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なぜ、いま、ハラスメントか
　2019年 6月に労働施策総合推進法や女性活躍推
進法が改正され、パワーハラスメント（以下、パ
ワハラ）の防止に向けた対策を企業に義務づける
こと、セクシュアルハラスメント（以下、セクハラ）
などの防止対策の実効性の向上を求めることなど
が決められた。大企業では2020年 4月から、中
小企業では2022年 4月から、これらの法が適用
される。
　背景には、国際的な動きがある。2019年には国
際労働機関（ILO）が仕事上における暴力とハラ
スメントを禁じる初めての国際条約を採択した。
日本はまだこの条約を批准していないが、ハラス
メントへの対応として諸外国に後れを取っている
事実も同時期に明らかになり、今回の法改正を後
押しした。
　ILOの条約では、加盟国に対して「その存在を

一切容認しない一般的な環境を促進する責任があ
る」と注意喚起している。ILOは独自調査で、ハ
ラスメントを直接禁止する法律のある国が調査80
カ国中の 60カ国であるとしている。今回の日本
の法改正では、パワハラに対する防止対策を義務
化したものの、ハラスメントに対して刑事罰によ
る制裁を科すことや損害賠償請求の根拠規定を設
けることは見送られた。その意味では、日本にお
けるハラスメント根絶の道は、まだ始まったばか
りなのである。

データにみるハラスメントの実態
　日本におけるハラスメントの実態はどのように
なっているだろうか。労働政策研究・研修機構の
調査によれば、セクハラを経験したことがあると
回答した人は28.7％。受けたと思うセクハラ行為
については図表１にまとめた。もっとも多いのは
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図表 1　受けたと思うセクハラ行為（複数回答）
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「容姿や年齢、身体的特徴について話題にされた」
の53.9%でセクハラを受けた人の半数以上がこれ
を経験している。
　また、厚生労働省の調査によると、パワハラを
受けたことがあると回答した人は32.5％。受けた
と思うパワハラ行為の内容は図表2にまとめた。
もっとも多いのは「精神的な攻撃」の54.9％。行
き過ぎた指導や叱責、その人の状況や置かれた環
境に無配慮な仕事のアサインメントなど、上司や
指示する側にハラスメントの意図がなくても、行
為を受ける側は心身にダメージを受けることがあ
り、「精神的な攻撃」と受け取られることもある。
厚生労働省による職場のパワーハラスメントの定
義は図表3のとおりで、法律上は、行為を受けた
側が苦痛を感じるだけで直ちにパワハラが認めら
れるわけではない。だが、働く人が「精神的な苦痛」
を感じているようでは、決して健全な職場とは言
えないのも事実だ。こうした結果を生むハラスメ
ントという行為をいかになくすかは、これからの
組織マネジメント上の重大な課題である。

ハラスメントをなくすために
　ハラスメントをなくすために何を変えるべきか、
以下に4つの観点で解説する。

① すべてのハラスメントで被害者目線を
　先に示したとおり、法律上のパワハラの要件に
は「職務上の優越的な地位」に基づいた行為であ
ることが含まれる。だが、この要件があると、「同
僚間」「部下から上司へ」「顧客から」などの嫌が
らせや暴力はハラスメントとして認められないこ
とになる。また、「業務の適正な範囲を超えて」と
いう要件もハラスメントとして認められる行為を
大きく制限し得る。例えば、個室に長時間、1人
だけを “缶詰め” にして行う “研修” などで本人
が精神的苦痛を受けたとしても、これを「適正な
業務の範囲」と主張されると、ハラスメントでは
ないという抜け道になり得る。滋賀大学名誉教授
の大和田敢太氏は「国際的には、ハラスメントの
認定にあたって行為者の目的や意図は考慮されな
いのが普通。行為者が何を意図していたかではな
く、被害者がどのような被害を受けたかによって
ハラスメントであるかどうかを認定すべき」と指
摘する（「Works」152号より）。
　パワハラ防止の対策が義務化されるなか、企業
からは、どういった行為がパワハラでどういった
行為がそうでないか、明確な線引きを求める声が
強いが、線を引くこと自体が抜け道をつくる可能
性がある。包括的な定義と行為の結果という「被
害者目線」で、ハラスメントをとらえるべきだ。
また、この観点からは、現在の日本がそうである
ように、ハラスメントを「パワハラ」「セクハラ」「ア
カハラ」「マタハラ」「アルハラ」などと細分化し
て語ることも無意味であると心得るべきである。
これはシチュエーションや行為者の意図による分
類であるが、被害者の受けた被害や苦痛という意
味では、ハラスメント行為がどのハラスメントに
あたるのかを議論することはあまり重要なことで
はないからだ。

出所：「平成28年度職場のパワーハラスメントに関する実態調査」
厚生労働省
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図表 2　受けたと思うパワハラ行為（複数回答）

図表 3　職場のパワーハラスメントの定義
職場におけるパワーハラスメントとは、以下の３つの要素を

すべて満たすものである

1 優越的な関係に基づいて（優位性を背景に）行われること

2 業務の適正な範囲を超えて行われること

3
身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境
を害すること

出所：筆者作成

ハラスメントを許さない組織づくり
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② 固定化されたパワーダイナミクスを排除する
　ハラスメントが起きたとき、単に行為者もしく
は行為を受ける側のパーソナリティや特性の問題
にしてしまう風潮は根強い。「あの人は女性蔑視だ
から」「彼は上下関係に厳しい人だから」とか「彼
はメンタルが弱い」「彼女の服装がそもそも悪い」
などという声がそれを表している。だが、ハラス
メントが起きるときには、組織や職場の構造や文
化に問題があると考えるべきだ。多くのハラスメ
ントは、力関係の上位者から下位者に向けて起こ
る。「組織内の固定化されたパワーダイナミクスこ
そがハラスメントの温床である」と警鐘を鳴らす
のは、オレゴン大学教授のジェニファー・フレイ
ド氏である（「Works」152号より）。
　日本では、そもそもの儒教的価値観から年長者
が大切にされ、また、長期雇用慣行のもとでは上
司・部下の関係も年功序列的になることがいまだ
に多く、またその関係は固定的になりやすい。こ
のとき、本人たちだけでなく、人事や周囲の人も「上
位者のほうが偉く、強い」という感覚を持ち過ぎ
ていることがハラスメントを起こし、許す土壌に
つながっている。管理職は、組織内の役割として、
周囲の人に指示・指導をしているに過ぎず、使用
者と労働者、上司と部下は対等・平等な関係でし
かないということを、改めて組織内の常識として

徹底させる必要がある。

③ 顧客からのハラスメントからも労働者を守る
　「お客様は神様です」という言葉があるとおり、
日本では顧客尊重の文化が強く、顧客からの暴言・
暴力・過度な要求などに従業員が悩まされるタイ
プのハラスメントも少なくない。これをいかに解
決するかも、経営者や人事の課題である。
　米国サンフランシスコ近郊でファストフードレ
ストランを展開するHomeroomの事例は興味深
い。同社には、「多くの企業でお客様が一番と言っ
てしまいがちだが、スタッフも大事」という確固
とした理念がある。そのうえで、レストランに来
店する顧客から不快に感じる行為を受けたら、店
舗責任者に「イエロー・オレンジ・レッド」の3
色で伝え、即座に対処してもらう仕組みを作った
（図表4）。いやらしい目つきで見つめられるなど
の場合は「イエロー」、「そのシャツすてきだね」「き
れいな指だね」と性的な意味合いを強く感じる言
葉をかけられた場合は「オレンジ」、体を触られた
り、「セクシーだね」など明らかに性的な言動があ
る場合には「レッド」、とスタッフから店舗責任者
に伝える。これを告げられた責任者は、直ちに対
処する義務がある。イエローの場合はその客に注
意を払い監視するだけだが、オレンジならテーブ

出所：取材を基にリクルートワークス研究所作成（初出：「Works」152号）
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図表 4　Homeroomにおける顧客から受けたハラスメント通報の仕組み
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ルの担当を変える、レッドの場合は顧客に退出を
求めるというルールである。
　このルールがあると、マネジャーが一つひとつ
の事象に個別の判断を挟む必要がなくなる。従業
員はマネジャーに伝えたのに真剣に取り合っても
らえなかったり我慢すべきと諭されたり、という
二重の苦しみを味わうことがなくなり、マネジャー
のほうもどのように介入すべきかをシンプルに決
定できるというメリットがあるという。そもそも
ハラスメントを起こすような顧客はごくわずかし
かいないため、ここまで毅然とした態度を取った
としても経営上マイナスの影響はなく、従業員が
ハラスメントのない職場環境に満足して定着が高
まれば、長期的にみて大きな利益があるという。
従業員が心身ともに健やかに働ける職場でありた
いならば、やみくもな顧客第一主義も見直しの対
象になってくる。

④ ハラスメントの撲滅は経営上の重要課題
　コンサルティング大手のアクセンチュアでは、
全世界的にハラスメント対策に積極的に取り組ん
でいる。基本姿勢として掲げるのは「ゼロ・トレ
ランス」。寛容性ゼロ、すなわちいかなる場合にも
ハラスメントを一切認めない、というものだ。こ
のような厳しい姿勢でハラスメントの撲滅に取り
組む理由は、優秀な人材を集め、彼ら彼女らが最
高のパフォーマンスを上げられる環境を整えるこ
とが、経営戦略上の重要事項だからだ、という。
法規制があるから、コンプライアンス上問題だか
ら、というだけのハラスメント対策では、ハラス
メントは絶対になくならない。「ハラスメントが残

る会社には、衰退以外の道はない」という認識の
もと、経営課題としてハラスメントをなくす取り
組みを始めたい。

おわりに
　話がそれるようだが、最近の日本では飲酒運転
については「ダメ。絶対」というのは広く常識になっ
ている。これは、2000年代後半に道路交通法が厳
罰化の方向に改正されたこと、2014年には自動車
運転死傷行為処罰法という新法が成立し、危険・
悪質運転者に対する罰則が、通常の業務上過失致
死傷罪よりずっと厳しいものになったことと深く
関係する。もちろん今も飲酒運転はゼロになって
いないが、法改正によって多くの人の意識は「酒
を飲んで運転するなんて、絶対に許されない」と
いうところで統一されている。
　ハラスメントに対しても、同じ感覚をすべての
人が持つ社会になるべきだ。飲酒運転とハラスメ
ントでは次元が違う、という人もいるかもしれな
いが、ハラスメントが重大な人権の侵害である、
というのは国際的な常識である。また、ハラスメ
ントは心身の不調だけでなく、自死、過労死など
にも発展する可能性がある。次元が違うと考える
こと自体が、未熟な人権意識の表れであり、パワー
ダイナミクスの上位者の既得権の濫用を許す行為
なのである。
　飲酒運転がそうであるように、ルールが変われ
ば、意識が変わり、現実が変わる。ハラスメント
についても同じである。ルールを変え、意識を変
えることで、ハラスメントを許さない社会を出現
させることができるはずだ。
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