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電通過労自殺事件への考察
―長時間労働を取り巻く社会環境の変化と企業の対応について―

Point
❶	 	女性新入社員の過労自殺により広告業界最大手の電通社長が辞任に追い込まれた背景には長時間労

働をめぐる社会環境の大きな変化がある。
❷	 	電通過労自殺事件を通じ社会環境の大きな変化をつかむことができるが、特に労働基準監督署（以下 

労基署）の監督強化の動きが顕著である。
❸	電通過労自殺事件の原因を掘り下げてみると他企業にも共通するリスク・課題がある。
❹	 	長時間労働の是正は、組織の効率運営・付加価値の高い業務へのシフトなど労働生産性を高める本

質的な対策に取り組むべきである。

電通女性新入社員の過労自殺事件は、昨年 9 月
末に労災認定されマスコミが取り上げるや世間の
注目を集め社会問題となった。

なぜこれ程まで世間の注目を集めたのか、その
背景には長時間労働を取り巻く社会環境の大きな
変化がある。

この事件を広告業界や電通で起きた特異なケー
スとする見方もあるが、原因を掘り下げてみると
程度の差はあるものの日本企業に共通した要因も
多い。長時間労働を取り巻く社会環境の変化や電
通過労自殺の原因の本質をつかみ、自社・自職場
の対応策に生かす、さらには労働生産性の改善・
付加価値の向上につなげていくことは企業経営に
とって喫緊の課題ではないか、そのような視点で
電通過労自殺事件への考察を行った。

1．電通過労自殺事件と行政・会社の対応経緯
（1）事件の概要

女性新入社員は 2015 年 4 月入社。6 月にはイン
ターネット広告を扱うデジタル・アカウント部に
配属された。本採用となった 10 月から同部の要
員が半減となり担当業務が大幅に増加。これに新
入社員の研修や懇親会幹事などの雑務が加わり、
11 月上旬にはうつ病を発症していたと推測されて
いる。このような中、自ら SNS で長時間労働を
訴える内容や上司などのパワハラ・セクハラを疑
わせる内容も発信していた。

ちなみに、10 月の月間所定時間外労働は入退館
データとの突き合わせにより約 130 時間（自己申
告は 70 時間弱）であったが、SNS には雑務など
が加わり「1 日 2 時間睡眠、週 10 時間睡眠」「眠
りたい以外の感情を失った」など常軌を逸した状
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況が発信されていた。
11 月後半、女性新入社員は上司に「仕事を減ら

してほしい」と願い出て聞き入れられたものの長
時間労働の実態は変わらず、12 月 25 日に投身自
殺した。

（2）本件に対する労基署（労働局）の対応経緯
昨年 9 月 30 日、東京労働局三田労基署が本件

を過労自殺として労災認定。その 2 週間後の 10
月 14 日、労働局が電通本社と関西・中部・京都
の 3 支社および主要子会社 5 社に対し一斉立ち入
り調査（臨検と呼ばれる任意調査）を行った。

さらに 11 月 7 日には、電通本社と 3 支社に労
働基準監督官ら 88 人が強制捜査に入り、内部書
類を押収。

12 月 28 日には労働局が法人としての電通と当
時の上司を労基法違反の疑いで書類送検。引き続
き過去 1 年間の全勤務記録の分析と関係者の事情
聴取を進めており捜査は継続している。

（3）電通の対応経緯
昨年 10 月初め、遺族である母親が労災認定後

の記者会見を行った際の電通のコメントは「労災
認定について内容は把握していない」といったも
のだったが、10 月 14 日の労働局一斉立ち入り調
査時には社長名で「極めて厳粛に受け止めている」
という緊急メッセージが出され、10 月 24 日から
全館 22 時一斉消灯が開始された。

電通は 11 月 1 日付で社長以下 8 名の役員によ
る労働環境改革本部を立ち上げ、11 月 7 日の強制
捜査時には社員に対し説明会を開催、社長から「従
来の働き方は社会に認められない」とのメッセー
ジが発信された。

12 月 28 日電通が書類送検されたことを受けて
社長が辞任を発表。過重労働は経営者の責任とな
ることを世間に強く印象づけた。過労自殺の労災
認定からわずか 3 カ月後の事である。

2017 年 1 月 18 日、電通は過重労働問題で副社
長以下役員 5 人の減俸処分を発表。20 日には遺族

と解決金支払いおよび 18 項目の再発防止策を取
ることで合意した。

2．		なぜこれ程電通過労自殺事件が世間の注目
を集めたのか？

（1）政府が推進する「働き方改革」からの注目
リーマンショック後、非正規雇用の増加・正社

員への依存が強まり、正社員の長時間労働が常態
化、過労死・過労自殺の増加を招いた。長時間労
働は、女性や高齢者・介護従事者の労働参加をし
にくくし非正規雇用に縛り付け、正社員依存を強
め個人消費も低迷させてしまう。このような認識
のもと、少子高齢化が急速に進む日本経済を持続
的に成長させるため政府は「一億総活躍社会」実
現を掲げ、その実現への最大のチャレンジとして

「働き方改革」を位置付けた。「働き方改革」の中
心テーマが「長時間労働の是正」と「同一労働同
一賃金などによる非正規雇用の処遇改善」である。

電通過労自殺が労災認定された時期が安倍総理
を議長とする「働き方改革」実現会議の初会合の
直後であり、政府が二度と繰り返さないと社名を
挙げて本事件を取り上げ世間からも注目を集めた。

（2）  電通で違法残業・過労死が繰り返されたこ
とによる注目

2000 年 3 月、最高裁は入社 2 年目の男性社員が
1991 年に過労自殺した事件の訴訟で、電通に対し
て安全配慮義務を怠ったとして過重労働の責任を
認めたが、これが過労自殺について会社責任を認
めた最高裁の最初の判例となった。

この際電通は入退館ゲートを設置、入退館時間
の記録などにより長時間労働を是正すると対外発
表したが、その後も改善されず電通への違法残業
に対する是正指導が繰り返され、女性新入社員が
過労自殺した 4 カ月前にも本社で是正勧告を受け
た経緯があった。

日本を代表する広告業界最大手企業が過重労働
対策を放置し、エリート女性新入社員を過労自殺
に追い込んだことで世間の非難、注目を集めた。

人材／人材育成の視点



2017.4　経営センサー
5151

（3）労基署（労働局）の異例の捜査による注目
2014 年 11 月、過労死防止法が施行されたこと

を契機に労基署（労働局）の監督行政は、従来の
建設・運輸や工場の分野からホワイトカラー層に
軸足を移し、2015 年 4 月には過重労働撲滅特別対
策班（通称「かとく」）を新設、チームによる捜査
と事業場単位から企業単位への対象の拡大、悪質
な事例には「書類送検」すなわち刑事責任も追及
する姿勢に転換した。

昨年「働き方改革」が動き出すと、ホワイトカ
ラーを中心とした長時間労働是正の取り組みは労
基署（労働局）の最重要テーマとなり、電通過労
自殺事件では「かとく」が大量投入されるなど過
去に例のない捜査の規模・スピード、社長など経
営者への事情聴取、法人のみならず責任者個人の
書類送検などが行われた。

この動きはその後も三菱電機の事例（研究員が
過労によるうつ病を発症した事例で会社と上司を
労基法違反の疑いで書類送検）、関西電力の事例

（原発担当課長が過労自殺した事例で、社長を出頭
させ管理職への適切な時間管理を行うよう指導票
が交付される）で顕著なものとなっている。

（4）  過労自殺の状況が SNS で社会に可視化され
たことによる注目

電通の女性新入社員は、自殺に至るまでの長時
間労働の実態や睡眠不足で追いつめられた状況や
心情を SNS に書き込んでいたが、彼女が自殺し
た後この内容が社会に拡散し注目を集めた。

ネット上では、長時間労働をもたらす企業マネ
ジメントを問題視する意見が多く寄せられたが世
代間の意見の相違も出るなど、労働問題において
も SNS などのネット情報が世論を形成するうえで
大きな影響力を持つことを証明するものとなった。

3．過労自殺に至らしめた原因は何か？
（1）電通の「特異な企業体質」

文藝春秋の本年 1 月号に寄稿した元電通常務執
行役員は、電通にはマスコミ業界特有の「ゆるゆ

る体質」・「規則やルールに縛られることを嫌う自
由体質」があり、またタテの関係が強い体育会系
の風土や広告業界では当たり前となっている、何
事も顧客を最優先する意識が満ちていた。その結
果、経営意識より現場感覚を優先する体質ができ
てしまい、管理部門も現場の実態に口出ししにく
い雰囲気になっていた。結局、ガバナンス不在、
管理の不徹底が起き、違法残業や過労自殺を引き
起こす要因となったと指摘している。

確かにこの指摘は的を射ているが、電通だけの
特異な企業体質かと考えると、業績優先・現場優
先による労務管理面のガバナンス不在、管理の不
徹底は程度の差はあれ他企業にも常に存在するリ
スクであり電通だけの特異なものではない。顧客
や上司の要求に犠牲を払っても対応する姿勢も同
様であろう。

（2）  管理者のマネジメント不在、同僚などから
の支援の不足

電通では、本採用後新入社員も即戦力として扱
われているが、女性新入社員の管理者である上司
は、部下の負荷を把握して軽減措置やメンタル対
策を講ずるどころか新人へのしごきのごとき言動
を繰り返し、新入社員に絶望感を抱かせるなど管
理者としての自覚と責任が欠如している。

また、同僚や労働組合といった職場の関係者の
支援・補完機能も極めて脆弱である。いずれも組
織活動に偏りがあったと言わざるを得ない。

他企業でも余裕のなくなった管理者や同僚など
に同様の傾向がみられる。

（3）エンドレスとなりかねない業務の拡大
女性新入社員が配属されたネット広告を扱う部

署は、テレビや新聞などの既存の広告とは異なり、
新分野で伸びが著しい反面、顧客も幅広く日々受
発注や効果測定がおこなわれるなど業務量が際限
なく膨らむ可能性があると言われている。

電通ではネット広告が拡大するものの利益率が
低いため業務量を考慮せず要員を削減したり、業
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務や勤務をコントロールした、ネット広告部署に
適したマネジメントが確立されず既存分野の管理
の延長で対応していた。IT 化が進む分野などでは
他企業でも同様のリスクが生じている可能性が 
ある。

（4）日本的雇用・人事システムの負の側面
米国のような契約社会で職務も明確化され職務

と賃金が結び付く職務給の人事システムの下では
長時間労働が生ずるリスクは少ないが、多くの日
本企業が採用する職能資格制度は、職務と比べ曖
昧な概念である能力を処遇の軸とし、能力が高ま
ればポストがなくとも昇格させることから評価に
おいても頑張りや会社への忠誠心といった要素が
重視されやすい。この制度が長期雇用で職務に限
定のない正社員への処遇制度として適用されるた
め、長時間労働や過剰サービスへの歯止めがなく
なり長時間労働が常態化、ひいては労働生産性の
低下をもたらすとの指摘がある。

電通では、過度に精神主義を鼓舞する風潮も
あったことから、この日本的雇用・人事システム
の負の側面が顕著に現れたと推測される。

5．長時間労働是正策検討の視点
長時間労働や違法残業が常態化した企業は社会

から問題視され、有能な人材も集まらず社会から
淘汰されかねないという認識が社会に急速に浸透
している。

既に政府は「働き方改革」実現会議の中で、残
業時間の罰則付き総量規制・上限規制の案を示し、
これから本格論議となるが、これに沿った法規制
となれば多くの企業で「働き方改革」に本格的に
取り組まざるを得なくなる。

しかし「働き方改革」は、企業内の課題だけで
なく社会の取引慣行や雇用・人事システム・新た

な働き方を巡る労働法制なども複雑に絡むテーマ
であることから一つの対策だけでは効果が現れに
くい。このようななか企業の取り組みが労働時間
の規制や監督強化に対する回避策のみに偏れば、
管理職へのしわ寄せや持ち帰り残業が増えるなど
の弊害が増す懸念すらある。

企業における長時間労働対策は、個人の働き方
改革だけでなく以下の本質的な課題を取り上げ、
自社の実態を踏まえた取り組みを行う必要がある。

①  組織やチームの業務の量や配分を労働生産
性・付加価値の観点から見直し、人材配置な
どにも反映し全体の効率を高める。

②   1 社では対応しにくい顧客との取引慣行を業
界を巻き込み見直す。

③   IT などを活用し組織運営・業務プロセスを
見直す。

④  経営層・管理者層の意識改革と評価など人事
諸制度の見直しを同時に行う。

⑤  課長・掛長層や若手層など実務を担う層から
将来も見据えた働き方についての意見を求め
施策へ反映する。

電通では昨年 11 月に設置した労働環境改革本
部が、各部門の業務内容・仕事のやり方などを点
検し、業務量や組織運営の適正化などを検討して
いるが、既に全社員の 1 割規模の配転や 200 人規
模の人員増・業務の機械化などによる仕事の適正
化や効率化、さらに 70 ある部局に「マネジメン
ト職」を育成・配置し、社員の勤務状況や健康面
の管理・キャリア開発を担当させるなどに取り組
むとしている。

実効ある施策となるかは未知数であるが注目に
値する取り組みである。

（本稿は 2 月 24 日時点の情報をもとに執筆した。）
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