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大晦日に解雇だなんて
大晦日に解雇だなんて、
に解雇だなんて、ＪＡＬはなんてむごいことを

2010 年の大晦日 機長を
機長を含むパイロット
含むパイロット 81 人、客室乗務員
人、客室乗務員 84 人が解雇されました
人が解雇されました

解雇理由は年齢と過去の病歴

① 機長 55 歳以上 副操縦士 48 歳以上

客室乗務員 53 歳以上をもって解雇

ＪＡＬからベテラン
ＪＡＬからベテランが
からベテランが消された
された！

ハドソン川の奇跡を起こしたのは 57 歳の機長、49
歳の機長、49 歳の副操縦士、
そして 58 歳、57
歳、57 歳、51 歳の客室乗務員の冷静な対応
歳の客室乗務員の冷静な対応
-----いざという時に頼れる
-----いざという時に頼れるのは
いざという時に頼れるのは、
のは、やはりベテランの
やはりベテランの存在とチームワーク----存在とチームワーク----2009 年 1 月、ＵＳ航空のエアバス 320 が高度 850ｍで鳥の群れ吸い込みエンジンが
停止しました。しかし機長を中心にした見事なチームワークでニューヨーク郊外・ハド
ソン川に着水、一人の犠牲者も出さず乗客、乗員合わせて 155 人全員を奇跡的に生還さ
せました。エンジン停止から着水までわずか 3 分 30 秒でした。機長のサレンバーガー
氏は「熟練とよく訓練された乗務員のおかげ」と話しています。政府と日本航空経営陣
はここから教訓を学びとるべきです。

安全・安心のＪＡＬはベテランの存在があればこそ

１

② 過去の病歴
過去の病歴 ☜空の
空の安全のために
体調不良なときは休む」は当たり前
空の安全のために「
安全のために「体調不良なときは休む」
２
人間誰でも病気をします。働けない状態にある時、お休みするのは当たり前です。日本航空で
は乗員勤務の特殊性から、「体調不良時病欠」
体調不良時病欠」は当たり前でした。それは「空の安全」を守る
ためでもあります。ですから「過去の病歴を理由とした解雇」などありえないはずです。「病歴」
を理由とした解雇は労働契約法第 16 条「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」に当てはまります。

なんとも不可解
（ある期間に休んだ
なんとも不可解な
不可解な「病歴の期間指
病歴の期間指定」
（ある期間に休んだ者
に休んだ者を解雇）
を解雇）

病歴を理由とした解雇では、なんとも不可解な「病歴の期間指定」があります。ある期間に病
気で休んだ者を選別して解雇したのです。これは後に見るように特定の人物を解雇するための
特定の人物を解雇するための

方策だったのです。＊13 ページに
ページにその回答
その回答が出されています。
回答が出されています。

２

大幅な利益が出てい
大幅な利益が出ていた
な利益が出ていたのに解雇っておかし
のに解雇っておかしい
解雇っておかしい！
解雇が強行された
解雇が強行された 2010 年の大晦日の時点で
大晦日の時点で、
時点で、すでに営業利益
すでに営業利益（
営業利益（連結ベース）
億円（その年度では
は 1,586 億円（
その年度では 1,884 億円）でした。会社
億円）でした。会社の
でした。会社の再建計画では
再建計画では目標
計画では目標
億円（その後
億円に修正
に修正）
250 億円（
その後 641 億円
に修正
）でした。

１

１
１

３

人員削減目標
人員削減目標が
削減目標がすでに達成されていたのに
すでに達成されていたのに解雇？
されていたのに解雇？
日本航空は
日本航空は当時
航空は当時再建途上で、人員
当時再建途上で、人員に
再建途上で、人員についても
ついても削減計画が
削減計画がありました。その削減
ありました。その削減目標
その削減目標、実は
目標、実は
解雇時点
解雇時点には
時点にはすでに
にはすでに達成されて
すでに達成されていたのです。
達成されていたのです。
パイロットについては「運航乗務員」として機長、副操縦士、航空機関士、訓練生を合わ
パイロット

危ない！

せて算定しており、2011 年 3 月末までに 2,974 人体制にする目標でした。しかし 2010 年末
の解雇時点ではすでに 2,864 人となり、110 人も超過達成していました。
人も超過達成
次に客室乗務員
客室乗務員はどうだったのでしょう？客室乗務員
客室乗務員も、2011
年 3 月末までに 4,120 人
客室乗務員
客室乗務員
体制にするのが目標でした。しかし 2010 年末の解雇時点では、4,042 人体制となり、78 人
超過達成していたの
超過達成していたのです。
たのです。
２
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無責任殿様
無責任殿様商売、
殿様商売、たった
商売、たった 3 事業だけで 5,400 億円
の損失を
損失を出した経営陣！ だ～れも責任を取らず
だ～れも責任を取らず

ＪＡＬ破綻の原因はこれだ☟
放漫・乱脈経営の巻
放漫・乱脈経営の巻
①ホテルリゾート計画失敗

1,300 億円

②ドルの先物買いで
ドルの先物買いで損失
いで損失

2,200 億円

③燃料の先物買いで
燃料の先物買いで損失

1,900 億円

使用されない
ジャンボ 4 機
がアリゾナの
砂漠に放置。

政治介入の巻
政治介入の巻
①日米貿易摩擦の解消
①日米貿易摩擦の解消

1 機 200 億円も
億円もするジャンボ機を
するジャンボ機を必
要もないのに
要もないのに、
ないのに、113 機も購入

②99 の空港乱造で
空港乱造で赤字路線
乱造で赤字路線拡大
赤字路線拡大
③空港建設費を
空港建設費を賄う
建設費を賄うための高額な着
賄うための高額な着陸料、
ための高額な着陸料、燃料税
陸料、燃料税 1,700 億円

☝ 摩訶不思議！乱脈
摩訶不思議！乱脈経営陣
経営陣、
経営陣、事業責任者はＪＡＬに居座
り出世、
出世、これを追及し
これを追及し続けてきた
追及し続けてきたパイロット
続けてきたパイロット、
パイロット、客室乗
客室乗
務員は
務員は解雇。
解雇。こんな理不尽許されますか？
こんな理不尽許されますか？

５

苦しい時期もＪＡＬ労働者は頑張り続けていた
日本航空が経営破綻して会社更生法が適用となったのは、2010 年の 1 月 19 日のことでした。
その間、経営破綻に責任のない日本航空社員もマスコミにたたかれ続けていました。しか

し日本航空に働く労働者は頑張り続けました。金融庁に提出されている日本航空有価証券報告
書によれば、2008 年度日本航空本社
年度日本航空本社従業員一人当たりの売り上げは
日本航空本社従業員一人当たりの売り上げは 1 億 800 万円（
万円（本

1

社ベース）であり、
社ベース）であり、今
であり、今日より上回って
日より上回っていました。
上回っていました。
辛く苦しく
苦しくても会社再建
ても会社再建のために頑張ったのが
のために頑張ったのが日本航空
日本航空労働者であり、
労働者であり、野放図
辛く
苦しく
ても会社再建
のために頑張ったのが
日本航空
労働者であり、
野放図
模様眺め
眺めに徹していたのが経営陣と幹部
に徹していたのが経営陣と幹部社員
社員だったのです。
に模様
眺め
に徹していたのが経営陣と幹部
社員
だったのです。 有価証券報告書はその
ことをしっかり告発してくれています。
３
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ＪＡＬ経営陣の
ＪＡＬ経営陣の放漫経営で経営破綻
放漫経営で経営破綻→
経営で経営破綻→会社更生法適用
更生法適用
→解雇→株式再上場
→解雇→株式再上場の
株式再上場の歩み
日本航空は経営陣の放漫経営で経営破綻状態に陥りました。その後の歩みは以下の通り
です。

●2010 年（平成 22 年） 1 月 19 日 日本航空は経営が破綻し、東京地方裁判所へ会
社更生法の適用を申請、即日受理。同日中に企業再生支援機構が支援を発表。
●2010 年 2 月 1 日

大西賢・日本エアコミューター代表取締役社長が社長兼グルー

プ COO（最高執行役員）に、稲盛和夫・京セラ株式会社代表取締役名誉会長が会長
（執行役員）にそれぞれ就任。
●2010 年 2 月 20 日

上場廃止

●2010 年 8 月 31 日

更生計画案を東京地裁に提出

●2010 年 11 月 30 日 東京地裁が更生計画案を認可
●2010 年 12 月 1 日

100%減資により発行済み株式を消却

●2010 年 12 月 31 日

パイロット 81 人、客室乗務員 84 人を解雇

●2011 年 1 月 19 日

解雇無効を求めて提訴

●2011 年 3 月 28 日

会社更生終了

●2011 年 4 月 1 日

株式会社日本航空インターナショナルを日本航空株式会社の商号に変更

●2012 年 9 月 19 日 東証一部に株式再上場

会社更生法って
会社更生法って何
更生法って何？
会社更生法とは、経営破綻になった企業を潰すことなく、事業を継続しながら自主再建することを目的と
して作られた法律です。株式会社のみが対象、経営者の交代が必要、株式は 100％減資される、手続きに時間
がかかるなどの特徴も有しますが、株式会社の再建手続きとしては最も一般的な制度です。通常、会社更生
法の申し立てに基づいて裁判所が財産保全命令を出し、管財人を任命します。

管財人は、財産の処理権、経営権を確認し、利害関係者の調整を行い、再建を目指すこと
になります。
になります。債権者は、担保権を有していても、競売などの権利行使は認められず、財産評定の結果、認
められた財産評定により、認められた更生担保権の金額の範囲で配当を受けることになります。また、会社
更生法の申し立てに基づき裁判所が更生手続開始の決定をした時から、その会社を更生会社と呼びます。

４
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日本航空元最高責任者・稲盛和夫氏(2010 年 2 月より、日本
航空会長に就任。代表取締役会長を経て、2013
航空会長に就任。代表取締役会長を経て、2013 年 4 月より名誉会長、現在
月より名誉会長、現在に至
、現在に至
る)も「解雇は必要なかった」と法廷で証言しました

稲盛会長（当時）自身、
「経営上（解雇は）
稲盛会長（当時）自身、
「経営上（解雇は）必要はなかっ
解雇は）必要はなかっ
た」と証言しているのに解雇とは？！
●「（解雇した 165 人を会社に）残すことが経営上不可能かという
と、そうではないのは皆さんもお分かりになると思うし、私も
そう思いました」（2011 年 2 月 8 日、日本記者クラブ）
●「（2 月 8 日発言は）利益が出ていたのでそう言いました。その
時の収益から、誰がみても雇用を続けるのは不可能でないと思
ったでしょう！」（2011 年 9 月 30 日の裁判での証言）

この方が稲盛氏
この方が稲盛氏

安全より利益優先の経営姿勢が露に＝稲盛会長＆管財人
８

日本航空が更生会社になって、実質的に経営の実権は稲盛氏と管財人に移されました。
その稲盛氏と管財人は儲け優先の姿勢を露にし、社員にも「利益優先主義」を徹底的に植
え付けることに邁進しました。

「利益なくして安全なし
「利益なくして安全なし」
安全なし」

（稲盛和夫
（稲盛和夫会長）
和夫会長）

「京セラのように一兆円の
京セラのように一兆円の内部
のように一兆円の内部留保
内部留保を
留保を達成し
達成してから安全を語れ」
てから安全を語れ」
（加藤慎
加藤慎管財人代理
管財人代理）
代理）

これが稲盛哲学、
これが稲盛哲学、JAL
哲学、JAL フィロソ
フィの真髄です。

５

解雇事件後のＪＡＬに何が起きている
解雇事件後のＪＡＬに何が起きているか？
事件後のＪＡＬに何が起きているか？
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稲盛哲学の徹底＝安全第一から利益優先へ

ＪＡＬに御巣鷹山への道を歩ませてはならない
2010 年 12 月 31 日のパイロット 81 人、客室乗務員 84 人への解雇は、空の安全に暗雲を立ち
こめさせました。

なぜ解雇で空の安全に暗雲が
なぜ解雇で空の安全に暗雲が？
安全に暗雲が？

☟ 理由は
理由はこちら
●ベテランが現場からいなくなり、現場での実践的指導力の低下や安全に関わる経験の伝

承が困難になっている事。
●解雇された 165 人は、これまで JAL 経営陣の放漫経営を堂々と批判しつつ、安全に対
する提言もしっかり行なってきました。労働組合の役員経験も豊富で、会社に物申すこ
とのできる方々です。この存在が職場になくなった事。
●165 人の解雇によって、解雇の恐怖から「安全問題を語りにくい職場」になってきてい
る事。（安全よりも利益優先主義が徹底され始めています）

☟これが
これがベテランＣ
ベテランＣＡ（キャビンアテンダント）の真骨頂
キャビンアテンダント）の真骨頂だ！
の真骨頂だ！
いったん離陸すれば、そこは警察官も消防士も看護師もいない、地上とはまったく別の世界です。
機内で起こり得る全ての事態に対応するのが CA の皆さんです。航空機の異常をすばやく察知す
るのも CA の方々です。若い新鮮な感性と経験に培われたベテランのチームワークこそ安全・安心
の保障です。以下はある雑誌での解雇された JAL ベテラン CA の対談です。これぞベテラン CA の
研ぎ澄まされた感性なのでしょう。
Y さん

音や臭い、足裏から感じる振動も、異常を察知する判断の一つです。離陸後のドアーサイド
からエアーリークの音がいつもと違うので機長に報告しましたが、到着後整備の人に見ても
らったら、2～3 センチのワイアーがドアの間に挟まっていたということがありました。エ
ンジンに鳥が飛び込むバードストライクの時のエンジンの異常音も
経験しています。

S さん

私たちは同じ機種を何百回、何千回も飛んでいますから、いつもの音
いつもの振動というノーマルな状態をいっぱい知っています。だから
いつもと違う、変だということが分かるのです。それは若い人に口で
教えられないことなのです。一緒にいて音を覚えてもらう、「ちょっと
おかしいから聞きなさい」と言えるのです。
６

解雇事件後
解雇事件後起きている
事件後起きている不安全
起きている不安全事例
不安全事例
☟これは大事故に
これは大事故に繋がりかねないインシデント
大事故に繋がりかねないインシデントです
繋がりかねないインシデントです
事例 1

機長が燃料費 20 万円の節約のために「今日は台風を迂回
せず、突っ切って飛行するので、揺れますから気をつける
ように」と CA に伝えたケース。（利益優先の実践
利益優先の実践）
優先の実践）

事例 2

旭川で点検中に転んで骨折した機長がそのまま東京まで操
縦したケース。（病気、怪我を会社
病気、怪我を会社に
隠したい心理が乗員
、怪我を会社に隠したい心理
心理が乗員
に広がっている結果）
に広がっている結果）

事例 3

客室では、サービス優先のあまり着陸までサービスに集中
し、CA が立ったまま着陸したケース。
。（機内販売
（機内販売評価
機内販売評価も
評価も含
む行き過ぎた評価
行き過ぎた評価制度の
評価制度の結果
制度の結果）
結果）

日本航空の整備部門では重大不都合が連続し、本年（2014 年）５月には羽田空港で車の車検に
あたる「重整備」を５日間もストップさせて、異例の安全点検をせざるを得ない事態がおきました。
このことは、今年の 5 月 30 日の衆議院国土交通委員会でも明らかにされました。
昨年 10 月 28 日から今年の 5 月 18 日のわずか７ヶ月の間に 16 件のトラブルが発生し、この中
にはエンジンの逆噴射部品の取り付けを忘れるという重大ミスも起きています。国会でもその背景
として、「大リストラでベテラン整備士の不足がある」と指摘されました。

「翼を支えて
翼を支えて 30 年」の整備子会社をつぶした JAL
日本航空専門の整備子会社に日東航空整備株式会社という会社がありました。整備技量は「折り紙
つき」との評価でした。ところが日本航空が更生会社から脱却する直前の、2011 年 1 月 21 日、日本
航空は突如として日東航空整備株式会社に対して「全整備事業の契約終了」を通告、その為に日東航
空整備株式会社は解散に追い込まれ、社員全員が解雇されてしまいました。この問題は裁判で争われ
ていますが、公判の中で、その目的が労働組合つぶしであったことが明らかにされました。
「日本航空から労務問題を起こす会社は選別されると言わ
れている」（日本航空整備代表の発言）

７
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どうかしてる
どうかしてるよ
してるよ裁判所の判決は
裁判所の判決は

「経営者には解雇権がある」と言って、経営者が勝手気ままに労働者を解雇できると思ったら
大間違いです。そもそも労働契約法第 16 条では「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上
相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とはっきり
定めています。
また裁判判例の積み重ねで「整理解雇 4 要件」と呼ばれる法理が確立しています。裁判所が法
理として確定してきた「整理解雇 4 要件」からみても、日本航空の行なった解雇はどう見ても不
当と言わざるを得ません。以下、下表をごらんになって下さい。

整理解雇４要件

整理解雇 4 要件から見た解雇の検証（違法性）
要件から見た解雇の検証（違法性
・解雇時点で 1,500 億円を越える営業利益をあげていました。

解雇の必要性

・更生計画に掲げられた人員削減目標は達していました。
*以上は 2 ページ下段にその詳細を記載。
・解雇された 165 人の人件費は営業費用のわずか 0.13％です。
・ワーキングシェアや一時帰休等（乗員組合、キャビンクルー

解雇回避の努力

ユニオンが提案していた）の解雇回避努力を会社側はまった
く実行しなかった。

＊会社側は希望退職を募ったことをも

って解雇回避努力と主張しています。

人選基準の合理性

・年齢や病歴を解雇基準とすることは、憲法 14 条「法の下の平
等」や民法 1 条 3 項「権利の乱用の禁止」に反し、さらに労
働契約法 16 条の「社会通念上の合理性」を欠きます。

解雇手続きの妥当性

・会社更生法適用決定直後の 2010 年 1 月 21 日、管財人は日本
航空 8 労組に対して「定年退職による自然減、早期退職、一
時帰休、ワークシェア的なものを含めてやってゆく。いきな
り整理解雇など考えていない」ことを明らかにしていました。
ところが 2010 年 9 月 27 日、会社は突然「退職希望者が予
定数に達しない場合は解雇する」旨の方針を決定。解雇の狙
いをつけた労働者から乗務スケジュールをはずし、退職を迫
るという暴挙に出たのです。

以上の通り、日本の航空の行なった解雇は、明らかに整理解雇 4 要件に違反しています。ところ
が裁判では、東京地裁でも、東京高裁でも解雇は有効との判決が出されました。
＊次ページは裁判
ページは裁判に
裁判に関連する
関連する問題
する問題を掲載し
問題を掲載しています
を掲載しています。
ています。

８

裁判関連
裁判関連事項
関連事項

１

経過

●2010 年 12 月 31 日

パイロット 81 人、客室乗務員 84 人が「整理」と言う名で解雇。

●2011 年 1 月 19 日

パイロット 72 人、客室乗務員 72 人が解雇撤回を求めて提訴（のちパイロッ
ト 2 人が追加提訴）

●2012 年 3 月 29 日

パイロット裁判判決（不当判決）

●2012 年 3 月 30 日

客室乗務員裁判判決（不当判決）

●2012 年 4 月 11 日

パイロット 71 人、客室乗務員 71 人が東京高裁に控訴

●2014 年 6 月 3 日

客室乗務員控訴審裁判判決（不当判決）

●2014 年 6 月 5 日

パイロット控訴審裁判判決（不当判決）

●2014 年 6 月 17 日 パイロット 64 人、客室乗務員 71 人が最高裁に上告
●2015 年 2 月

4日

●2015 年 2 月

5 日 パイロット上告審

２

客室乗務員上告審

上告棄却
上告棄却

判決内容

一審判決でも二審判決でも、更生会社であっても「整理解雇 4 要件」は適用されるとしたものの、
「更生計画」と管財人の判断を絶対視し、
「（解雇は）更生会社である日本航空を存続させ，これを合
理的に運営する上でやむを得ないもの」であり、「管財人に委ねられた合理的な経営判断の下でされ
たものと認められる」として、原告らの主張を退けました。

会社寄りというより
会社寄りというより
JAL に助け舟を出し
たとさえ言える
言えるような
たとさえ
言える
ような
判決です。
判決
です。

３

判決の不当性
①整理解雇 4 要件違反が明確（8 ページに詳細）である

にも関わらずこれには正面から判断していません。
②民法 1 条 2 項「権利の行使及び義務の履行は、信義に

従い誠実に行わなければならない」
（信義則違反）の判

そこには JAL と

例法理違反。＊「使用者には解雇権はあるけれども、
整理解雇は労働者に責任がないのに労働者と家族の

裁判所とのブラッ

生活を根底から破壊する。だからなおいっそう信義誠
実の原則（民法１条 2 項）に従うことが要請される」、

キーな
キーな関係が存在。
関係が存在。

これがこれまで確立されてきた判例法理です。整理解
雇 4 要件として具現化されている原則です。

次ページをお楽し

③更生計画を最重視したとしても、解雇時にはすでに更
生計画（利益目標、人員削減目標）は達成されていま

みに。
みに。

した。
９

更生期間中
更生期間中に生まれた
期間中に生まれた JAL と管財人と
管財人と裁判所の
11

ブラッキーな関係
ブラッキーな関係 ☝ここが最大のポイントだ！
ここが最大のポイントだ！
ブラック劇場の主役
ブラック劇場の主役 3 人衆
片山英二氏

●東京地裁8部から選任され、更生会社となったJALの管財人にな
り、JALの労務担当がいうままに165名の解雇を強行しました。

（元JAL管財人）

●一方、公的資金を受けながら、自らはJALから毎月580万円（のち

↓
現JAL社外監査役

批判を受け2割減を申請。それが受理されたか否かは不明）の報酬
と退職金3330万円などで、一年と数ヶ月で約1億円の報酬を得てい
ました。
●現在はJALの社外監査役に就任しています。
●東京地裁の法廷で、証人に立った片山氏に対して、渡辺弘裁判長が
「片山先生」と呼ぶなど、裁判長の対応の異常ぶりが窺われまし
た。

甲斐中辰夫氏
（現JAL社外取締役）

●元最高裁判事で、不当解雇撤回裁判が東京地裁で争われている中
で、東京地裁判決の2ヶ月前にJALの社外取締役に就任し、現在も
社外取締役となっています。
●破綻後、元最高裁判事の才口千晴氏がJALコンプライアンス委員会
の委員長となり、甲斐中氏は副委員長を務めてきました。
●片山英二管財人が、コンプライアンス委員会の報告書を丸呑みにし
て、経営再建の陣頭指揮を執ってきました。コンプライアンス委員
会の報告書を口実に経営者の責任を免罪して、社員の首を切る一方
で、旧経営陣から役員に昇格させるなど、倒産族（裁判官、弁護
士、学者）が一体となってJALの破たん処理を行ないました。
●オリンパス巨額粉飾決算事件では、第三者委員会の委員長で、片山
英二氏は5人のメンバーの一人でした。

大竹たかし
（東京高裁裁判長）

●客室乗務員の判決で、裁判所が選任した片山英二管財人が行った、
解雇の時期・規模・内容すべて合理的であったと認めました。
●東京地裁民事20部（破産・再生の担当）の部長経験者です。
●甲斐中辰夫氏と片山英二氏が第三者委員会のメンバーであった、オ
リンパス巨額粉飾事件で、企業側に有利な判決を出しています。

次ページ、次々
次ページ、次々ページ
、次々ページは
ページはJALと
JALと管財人と
管財人と裁判所のプラッキーな
裁判所のプラッキーな関係構図
のプラッキーな関係構図
10

ＪＡＬ・企業
ＪＡＬ・企業再生
ブラッキー関係のいきさつ
企業再生支援
再生支援機構
支援機構・裁判所
機構・裁判所の
・裁判所のブラッキー関係
関係のいきさつ
JAL

2010 年（平成 22 年） 1 月 19 日
日本航空は経営が破綻し東京地方裁判所へ会社更生法の適用を申請

東京地裁

即日受理

東京地裁

東京地裁が財産保全命令を出し、管財人を任命.

●2010 年 8 月 31 日
更生計画案を東京地裁に提出

日本航空管財人
日本航空管財人として
管財人として、
として、東京地裁は
東京地裁は片山
英二氏（
弁護士）
を任命。片山
。片山氏ら
氏らが中心
英二氏
（弁護士
）を任命
。片山
氏ら
が中心
となって更生計画を作成
となって更生計画を作成（現在は日本航空
社外監査役）

●2010 年 11 月 30 日
東京地裁が更生計画案を認可

☠ 片山
片山氏は経営破綻したＪＡＬより、
氏は経営破綻したＪＡＬより、月
580 万円の報酬、
退職金 3,330 万円
（就
万円の報酬、
（就
任期間わずか約
任期間わずか約一年）を得ていた。

会社更生終了
会社更生終了後
終了後、日本航空社外監査役と
日本航空社外監査役と
片山英二氏（
日本航空
航空管財人
管財人）
して、片山英二氏
（元日本
航空
管財人
）も就任

●2011 年 3 月 28 日 の会社更生終了後、瀬戸英雄・企業
瀬戸英雄・企業再生
英雄・企業再生支援
再生支援

機構（
機構（JAL 法人管財
法人管財人）
管財人）職務
人）職務執行者
職務執行者が JAL 社外取締役に就任（会
社更生終了から 2012 年 6 月までの間）＊JAL 株式が公開される前に辞任。

●2012 年 2 月

甲斐中辰夫・
甲斐中辰夫・元最高裁判事
最高裁判事 JAL 社外取締役に就任

裁判所が選任した
裁判所が選任した管財
選任した管財人が作った
管財人が作った更生
人が作った更生計画
更生計画を
計画を裁判所が認可、
裁判所が認可、だから更生計画
認可、だから更生計画
管財人の
行為（
解雇通告も含めて
含めて）を
）を、裁判官も
、裁判官も「おらが
「おらが村
を守るため絶
と管財人
の行為
（解雇通告も
含めて
）を
、裁判官も
「おらが
村を守るため
絶
、その見返り
見返りと
守護のために、
のために、JAL は甲斐中
甲斐中氏
片山氏を
対視」、その
見返り
と JAL 守護
のために、
氏や片山氏
を JAL 役
員に招聘。
なんとも醜悪
醜悪な
構造です。
員に招聘
。なんとも
醜悪
な構造です
。
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ＪＡＬ・ＪＡＬ
ＪＡＬ・ＪＡＬ管財人
ＪＡＬ管財人・裁判所
管財人・裁判所のブラッキー
・裁判所のブラッキー関係
のブラッキー関係相関図
関係相関図

ＪＡＬ

7

6

弱みの共有による
互助＆もたれあい

３

1

２

５

裁判所

管財人・企業再生支援
管財人・企業再生支援機構
・企業再生支援機構

４
1

①月々の報酬として、法人としての管財人「企業再生支援機構」に 3,000 万円、管財人・片山

２

ＪＡＬを破綻に導いたＪＡＬ経営陣の責任を一切問わず。

４

３

管財人を任命。

裁判所に任命された管財人が更生計画案（放漫経営者の責任を問わぬ一方で、労働者には人員
削減、給与カットなど）を作成し裁判所に提出。（2010 年 8 月 31 日）

５

2010 年 11 月 30 日

東京地裁が更生計画案を認可

不当判決
不当判決
６

2012 年 2 月

甲斐中辰夫・元最高裁判事 JAL 社外取締役に就任

①自ら任命した管財人の提出した更生計画案を絶対視。②元最高裁判事とその天下り先（ＪＡＬ）
７

への配慮。元最高裁判事の才口千晴氏（JAL コンプライアンス委員会の委員長）への配慮
12

日本航空（本社ベース）
（本社ベース）の経常利益等（単位は百万円）
（本社ベース）

12

ＪＡＬの異常な
異常な儲けぶり
ＪＡＬ

営業収益（収入＝売

65 期

66 期

63 期

64 期

（2011 年度）

（2012 年度） （2013 年度）

（2014 年度）

969,030

989,989

1,049,247

1,090,140

146,325

139,174

127,770

138,627

15.1％

14.1％

12.2％

12.7％

33.6％

42.0％

47.1％

49.9％

り上げ）
経常利益
経常利益率（経常利
益割る営業収益）
自己資本比率

ＪＡＬの異常なまでの
ＪＡＬの異常なまでの儲け！
安全コストは？
の異常なまでの儲け！ 安全コストは？
不当な解雇を経て、更生会社から脱却して以後の日本航空の「異常な儲け」ぶりは、逆に「空
の安全」に大きな不安を抱かせます。

解雇以後の
解雇以後の異常な儲け
以後の異常な儲け
上記の表は解雇の翌年度以降の日本航空（連結ベース）の営業収益（営業収入＝売上高）、
営業利益及び利益率、経常利益及び利益率の一覧表です。経常利益率で言えば、この三年間で
は 12％～16％という異常な高水準です。あのトヨタが 2012 年度での経常利益率が 6.36％、
「絶好調」と言われた 2013 年度が 9.5％です。同業の全日空が 2012 年度 5.19％、2013 年度
2.68％ですから、ＪＡＬの突出ぶりに驚かされます。
日本航空の「異常な儲け」は、現在すすめられている猛烈な人件費の削減をもってしても無
理な数値です。点検・整備・機材を含む安全に関わるコストの削減も極限まで進んでいます。
「空の安全」の視点から諸コストの極端な削減について、専門家も含めて検証する必要があり
ます。

人件費、機材費、燃料費の削減
人件費、機材費、燃料費の削減の必要性
機材費、燃料費の削減の必要性を有価証券報告書でも主張
の必要性を有価証券報告書でも主張
金融庁に提出しているＪＡＬ有価証券報告書では、
「事業のリスク」として、ＪＡＬが東南
アジア諸国の航空会社やＬＣＣ各社に比べて、人件費、機材費、燃料費が高いことを挙げ、そ
のいっそうの削減の必要性を主張しています。
まさに、
「一兆円の内部留保を達成してから安全を語れ」の具体的実行計画案ともいえます。
航空会社は「快適な空の旅」を提供しつつ、「お客の命」をあずかっています。利益優先主
義で命が軽んじられているのではと心配です。
「空の安全・乗客の安心」のためにも、ベテラ
ン乗員 165 人を空に戻しましょう！

13
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解雇の真の狙いは物言う社員の排除と物言う組合をつぶす事
解雇基準年齢
解雇基準年齢が、
解雇基準年齢が、何故「
何故「機長 55 歳、副操縦士
歳、副操縦士 48 歳、客室
歳、客室乗務員
客室乗務員 53 歳」なのでし
ょうか？ 摩訶不思議な基準です。
解雇理由のもう一つ、
「過去の病歴」についても、
「特定期間内の病歴」を指定し
て、その期間での病気休暇に
気休暇に基準を作り解雇したのです。これも又
基準を作り解雇したのです。これも又、
て、その期間での病
気休暇に
基準を作り解雇したのです。これも又
、摩訶不思議な
ことです。

「摩訶不思議」
摩訶不思議」を解くキーワードは「
を解くキーワードは「特定社員を
は「特定社員を排除
特定社員を排除」
排除」です。
ここで言う「特定社員」とは会社に物言う社員、会社に物言う労働組合役員およびその経験者（機長組
合、乗員組合及び CCU＜キャビンクルーユニオン＞の組合員）のことです。解雇基準はこの方々を JAL か
ら追い出すため作った基準なのです。
解雇された 165 人のほとんどが、航空労組連絡会、客室乗務員連絡会、航空安全推進連絡会議の議長、
副議長、役員、そして機長組合、日本航空キャビンクルーユニオン、日本航空乗員組合の役員及びその経
験者です。
日本航空は狙いをつけた「特定社員」を「指名解雇」することはさすがにできませんでした。しかし年
齢＝「機長 55 歳、副操縦士
歳、副操縦士 48 歳、客室
歳、客室乗務員
客室乗務員 53 歳」という基準を作れば、狙いをつけた「特定
社員」のほとんどに網をかぶせ排除できます。しかしそれでも「漏れ」がでました。そこで会社は第二弾、
「漏れた特定社員」に今度は「病歴」という網をかぶせました。しかし、
「病歴」一般では、これに引
っかかる「非特定社員」も出るので、「特定期間内の病歴」を指定して、その期間での病気休暇に基
準を作り解雇したのです。

「特定病歴
「特定病歴期間
病歴期間」
期間」の指定 ①2010 年度の 8 月までの間
②2008 年度～2010
年度～2010 年度の過去 2 年 5 ヶ月の間

ＪＡＬを
ＪＡＬを破綻に導いた経営陣と幹部社員は会
破綻に導いた経営陣と幹部社員は会社に居座り出世しまし
た。一方
た。一方 JAL の放漫経営を批判し、
放漫経営を批判し、それを正そうとしたまじめな社
それを正そうとしたまじめな社
員が解雇
員が解雇されました。
解雇されました。なんとも理不尽な話です。
されました。なんとも理不尽な話です。
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「沈まぬ太陽」の構図は今も続い
「沈まぬ太陽」の構図は今も続いています
故山崎豊子さんの「沈まぬ太陽」は小説や映画でご存知の通りです。日本のナショナルフラッグ・キ
ャリアである国民航空の社員で同社の労働組合委員長を務めた恩地元と彼を取り巻く様々な人間の描写
を通して、人の生命にかかわる航空会社の社会的倫理性を鋭く問いかけた作品です。これは日本航空と
その元社員である小倉寛太郎さん、単独機の事故として史上最悪の死者を出した日本航空 123 便墜落事
故などがモデルとされています。
あの物語は今も続いています。空の安全を第一に考えつつ、JAL 幹部の放漫経営を正すたくさんの恩地
元（＝小倉寛太郎さん）が現場にはいるのです。その中心が解雇された 165 人の方々です。
JAL の「破綻」、更生会社への移行、再建という「ドサクサ」に紛れ、社内からの責任追及をおそれた

」の首を切ったというのが、真の解雇理由です。
JAL 幹部が「165 人の恩地元（＝小倉寛太郎）

全労働者の共通の課題として
安倍政権が「企業が世界で一番活躍できる国・
日本」＝「解雇自由国・日本」を目指す中、それを
先取りする形で不法・不当な解雇が今、日本中で吹

闘いあるところ
闘いあるところ
にＪＡＬ原告
ＪＡＬ原告
団旗あり

き荒れています。
「整理解雇４要件」に照らしてもその不法・不当性
という点では典型的であり、同時に不当解雇撤回闘
争の最前線にあるのが日本航空不当解雇撤回闘争
です。世間の注目度も群を抜いて高く、その結果の
与える影響の大きさは労働者にとっても、経営者の
側にとっても計りしれないものがあります。したがってこの闘争は全労働者にとって負けるわけにはい
かない課題です。

将来ある若い契約ＣＡも犠牲に
社内に多くの争議・裁判を抱える日本航空ですが、契約ＣＡ雇い止めというむごい事例もあります。
日本航空は１９９４年以降、全ての客室乗務員は、まず契約社員として採用され、３年の乗務後、正
社員に切り替える制度が導入されてきました。この制度が導入された時点から「（重大犯罪のような）
よほどのことがない限り３年後に正社員に切り替える」制度となっていました。従ってこの間、「業
務内容がきつい」などの理由での自主退職はあっても「雇い止め」はありませんでした。
しかし、2010 年 4 月、将来ある
将来ある若い
将来ある若い契約ＣＡ
若い契約ＣＡが
契約ＣＡが雇い止めされるというむごい事件が起

きました。雇い止めされたＡさんは、航空法に定める全ての試験を一発でパスし、
「三年の時間を経
て正社員」は言わば「約束事」でした。しかし管理職の激しいパワハラにあった末に雇い止めされ、
裁判闘争を余儀なくされたのです。裁判では雇い止め撤回の判決は得られませんでしたが、Ａさんへ
のパワハラは認定されました。なおＡさんへの異常なパワハラは、入社時に
「素直に会社側が推薦する労働組合」に加入しなかったことにあります。
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安倍政権が「企業が世界で一番活躍できる国」の実現をめざし、解雇自由の法制
化へ向け暴走する中、一方では経営者側の乱暴で野蛮な解雇が頻発しています。こ
うした今日の雇用情勢にあって、ＪＡＬ不当解雇撤回闘争はその象徴として、今ま
さに最前線で闘われています。
2010 年のこともあろうに大晦日、日本航空でパイロット 81 人、客室乗務員 84
人が「整理」という名で解雇されました。理由は年齢と過去の病歴です。世界の航
空会社で年齢や過去の病歴を理由とした解雇などは皆無です。日本だって公然と「年
齢」や「病歴」を理由に解雇するなどあり得ません。労働契約法 16 条では「客観的
に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を
濫用したものとして、無効とする」、こう謳っています。私たち常識人が素直に法文
を読めば、日本航空の行った解雇は「解雇権の乱用」であり、
「無効」ではないでし
ょうか？
この解雇事件は裁判で争われましたが、東京地裁と東京高裁はともに、解雇を
有効としました。そして最高裁は上告棄却という形で、一審二審の不当判決を追認
しました。なぜこんな判決が出たのか、そもそもなぜＪＡＬの破綻が起きたのか、
なぜベテランの乗員等が解雇されたのか、次々に疑問が出てきます。本資料はこの
疑問を皆で解き明かしつつ、解雇された 165 人全員を「あの空に帰そう！」という
運動に多少なりとも役立てばとの趣旨で作成しました。
本資料は、様々な疑問に答えるには決して十分なものとはいえませんが、現時点
で明らかな基本的問題点を取り急ぎまとめました。なお本パンフの内容については、
日本航空不当解雇撤回闘争関係役員の方々にも、誤りがなきよう事実関係等、点検
していただいたことも付言しておきます。
2014 年 8 月 20 日

＊2016 年 6 月 6 日一部追加と修正

