

 

（８）最高裁上級訟廷書記官要請で提出した発言メモの要旨 

 

裁判経験の少ない私たちは、他の争議関係者からのアドバイスや SNS 調査から、 

要請内容を文章化し「発言メモ」として提出した。（以下は、要請に活用した文献と

要請要旨、すべての要請文ではなく、整備に関するものは除外）。 

引用文献の名称等（国際） 紹介・説明した内容（要旨） 

ＩＣＡＯヒューマンファクター 

トレーニング マニュアル 

ＩＣＡＯ（国際民間航空機関）は航空整備士の実態に

ついて、タイムプレッシャーの精神的負荷、勤務につ

いて、施設及び作業環境、騒音についても詳しく述べ

られている。 

FAA アドバイザリー サーキュラ

ー 

ＦＡＡ（米国航空局）のアドバイザリー サーキュラ

ー（強制力のない通達だが）では、整備士の勤務時間

に対し作業制限を三段階に規制。かつ仮眠などの対応

策が述べられている。 

仏、「労働の復権」に関する法律制

定及びその背景 

（出典：30年日勤、夜勤の交替勤

務を続けたら、どれ位寿命が縮み

ますか？） 

フランス政府から委託で、ヴィスナール教授が二万人

の交代勤務労働者を対象に調査した結果、夜勤は寿命

を１０年以上縮めるとの結論が出た。そしてフランス

では１９７７年に「労働の復権」に関する法律を施行

している。 
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オランダのヴァン・ローン博士の

実験（www.thefutureheads.net/

夜勤の障害について/） 

オランダのヴァン・ローン博士の実験では、サルは１

週間で昼夜リズムが逆転し、夜型サルになりますが、

人間は１３週間の連続夜勤でも変化は見られなかっ

た。人間は夜勤に慣れない。 

時短に関するドイツと日本の政策

の違い 

（www.newsdigest.de > Home > 

コラム > 独断時評） 

第２次世界大戦の敗戦国ドイツの戦後復興は日本と同

様のみちをたどり、１９７０年ごろまでの労働時間は

日本と大差がなかった。オイルショク時に、日本は減

量経営と称して、少人数の過密、長時間労働を労働者

に強いたのに対し、ドイツは労働力分かち合い政策に

よって、時短に取り組んだ。 

北欧の労働法制と実体 

（www.jil.go.jp/institute/ 

siryo/2012/documents/0104.pdf） 

デンマークやスウェーデンでは、夜間勤務は社会的に

どうしても必要な仕事に限られるとともに、深夜８時

間の労働は、２労働日（２日働いたということ）と見

なされ、明けの勤務はないなど、十分な援護措置が取

られている。 

 夜勤と乳がんの関連は、日本でも看護師を対象に研

究されており、夜勤女性の乳がん発症は１．５倍高く、

年々リスクはあがるとされている。デンマーク政府は

ヒトの疫学研究でも動物実験でもリスクは証明された

として、夜勤勤務者の乳がんを労災認定している。（２

００８年には７５人の申請中３８人が認定された） 

ＩＬＯの基準など 

（ irouren.or.jp/publication/ 夜勤

規制） 

ＩＬＯ（国際労働機関）は、「夜勤は有害な業務」とし

てＩＬＯ夜業条約やＥＵ労働時間指令などにもとづい

た規制を定め労働者の健康と生活を保護している。 

また、夜勤の科学的知見は「ルーテンフランツ９原

則」にまとめられ国際的な基準として知られている。 

ＷＨＯのＩＲＡＣ（国際がん研究

機構）の発表 

（ International Agency for 

Research on Cancer Shiftwork 

and Circadian Disruption 

(Vol.98)） 

2007 年に WHO の国際がん研究機関は、「交代勤務は 

おそらく発がん性がある」と認定しました。発がん性

因子の 5段階の基準で 2番目です。1番目は、人間で

も動物でも発 がん性が確認されたもの（アスベストな

ど）で、夜勤交替制労働は 2 番目に発がん性が高く、

動物実験では発がん性の 根拠があると指摘されたの

です。 

 

引用文献の名称等（国内） 紹介・説明した内容（要旨） 

国交省航空局の疲労管理に関す パイロットの疲労管理（ＦＲＭＳ）について取組みを始

http://www.jil.go.jp/institute/
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る取組 めている。今後、管制官、整備士、客室乗務員も必要と

考えている。 

労働科学研究所 佐々木司博士

の研究から 

（irouren.or.jp/.../「2016年度夜

勤実態調査」） 

人間には強固な生体リズムがある。脳の過熱を防ぐため

人の体温は夜間に最も低くなり眠気が生じるようになっ

ているので、昼間寝ようとしても睡眠の質は下がる。時

刻の問題はとても大事である。 

夜勤・交代制勤務の航空整備士や看護師などはこうし

た生体リズムに反して働くので疲労が回復しにくい。こ

うした「健康リスク」に加え、事故につながる「安全リ

スク」、社会とのかかわりが制約される「生活リスク」の

三つのリスクをはらんでいる。 

金沢医科大学の報告 

（kaken.nii.ac.jp/en/ 

file/KAKENHI.../） 

報告書では、夜勤労働者のうち、夜勤不適応者は１８．

４％おり、夜勤に慣れることは無く、不適応になる要因

は年齢であると報告されている。夜勤適応者との違いに

適切な睡眠が得られないとも述べている。 

名古屋大学医学部の研究発表

（detail.chiebukuro.yahoo.co.jp 

>） 

名古屋大学医学部は、夜勤者に消化不良や胃腸障害が多

いと発表。日勤者の胃腸障害発生率が 1.03％だったのに

対し、夜勤者は 2.38％と二倍強で、過去に夜勤を経験し

た人は 1.52％と中間の値を示した。 

 

（９）最高裁の決定に対する声明 

 

 私たちは、「上告理由書」「上告受理申立て理由書」で、以下の通り主張した。 

 １．確認主任者の業務負荷について 

 （１）憲法違反ー裁判を受ける権利の侵害 

本件は、誠実に働くことによって健康を害し、過労によって生命を失うという悲

惨な事態の救済である。その救済のあり方如何により、同種の重大な被害の再発防

止の実現が左右される。このような事案における事実認定は、その内容と性質に応

じた、適正な証拠評価がなされなければならない。 

その為には、原告・被告の挙証責任の配分のあり方が検討されなければならない

が、企業の内部における業務実態を、既に死亡した従業員の遺族が解明しなければ

ならないという訴訟手続きによる判決は、裁判を受ける権利（憲法３２条）が有名

無実のものとなり、憲法解釈を誤ったものである（民訴法３１２条１項）。 

更に、事件が起きた企業内部の事情を知ることができない遺族が、最大限に合理

的な論証を遂げているにもかかわらず、これを客観的な証拠がないという形式論で

排除するのは、訴訟手続のあり方、事実認定のあり方として誤りであり、憲法解釈
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を誤ったものであるから、破棄されなければならない（民訴法３１２条１項）。 

  （２）原判決は不合理なものであり、理由を付さない、あるいは理由が齟齬する 

   原判決は、亡隆厚が従事していた夜勤業務について、A 項目作業の並行・重複と

いう事態を認めながら、結局、これによる確認主任者が受ける強い負荷を否定した。

その主要な根拠とされているのは、「確認主任者が、作業の確認ポイントを確認して、

任せられる部分を確認主任者でない整備士等に任せるなどの対応をとっている」こ

とである。しかし、同判決は同時に、「A 項目作業については、確認主任者が行うも

のとされている」（２７頁）と判示している。そうでありながら、法的根拠を示すこ

となく作業の一部を無資格者に任せられるものと認めるのは、理由を欠き、あるい

は理由が齟齬する矛盾した判示というしかない。 

また、原判決は、一審判決の不合理な内容に対して、私たちが控訴理由書におい

て根拠を示しながら反論を加えているにもかかわらず、これらの指摘に対して何ら

の検討や理由を摘示することなく、一審判決の不合理な内容をそのまま引用してお

り、理由を欠くものであって、破棄されなければならない（民訴法３１２条２項６

号）。 

   次に私たちは、一審と控訴審を通じて、スカイマーク社の整備日誌等の資料に依

拠して、亡隆厚が従事した夜勤の当日における作業スケジュールとその担当者の配

置の実態を、二通りの内容で合理的に想定する分析を行った。 

   原判決は、上記のとおり、A 項目作業の並行・重複を想定した事態を認めつつ、

その中における確認主任者の業務負荷については、一審判決の論旨を踏襲し、その

過重性を否定した。 

   ところが、私たちが控訴審において、A 項目作業が重複することがないように一

方の作業を順次後に回して処理する想定で分析・検討（一審判決に則って）した内

容については、原判決は、「仮定の業務実施状況を基にしたものであるところ、その

仮定された業務実施状況が隆厚の実際の業務実施状況と近似することを認めるに足

りる的確な証拠はない」として排斥した。 

   この二通りの分析・検討は、いずれも同様の資料に基づき、同じ手法によって行

ったものである。その一方について検討の対象にしながら、他方については裏付け

がないとして否定するのは、一貫性がなく不合理なものであって、理由を欠く判示、

あるいは理由が齟齬する判決である（民訴法３１２条２項６号）。 

    

２．航空機整備の特徴 

（１）憲法違反―裁判を受ける権利を侵害 

   原判決は、整備業務がもたらす精神的負荷に関する私たちの主張を、スカイマー

ク社における業務の実態について直接経験ないし認識した事実ではなく、全日空に

おける経験によって推測したものに過ぎないとし、あるいは整備日誌等の資料に記
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録がない事実については推測に基づいて構成されたものであることなどを挙げて、

これを排斥した。 

しかし、遺族は、当然ながらスカイマーク社の整備の現場にいたことはなく、同

社から入手しうる資料以外には、直接の経験や認識の術はない。だからこそ、同業

他社である全日空の経験豊かな整備士らの協力を得て、スカイマーク社における整

備業務の精神的負荷の実態を解明したのである。しかも航空機整備の作業は、機体

メーカーが作成・提供している作業マニュアルを基本にすることが求められるので、

各社ともほぼ同一の運用をしている。 

しかるに、原判決の如く、これをスカイマーク社における業務の実態について直

接経験ないし認識した事実ではないとか、全日空における経験によって推測したも

のに過ぎないという理由で排斥するならば、直接証拠以外による立証は、押し並べ

て不可能なものになってしまうが、企業内における過労死の因果関係を立証するこ

とが求められる本件において、かかる事実認定のあり方が基本的に誤っていること

は明らかである。 

このような原判決の事実認定は、立証責任の適切な配分を誤ったものであり、上

記のとおり、憲法が保障する裁判を受ける権利を侵害し、同時に生存権と幸福追求

権を侵害する、憲法解釈を誤った裁判である（民訴法３１２条１項）。 

（２）一般的、抽象的主張ではないことー理由不備その１ 

    原判決は、整備作業の独特の負荷についての主張を「一般的、抽象的な主張にと

どまるものであり、隆厚が従事した実際の点検・整備作業との関係で過重負荷をも

たらしたことを根拠づける具体的な主張はなく」、あるいは作業環境の過酷さについ

ても「一般的、抽象的に業務負荷を増加させるという主張にとどまるものであり、

隆厚が従事した実際の点検・整備作業との関係で過重負荷をもたらしたことを根拠

づける具体的な主張はない」として、これらを排斥した。 

しかし、日々の勤務における通常の整備作業が備えている負荷を「一般的、抽象

的に」立証できれば、亡隆厚が受けていた負荷の主張として十分である。 

そして、私たちの作業分析に対して、被告の反論も反証もなされたことはない。  

被災者本人が従事していたスカイマーク社における直接の体験や認識でなければ

立証にならないとか、整備日誌等の資料に記録がない事実について、他の信頼しう

る資料や体験に基づいて分析・検討した主張を一般的に排斥するような判示は不合

理なものであって、理由齟齬、あるいは理由のない判決であるというしかない（民

訴法３１２条２項６号）。 

（３）総合的評価の欠落―理由不備その２ 

私たちは、これらの整備作業が有する独特の負荷の存在や、作業環境の過酷さに

ついて、その中の１つが個別に亡隆厚の労働災害を引き起こしたと主張したことは

ない。そうではなく、日々従事している整備業務が持つ、日常的な負荷と労働環境
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の過酷さを主張している。 

そして、これらの負荷となる諸要素は、個別バラバラに負荷になるのではなく、

これらの多様な要素が複合的に働いた結果としての過重な負荷を総合的・総体的に

把握することによってこそ、整備業務の過重な負荷の実態を適正に評価しうる。こ

れらの多様な負荷要因は、航空機整備の業務に特徴的な、一連の身体的な負荷と精

神的緊張を伴う様々な負荷を通じて、いずれも血圧の上昇をもたらし、脳血管障害

を来たしやすい複合的な要因となる。血圧の上昇による発症の機序は、認定基準と

なる専門検討会報告書も指摘する基本的な事実である。さらに、その上で同報告書

は業務の過重性の総合評価の重要性を指摘している。私たちの主張は、こうした医

学的知見に基づく、ごく基本的かつ重要なものである。 

ところが原判決は、上告人が繰り返し指摘してきた総合的・総体的な評価の必要

性について、何らの判断を示すことなく排除し、理由を付することなく、個別の要

素に分解した独自の議論を重ねて、亡隆厚が受けていた負荷の大きさ、業務の過重

性を否定し、誤った結論を導いている。これは理由のない判決というべきである（民

訴法３１２条２項６号）。 

３．業務と死亡との間に相当因果関係が存すること  

（１）確認主任者の夜勤・深夜勤はそれ自体過重であること  

   ①精神的緊張，間断ない作業が求められる  

本件被災者の隆厚が従事していた確認主任者の業務は，多数の人命にかかわり，

かつ，業務の遂行に離発着時刻等の時間の制約を受けるという航空機の整備に責

任を負うものであることから，その業務による心身のストレスも相当に大きいも

のがある。 

実際の作業も，夜間の屋外という暗さ，風雨など条件が悪い環境下

で，神経を集中して細かい作業を行ったり，肉体作業となる重量物の

取り扱いなどを朝の出発に間に合うように時間に追われて行い続ける

のであるから，精神的肉体的に極めて高密度な業務である。  

②長時間である  

   上記のとおり，精神的肉体的に高密度な業務に，夜勤・深夜勤は１

１時間３０分という長時間拘束で従事するのである。一方で，多数の

人命にかかわる整備作業であるから慎重に行うことが求められ，他方

で，朝の出発時刻に間に合わせなければならないという急がされる思

いの中でその１１時間３０分を緊張して過ごすのであるから，相当な

ストレスが加わり続けるものである。  

③生体リズムに反する  

２０時３０分から翌朝８時までの夜勤・深夜勤務は，生体リズムに

反する深夜時間帯に業務に従事するものである。  
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本来，睡眠をとる時間帯である夜間に覚醒し，緊張し，集中して長時間拘束勤務

を行うので，生体リズムに反し，その作業は日勤に比しストレスが大きく，疲労も

蓄積しやすい。夜勤は生体リズムに反して夜間に覚醒を強い，低下した心理・生理

機能を鼓舞して職務上求められる一定のパフォーマンスをその長時間拘束勤務中

維持しなければならないので，本来低下しているはずのその時間帯の血圧を上昇さ

せるような身体に負担が大きい勤務となるのである。 

さらに，夜間に睡眠をとれないので，昼間に睡眠をとることになるが，これも生

体リズムに反するので量的，質的に十分な睡眠をとることができず，疲労回復がし

づらいため，疲労を蓄積しやすい。ヒトには睡眠に適する時間帯があるのであり，

その時間帯を外したところにいくら時間があっても，その時間に眠れるものではな

く，眠れても，夜間の睡眠のように，長時間の睡眠，深い睡眠はとれず，心身の疲

労回復を図ることはできないのである。 

このため，日勤とは異なる疲労回復のための十分な休息が必要となり，この休息

の機会が適切に設定されていないと，疲労が蓄積し，過労状態となり，その過労状

態で勤務につくことで強いストレスを受けるとともに，過労状態を持続し，過大に

することになりやすい勤務形態なのである。 

以上の点について原判決は、隆厚には夜勤・深夜勤務後に「１日以上」の休

日が与えられていたのだから疲労回復に十分であった，との判断を行って

いるが，同勤務後には２暦日以上の休日を適宜配置されていなければ，疲

労を持ち越し，過労状態に陥らせることになる。かかる原判決の判断には，

採証法則違反，経験則違反の重大な違法がある。  

 （２）隆厚は夜勤不適応状態にあった  

  隆厚は，本件発症前３か月である平成２０年３月の時点で，夜勤不適応  

状態にあった。夜勤がつらい，夜勤がきつい，という自覚があり，勤務先  

会社に日勤のみの勤務に異動を申し入れるほどに夜勤が耐えがたい状態  

にあったのである。生体リズムに反して深夜に働くことによる高度な疲労  

と，その疲労回復のための睡眠を昼間の時間帯に適切にとることができな  

いことによる疲労の蓄積が，夜勤不適応状態の内実である。しかし，隆厚  

の日勤のみ勤務への異動の申し入れにもかかわらず，隆厚は，日勤のみの  

勤務に従事することが許されず，人員配置の都合から，夜勤に従事させら  

れることが続いたのである。  

  ところが，原判決は，隆厚が夜勤不適応状態という身体的脆弱性を抱えた  

状態にあって業務の都合で業務に従事し続けなければならなかった点を  

隆厚の業務の過重性判断に反映していない。  

最高裁平成１８年３月３日判決は，業務の過重性判断にあたり，発症した労働者自 

身もしくは，発症した労働者と同様に身体的脆弱性を有しながらも業務を滞りなく遂 
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行できていた労働者を基準にして業務の過重性の判断を行っている。原判決の判断は， 

上記最高裁判例に反するものであり，労働者災害補償保険法第７条１項１号，労働基 

準法第７５条の「業務上」の解釈を誤るものであり，採証法則違反，経験則違反の違 

法（民訴法 247 条）がある。 

   労働安全衛生法６２条は，「事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就

業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて

適正な配置を行なうように努めなければならない。」と定めて労働災害の防止を図ろ

うとしている。「業務上」の解釈は，かかる労働安全衛生法６２条の趣旨・目的を実

現する観点に立って行われるべきであるにもかかわらず，原判決の判断結果はその趣

旨・目的に反するものであり，法令解釈の重大な誤りがある。 

最高裁の決定は不当であり許されない 

この様に私たちが「上告理由書」、「上告受理申立て理由書」で述べた主張に対して、

最高裁は『違憲及び理由の不備・食い違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法

令違反を主張するものであって、上告する理由に該当しない』とし、上告棄却の決定を

行った。 

 しかし、上記で指摘してきたように、東京地裁・東京高裁の事実誤認や法令違反を含

む判決は正に、判決理由を付さず、理由に齟齬のあるものであり、上告理由に該当する

のは明らかである。よって、最高裁の上告棄却決定は、不当であり許されるものではな

い。 

 そして、原判決は、猪又の勤務は不規則と認め、直前６か月の勤務は、その前６か月 

の勤務に比べてより不規則な勤務と認めた。更に屋外作業と言う環境の中での不規則勤 

務により、疲労の蓄積を起こしうる労働負荷が有ることも認め、猪又の夜勤・深夜勤務 

は、昼間に働く場合に比べて疲労度が高く、その回復には１日の休日では十分でない負 

荷のある勤務とまで認めた。この点は、私たちが取り組んだ夜勤・変則勤務者のアンケ 

ート結果の意見・感想と符合するとも認めた。 

 そうなると、隆厚の死亡に業務起因性が認められてしかるべきところ、原判決は、「１ 

日以上の休日は４５時間以上の時間間隔と同等」（これは、アンケート結果とは符合しな 

いし、時間のみで時刻＝昼間の睡眠は生体リズムに反し、夜の睡眠に比べ質的・量的に 

劣る等＝の概念が無い）とし、この勤務間隔が有れば、その疲労は回復するとし、業務 

起因性を否定した。 

最高裁が、私たちの主張と原判決との齟齬を慎重に審理すれば、隆厚の死亡に業務起

因性が認められるべき事案にも関わらず、「上告審として受理すべきものとは認められな

い」との決定は、最高裁の役割を放棄し、夜勤・交代制勤務者の労災認定の道を閉ざし、

国の進める「過労死ゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会」の実現に

逆行するものである。 

 



 

 

39 

（１０）夜勤改善に関する参考資料 

 

（国際） 

◎ 国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）のヒューマンファクター トレーニング マニュア

ルでの航空整備士の実態について述べています。タイムプレッシャーの精神的負荷、

勤務について、施設及び作業環境、騒音についても詳しく述べられています。 

◎ 米国航空局（ＦＡＡ）では勤務時間に対し作業制限を三段階に。仮眠などの対応策

が述べられています。FAA ADV CIRCULAR（整備士の FRM） 

◎ フランス政府の委託で「ヴィスナール教授が二万人の交代勤務労働者を対象に調査

した結果、夜勤は寿命を１０年以上縮めるとの結論が出た。１９７７年に「労働の復

権」に関する法律を施行しています。 

◎ オランダのヴァン・ローン博士の実験では、サルは１週間で昼夜リズムが逆転し、

夜型サルになりますが、人間は１３週間の連続夜勤でも変化は見られなかったといい

ます。人間は夜勤に慣れない。 

◎ ドイツの時短先進国。第２次世界大戦の敗戦国ドイツの戦後復興は日本と同様のみ

ちをたどり、１９７０年ごろまでの労働時間は日本と大差ありませんでしたが、オイ

ルショク時に、日本は減量経営と称して、少人数の過密、長時間労働を労働者に強い

たのに対し、ドイツは労働力分かち合い政策によって、時短に取り組みました。 

◎ デンマークやスウェーデンでは、夜間勤務は社会的にどうしても必要な仕事に限ら

れるとともに、深夜８時間の労働は、２労働日（２日働いたということ）と見なされ、

明けの勤務はないなど、十分な援護措置が取られています。 

また、夜勤と乳がんの関連は、日本でも看護師を対象によく研究されています。夜 

勤女性の乳がん発症は１．５倍高く、年々リスクはあがるとされています。デンマー

ク政府はヒトの疫学研究でも動物実験でもリスクは証明されたとして、夜勤勤務者の

乳がんを労災認定しています。デンマークでは２００８年に７５人の申請中３８人が

認定されたとか。さすが、労働者の健康問題に先進的な国です。 

◎ ＩＬＯ：「夜勤は有害な業務」としてＩＬＯ夜業条約やＥＵ労働時間指令などにもと

づいた規制がおこなわれ労働者の健康と生活を保護しています。また、夜勤の科学的

知見は「ルーテンフランツ９原則」にまとめられ国際的な基準として知られています。 

◎ ＷＨＯの専門機関ＩＲＡＣ（国際がん研究機構）が、深夜勤務に対し「深夜勤務自

体に発がん性がある」と発表しました。 

 

（国内） 

◎ 日本の航空局もパイロットの疲労管理（ＦＲＭＳ）について取組みを始めています。

今後、管制官、整備士、客室乗務員も必要と考えています。 

◎ 労働科学研究所 佐々木司博士によると人間には強固な生体リズムがあります。脳の



 

 

40 

過熱を防ぐため人の体温は夜間に最も低くなり眠気が生じるようになっています。だ

から昼間寝ようとしても睡眠の質は下がります。時刻の問題はとても大事です。夜勤・

交代制勤務の航空整備士や看護師などはこうした生体リズムに反して働くので疲労が

回復しにくい。こうした「健康リスク」に加え、事故につながる「安全リスク」、社会

とのかかわりが制約される「生活リスク」の三つのリスクをはらんでいます。 

◎ 金沢医科大学の報告書では夜勤不適応者は１８．４％（約５人に１人）おり、夜勤

に慣れることは無く、不適応になる要因は年齢であると報告されています。夜勤適応

者との違いに適切な睡眠が得られないとも述べています。 

◎ 東京医科大学の井上雄一教授は、「夜勤・泊まり勤務をしている人はどうすればよい

か」との視聴者からの質問に対して、「勤務前とかスケジュールで取り入れられている

なら勤務中に仮眠をとるとかがいいんだが、総じて日本は昼間のパフォーマンスを上

げることが一番大事とかんがえられている。夜勤から帰って、無理やり睡眠をとると

いうことを考えずに、まずは夜の眠りがきちっととれるように自分の生活を見直すこ

とが一番大事なんです。」とコメントしました。 

◎ 名古屋大学医学部で夜勤者に消化不良や胃腸障害が多いと発表。日勤者の胃腸障害

発生率が 1.03％だったのに対し、夜勤者は 2.38％と二倍強で、過去に夜勤を経験し

た人は 1.52％と中間の値を示しました。 

◎ １９７８年に発表された、日本産業衛生学会・交代勤務委員会の「夜勤・交代制勤

務に関する意見書＝交代勤務における労働時間および勤務編成の改善＝」 

やむをえず交代制勤務を採用する場合、深夜業・交代勤務の有害な影響をできる

だけ少なくし、健康で文化的な生活条件に近づけるために、つぎのような労働時間

基準と勤務編成基準とにしたがって交代制勤務を実施すべきである。 

１．交替制勤務による週労働時間は、通常週において４０時間を限度とし、その平均

算出期間は２週間とする。時間外労働は原則として禁止し、あらかじめ予測できな

い臨時的理由にもとづくものに限り、年間１５０時間程度以下とすべきである。 

２．深夜業に算入する時間は、現行の２２時から５時までの規定をさらに拡張し、２

１時から６時までを当面の目標として再検討すべきである。 

３．深夜業を含む労働時間は、１日につき８時間を限度とする。ただし、作業負担が

身体的および精神神経的に軽度な断続的業務に関しては、拘束１２時間まで延長す

ることができるものとするが、その場合はこの勤務が連続しないようにする。 

４．作業の性質に応じて、一連続作業時間と休憩を適切なものとする。食事休憩時間

は、十分な食後休養がとられるよう少なくとも４５分以上を確保しなければならな

い。 

５．深夜業を含む勤務では、勤務時間内の仮眠体養時間を、拘束８時間について少な

くとも連続２時間以上確保することがのぞましい。 

６．深夜勤務は原則として毎回１晩のみにとどめるようにし、やむをえない場合も２
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〜３夜の連続にとどめるべきである。ただし、身体的もしくは精神的に負担の著し

い勤務にあっては、深夜勤務の連続を禁じなければならない。 

７．各勤務間の間隔時間は原則として１６時間以上とし、１２時間以下となることは

厳に避けなければならない。やむをえず１６時間以下となるときも、連日にわたら

ないようにする。深夜勤務後には２４時間以上の勤務間隔をおき、できるだけ夜勤

明け日のつぎに休日が続くようにする。 

８．月間の深夜業を含む勤務回数は８回以下とすべきである。規則的な連続操業３交

代制におけるごとく、本来の深夜勤務のほかに、深夜業時間帯の当初を一部含む夕

勤などの勤務が並存する場合は、主として深夜業からなる勤務の月間回数を８回以

下としたうえで、上記基準への移行をはかるものとする。 

９．年次有給体暇を除く年間休日数は、平均週休２日に国民の祝祭日を加えた日数を

常日勤者なみに確保する。各休日は一暦日を含むものとし、休日１日の場合は一暦

日を含む連続３６時間以上、休日２日は連続６０時間以上とする。休日から休日ま

での間隔は最大７日以内とする。交代周期内で休日を含めた余暇配分が一部に偏る

ことは避けなければならない。 

１０．年次有給休暇日数は、交代制勤務に配置される初年度から年間４周相当以上と

する。その完全な取得がはかられるよう、また欠勤者の生じたための連勤が避けら

れるよう、適正な数の予備要員の配置が義務づけられていなければならない。 

１１．週末に該当する休日日数の増加をはかり、とくに週末休日が連休となる回数を

ふやすことがのぞましい。 

１２．融通性ある交代制勤務の導入につとめるべきである。とくに、各人の体養、保

健、その他生活上の必要に応じて、各勤務ごとの実働時間や夜勤の頻度もしくは連

続日数を調整できるように勤務編成上措置することがのぞましい。これにあわせて、

地域の生活条件、通勤条件を考慮して交代時刻の改善や個別の調整をはかる必要が

ある。 
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