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地位確認等請求事件 

東京地方裁判所平成１３年（ワ）第１７０７２号 

平成１４年８月９日民事第１１部判決 

 

       判   決 

 

原告 Ｘ 

同訴訟代理人弁護士 戸谷豊 

被告 オープンタイドジャパン株式会社 

同代表者代表取締役 Ｙ 

同訴訟代理人弁護士 星野健秀 

 

 

       主   文 

 

１ 原告が被告に対し，雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。 

２ 被告は，原告に対し，１４０８万３４２０円及び平成１４年４月２１日から判決確

定の日まで，毎月２１日限り月額１０８万３３４０円を支払え。 

３ 原告の請求中，判決確定の日の翌日以降の賃金の支払を求める部分に係る訴えを却

下する。 

４ 訴訟費用は被告の負担とする。 

５ この判決は，主文２項に限り，仮に執行することができる。 

 

 

       事実及び理由 

 

第１ 請求 

１ 主文１項と同じ 

２ 被告は，原告に対し，５４１万６７００円及び平成１３年８月２１日から毎月２１

日限り月額１０８万３３４０円を支払え。 

第２ 事案の概要 

 本件は，被告に雇用された原告が，解雇が無効であるとして，雇用契約上の地位確認



及び解雇後の賃金（平成１３年３月分以降の分）の支払を求める事案である。 

１ 前提となる事実（証拠を掲げない事実は，争いがないか又は弁論の全趣旨により認

められる。） 

（１）当事者等 

 被告は，韓国所在のサムスングループに属し，イー・サムスンジャパン株式会社（以

下「イー・サムスンジャパン」という。）を親会社として，平成１２年９月１日設立さ

れた会社であり，同年１２月当時，日本企業に対しインターネットに関するサービスを

提供する事業（ＳＩＰＳ，ストラテジック・インターネット・プロフェッショナル・サ

ービスの略），韓国ベンチャー企業の日本市場進出を支援する事業（ブリッジング），韓

国ベンチャー企業の製品（ソリューション等）の日本企業への販売事業を行っていた。 

 当時，被告の社員は，代表取締役社長のＢ（以下「Ｂ社長」という。），管理職であり，

平成１３年３月にＢ社長に代わって被告の代表取締役社長になったＣ（以下「Ｃ」とい

う。），事業開発部長の原告，事業開発部所属のＤ（以下「Ｄ」という。）及び英語教師

のＥであった。 

（〈証拠・人証略〉） 

（２）原告の雇用に至る経緯 

 原告（昭和３１年３月３日生）は，人材紹介会社であるＣ・ネットワーク株式会社か

ら被告を紹介され，採用面接を経た後，被告から平成１２年１１月１６日付けの採用決

定通知書を受領し，同月２７日から被告に就労した。 

 上記採用決定通知書には，平成１２年１２月１日付けで事業開発部長として採用する，

報酬は，年俸１３００万円とし，毎月２１日に支給する旨記載されていた。 

 Ｂ社長は，原告の雇用を決定するにあたり，イー・サムスンジャパンの代表取締役社

長であるＦ，同社の取締役であり，平成１３年８月以降，被告の代表取締役社長である

Ｙに相談した。 

（〈証拠・人証略〉） 

（３）試用期間に関する経緯 

 原告は，平成１２年１１月２７日，被告から交付された誓約書に署名押印して，被告

に提出した。この誓約書には，社員としての遵守事項が記載され，６項には「試用期間

中，本人の実務修習状況と，素質を勘案して会社が辞退を勧告した場合は，無条件 即

時辞退すること」と記載されていた。 

（〈証拠・人証略〉） 

（４）業務態様 

 原告が被告に就労していた間，Ｃは，主にＳＩＰＳ業務及びブリッジング業務に，原

告は，主にブリッジング業務及び韓国企業であるＯ社の製品（ソリューション）の販売

業務に，Ｄは主に同製品の販売業務にそれぞれ従事していた。 

（〈証拠・人証略〉，弁論の全趣旨）。 



（５）賃金 

 被告は，原告に対し，賃金として，平成１２年１２月２１日及び平成１３年１月２１

日，各１０８万３３４０円を支給した。 

（６）解約告知 

 被告は，原告に対し，平成１３年１月２４日，解雇する旨を口頭で告知した（以下「本

件解約告知」という。） 

 被告が原告に送付した同月２６日付けの通知書（〈証拠略〉）には，被告は，平成１２

年１２月１日，原告を事業開発部長（暫定的名称）として，３か月の試用期間を付して

採用したが，被告代表者が原告の業務適格状況を観察した結果，被告の業務運営方針に

は適合しないと判断せざるを得ないので，本書面をもって本採用拒否を通知する旨記載

されていた。 

 同通知書に記載された本採用拒否の理由は，次のとおりである。 

ア 業務遂行の速やかさに欠け，被告の今後の事業運営の方針に適合しないと判断され

ること，具体的には，〔１〕韓国出張後に韓国企業への対応が遅れ，韓国企業から不信

感を招いていること，〔２〕Ｏ社のソリューションセールスに関し，平成１３年１月２

４日現在でわずか６社の訪問しかされていないこと，〔３〕同月の月間販売目標４社に

ついて，全く見通しが立っていないこと。 

イ 被告代表者の業務上の指揮命令に従わないこと，具体的には，〔１〕情報収集のた

めに日本経済新聞等の購読を再三にわたり指示されたにもかかわらず，これを行ってい

ないこと，〔２〕業務報告書の作成方法に関する改善を再三にわたり指示されたにもか

かわらず，これを行っていないこと。 

ウ 提出された経歴書記載の「経験」及び「実績」が，被告の期待する水準に達してい

ないこと。 

エ 被告の業務運営上必須とされる語学力（英語力）が，被告の期待する水準に達して

いないこと。 

２ 争点 

（１）試用期間の有無 

（２）本件解約告知の効力の有無 

３ 当事者の主張の骨子 

（１）争点（１）について 

（被告の主張） 

 被告は原告に対し，３か月の試用期間を定めることを説明し，原告はこれを承諾した。 

 

 すなわち，被告は，原告の採用を決定した後，原告の実務経験，能力，適性を正確に

判断するとともに，被告が外資系であり，将来の海外への事業展開業務を考える上で，

外国人従業員との関係や業務管理能力の適性を知る必要があったことから，イー・サム



スンジャパンの就業規則上，試用期間を３か月設けると定められていたことにかんがみ，

同期間の試用期間を設けることとし，原告にこれを説明した上で，原告から試用期間が

記載された誓約書を提出させたものである。原告は，誓約書を提出する際，試用期間に

関する異議を一切述べなかった。 

（原告の主張） 

 試用期間の合意は成立していない。原告は，被告から試用期間に関する説明を受けて

いない。しかも，被告から交付された誓約書は，試用期間の長さが示されていないもの

である上，その文言に照らして一般社員に用いられるものである。したがって，事業開

発部長として採用された原告が誓約書に署名押印し，被告に提出したことをもって，試

用期間の合意が成立したとはいえない。 

 仮に試用期間の合意が成立したとしても，同誓約書６項は被告に無条件に解約権を認

めるものであるから，同合意は無効である。 

 仮にそうでないとしても，原告は，試用期間に関する説明を受けないまま，雇用が決

定された後に交付された誓約書に署名押印して提出したものであるから，解雇権の行使

は，試用期間が雇用契約締結時に合意された場合と比較して，より限定的にしか認めら

れないというべきである。 

（２）争点（２）について 

（被告の主張） 

 原告は，被告の事業を展開する営業統括責任者として，高給で雇用されたにもかかわ

らず，業務遂行状況が著しく不良であり，事業開発部長として不適格であった。しかも，

原告が被告に雇用される際に提出した職務経歴書は，虚偽又は不正確なものであった。 

 したがって，本件解約告知は，試用期間中の本採用拒否として有効であり，仮に試用

期間中でなかったとしても解雇として有効である。 

 具体的に述べると，以下のとおりである。 

ア 業務遂行状況の不良 

〔１〕訪問先の韓国企業に関する対応について 

 原告は，対韓国企業との営業統括責任者として，韓国市場の動向や状況を把握するた

めに，平成１２年１２月５日から同月１０日までの間，韓国出張に同行したにもかかわ

らず，その後，訪問企業の製品に関する調査・分析，日本での展開可能性・競合製品等

に関する検討，日本市場の動向や販売計画・販売網構築等に関する具体的な提案をしな

いばかりか，訪問企業担当者への日本における製品展開に関する契約等の提案業務を滞

らせた。 

〔２〕営業進捗状況，管理について 

 原告が作成した営業報告書・業務進捗表は，現状，予定，対応について報告しただけ

で，現案件の進捗状況，顧客状況，営業活動全体の進捗状況等を時系列的に報告してお

らず，営業状況，業務の今後の進捗度が把握できないものであった上，新規事業立上げ



事業にかかる営業に関する戦略，計画及び企画の提案が一切されていないものであった。 

〔３〕Ｏ社製品の販売状況について 

 原告は，被告の主要業務であるＯ社製品を販売すべき職責を有していたにもかかわら

ず，営業実績が著しく不良であった上，営業不振の原因が，同社からの販売見込リスト

の有無や同社製品が高価格であることにあるとするだけで，その原因を分析せず，かつ

営業展開方針に関する提案もしなかった。 

〔４〕Ｓ社製品の覚書について 

 原告は，Ｓ社との覚書について，Ｃから受けた指示に従い，覚書を訂正したにすぎな

い。原告は，同社の韓国ソリューションを日本市場で販売するための販売網の構築や営

業戦略を企画し，販売実績を上げる職責を有していたにもかかわらず，その対応を何ら

しなかった。 

イ 適性の欠如 

〔１〕業務遂行能力の不良 

 原告は，事業開発部長として，事業展開を考え，自らの経験，能力で営業戦略を立て，

販売計画を立て営業活動を展開するという基本的かつ重要な業務遂行能力を有するこ

とを求められていたにもかかわらず，具体的な営業戦略，営業企画書に基づく営業活動

を展開することをせず，指示を受けたことや与えられた情報，方法により営業を展開す

るのみであった。 

 そのため，被告は，的確かつ最適な営業活動を展開することができず，競合企業，競

合製品との差別化ができず，ソリューション販売の売上げを伸ばすことができなかった

上，日本市場における販売網が整備されず，韓国ソリューションの販売ルートを確保で

きず，安定した供給が不可能となり，結果として営業活動が停滞し，売上実績を挙げる

ことができなかった。 

〔２〕実務英語力の不良 

 原告は，平成１３年１月に韓国から株主が来日して開催された英語による事業戦略会

議において，英語でスピーチを行ったが，その内容は出席した株主にほとんど理解され

ず，株主から原告の英語力のなさを指摘された。原告の英語力は，外資系企業の営業統

括責任者として，海外との事業展開を行うという面で全く見劣りするものであった。 

 そのため，被告は，海外企業との不協和を招き，その影響により日本企業への業務対

応の遅れを生み，よって企業としての信用を失い，今後の取引にも大きな支障を生じか

ねなかった。 

ウ 職務経歴書の不実記載 

 原告が被告に対して平成１２年１０月に提出した職務経歴書には，以下のとおり，虚

偽又は不正確な点があった。 

〔１〕Ｃ社関係 

 職務経歴書には，原告が，平成１２年４月現在，株式会社Ｃ（以下「Ｃ社」という。）



において契約社員として営業を担当していたと，同月以降，同社に在籍していたかのよ

うな記載がされているが，実際には，同社において２週間程度しか業務に従事しておら

ず，同社から報酬の支払も受けていなかった。これは，長期間の失業状況を隠したもの

というべきである。 

〔２〕Ｋ社関係 

 職務経歴書には，原告が，Ｋ株式会社（以下「Ｋ社」という。）において東京本社電

子機器事業部所属マネージャーであった旨記載されているが，実際には，同社在籍期間

の大半を同社の関連会社へ出向していた上，出向先での業務も，本社関連業務のサポー

ト業務や周辺業務の担当であり，本社業務と全く異なるものであった。被告は，原告の

採用にあたり，総合商社であるＫ社の本社において実務を経験した点を重視しており，

これがなければ原告を採用することはあり得なかった。 

（原告の主張） 

 本件解雇は，事実に基づかない理由か又は解雇の理由にならない事実に基づくもので

あり，権利の濫用として無効である。 

 被告の主張に対する反論は次のとおりである。 

ア 業務遂行状況について 

〔１〕訪問先の韓国企業への対応について 

 原告は，上記韓国企業との間で積極的に業務を行っており，このことは同企業との交

渉経過をみれば明らかである。 

〔２〕営業進捗状況，管理について 

 被告から営業報告書の提出を求められていない。 

 業務進捗状況表については，被告から指摘を受けて改善を行っている。この表はミー

ティングの資料であり，企画書や提出書のようなものではない。 

〔３〕Ｏ社の製品販売について 

 原告は，上記業務について，それまでの経験を生かした販売活動を精力的に行ってお

り，その成果が現れる前に解雇されたものである。なお，同社の製品は原告が解雇され

た後も販売されていないと聞いている。 

〔４〕Ｓ社製品の覚書について 

 原告は，上記販売を行う前提として，同社との間の権利義務等が被告に有利になるよ

うに覚書に関する交渉を行った外，被告のためにいくつかの点を改善している。その後，

原告が解雇されるまでの短い期間に，販売活動を展開し，すべての分野で営業実績を残

すことは不可能である。 

イ 適性について 

〔１〕業務遂行能力について 

 原告はソリューション販売，韓国企業とのブリッジング，営業折衝業務，日本市場に

おける販売網や事業開発基盤作り等について，誠実に被告の業務を遂行している。 



 原告が被告の業務に即した営業戦略等を立てるためには，広範囲かつ多様にわたる韓

国企業の各製品の実情，日本市場の動向等を調査，分析し，原告のこれまでの人脈を利

用した訪問等を行うことが前提となるが，就労してから２か月足らずで，その段階に至

る前に解雇をされたものである。 

〔２〕実務英語力について 

 原告は実務英語力に欠けておらず，このことは原告が作成した提案書，メールでの交

渉内容，ＴＯＥＩＣでの得点をみれば明らかである。 

ウ 職務経歴書の記載について 

 以下のとおり，職務経歴書の記載は虚偽ではない。 

〔１〕Ｃ社について 

 原告がＣ社の契約社員であったことは認めるが，原告は，同社において平成１２年４

月から９月ころまで働いており，同社に在籍した期間は２週間ではない。また，原告が

同社から報酬の支払を受けなかったことは認めるが，これは，就労期間中に雇用保険金

を受給していたので，受給を辞退したものである。原告が同社の請負形態の契約社員で

あったことは，採用面接の際に被告に説明している。 

〔２〕Ｋ社について 

 原告は，Ｋ社に在籍し，関連会社において職務経歴書の記載された内容の業務に従事

していたものである。職務経歴書の記載に不十分な点があったことは認めるが，これは，

原告の業務能力に関する評価を誤らせるものではない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点（１）（試用期間の有無）について 

 前提となる事実，証拠（〈証拠・人証略〉）及び弁論の全趣旨によれば，原告が，Ｂ社

長，Ｃに次ぐ職位にある事業開発部長として，年俸１３００万円で雇用されたこと，Ｂ

社長が，原告の業務遂行状況をみて，事業開発部長としての業務能力及び適性の有無を

判断し，これが良好であれば，原告を取締役にする予定であったこと，原告が，被告に

雇用される前に数社を転職しており，その中に試用期間が設けられていたものがあった

こと，原告が署名押印して被告に提出した誓約書には試用期問の存在を前提とした記載

がされており，原告がこれを提出した際，被告に対し誓約書の内容につき異議を述べな

かったことが認められる。 

 これらの事実によれば，原告と被告との間で，原告の事業開発部長としての業務能力

を把握し，その適性を判断するための試用期間を定める合意が成立したものと認められ，

この合意は，合理的理由に基づくものとして，有効というべきである（これに反する原

告の主張は，以上の認定判断に照らして採用できない。）。そして，被告がした本件解約

告知は，雇用から２か月弱経過してされたものであり，原告の業務能力を把握し，その

適性を判断するための合理的な期間内にされたものといえる。 

 ただし，本件解約告知が有効と認められるためには，上記試用期間の趣旨，目的に照



らし，客観的に合理的な理由があり，社会通念上相当として是認されるものであること

が必要というべきである。 

２ 争点（２）（本件解約告知の効力）について 

（１）被告の主張（２）ア（業務遂行状況の不良）について 

ア 同〔１〕（訪問先の韓国企業への対応）について 

 前提となる事実及び証拠（〈証拠・人証略〉）によれば，原告は，ブリッジング業務（韓

国ベンチャー企業が日本市場に進出するための支援業務）について，平成１２年１２月

５日から同月１０日までの間，Ｂ社長及びＣに同行して韓国に出張し，約１３社を訪問

し，その後，韓国企業１３社のうち，Ｃが担当した３社を除く１０社を担当したことが

認められる。 

 しかし，被告が原告に対し，同業務について，被告主張のような業務を遂行するよう

に命じ又は指示したことを認めるに足りる証拠はなく，また，同業務を担当していたＣ

が被告主張のような業務を遂行していたことを認めるに足りる証拠はない。 

 そして，証拠（〈証拠・人証略〉）によれば，原告は，同業務について，関係者を訪問

する等して，関連情報や参考資料を入手する等するとともに，韓国企業との間で連絡を

取り合い，業務の進捗状況を報告する，相手方製品の情報入手に必要な秘密保持契約を

締結する，相手企業の求めに応じて事業計画を提示する等，同業務の遂行に必要な事項

を実施しており，これらが不適切であったと認めるに足りる的確な証拠はない。 

 そうすると，原告による訪問先の韓国企業への対応が不良であったと認めることはで

きない。 

イ 同〔２〕について（営業進捗状況，管理）について 

 証拠（〈証拠・人証略〉）によれば，原告が被告に対し，平成１３年１月１５日，原告

の業務全般に関する進捗状況を記載した業務進捗表を提出したが，被告から改善するよ

う指示され，同月２２日，訂正した業務進捗表を提出したが，被告から再度改善を指示

され，同月２９日，内容を詳細にした業務進捗表を提出したことは認められる。しかし，

証拠（〈証拠・人証略〉）によれば，業務進捗表は，被告の週１，２回の定期ミーティン

グにおいて，各社員が各自の業務遂行状況を説明するための参考資料として作成された

ものであり，社員によってはこれを作成しなかったり，作成しても簡単なメモ程度のも

のであったことが認められ，これらを併せ考えると，業務進捗表に関する上記事実をも

って，原告の業務遂行状況が不良であったと認めることはできない。 

 また，営業又は新規事業立上げに関する業務についてみると，被告が原告に対しこれ

ら業務に関して書面で報告するよう命じ又は指示したことは，Ｂ社長の証言又は陳述の

他に認めるに足りる的確な証拠はない上，被告において定期ミーティングが行われてお

り，また，ブリッジング業務については，原告及びＣが個別に担当企業に関する業務を

遂行し，原告が同業務の遂行上必要な事項を実施していたこと（前記ア），オンネット

社の製品（ソリューション）販売業務については，原告とＤが，必要に応じて相談し合



う等しながら，個別に業務を遂行し，その状況をそれぞれＢ社長に報告していたこと

（〈人証略〉）に照らすと，原告が被告に対し上記各業務に関する報告を書面により行わ

なかったことをもって，直ちに原告の業務遂行状況が不良であったと認めることはでき

ない。 

ウ 同〔３〕（Ｏ社製品の販売活動）について 

 原告が，Ｏ社の製品（ソリューション）販売の業務に従事していたが，本件解雇前に

販売契約の成立に至った案件がなかったことは，争いがない。 

 しかし，証拠（〈証拠・人証略〉）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，入社当初から

Ｏ社の製品（ソリューション）の販売に従事することになっていたが，平成１３年１月

初旬になって，Ｏ社から受け取っていた顧客（同社及び他の代理店が既に接触している

者）のリストをＢ社長又はＣから入手したことから，その後に同顧客以外の者に対して

営業活動を開始せざるを得なかったこと，原告は，本件解雇を告知されるまでに企業訪

問を６回した他に，同製品販売に関する情報収集のために企業訪問を４回し，同解雇後

に既に予定していた企業訪問を数社行ったこと，同製品の販売価格が約２７００万円で

ある上，顧客層が限られたものであったこと，原告が，これらの企業訪問により得た情

報をＯ社に伝え，同社との間で製品の内容，販売方法を再検討しようとしていたこと、

原告が解雇された後，Ｂ社長が同製品販売の責任者となり，被告は，平成１３年２月に

２０数名の社員を雇用したが，その後も同製品を販売することができなかったことが認

められる。 

 これらの事実によれば，原告における同製品の販売実績をもって，業務遂行状況が不

良であったと認めることはできない。  

 被告は，原告が，営業不振の原因について，同社からの販売見込みリストの有無や同

社製品が高価格であるとするのみであった旨主張するが，これに反する原告の陳述（〈証

拠略〉）や上記認定の営業活動の状況に照らし，採用できない。 

 さらに，被告は，原告が同製品の営業展開方針について提案しなかった旨主張するが，

被告が原告に対しこのような提案をするよう命じ又は指示したことは，Ｂ社長の証言又

は陳述の他に認めるに足りる証拠はない上，上記認定の事情に加え，同製品の販売業務

について，原告とＤが，必要に応じて相談する等して個別に業務を遂行し，それぞれＢ

社長に報告していたこと（前記イ）に照らすと，原告が事業開発部長の職にあったこと

を考慮しても，原告が上記のような提案をしなかったことをもって，直ちにその業務遂

行状況が不良であったと認めることはできない。 

エ 同〔４〕（Ｓ社製品の販売活動）について 

 証拠（〈証拠略〉）及び弁論の全趣旨によれば，Ｓ社は，ブリッジング業務として，原

告が担当した企業であること，平成１２年１２月１８日，同社が被告に提示した，同社

のソリューション販売に関する業務に関する覚書（案文）について，原告が，同社担当

者との間で，覚書の内容の重要な部分（原告が販売に関する代理権を有することの当否，



販売対価の決定方法，販売に関する諸費用の負担方法等）について折衝を度々行い，そ

の結果，平成１３年１月１１日ころ，従前より被告に有利な内容で覚書を締結するに至

ったことが認められる。 

 これらの事実によれば，原告は，ブリッジング業務の一環として，Ｓ社の製品の販売

に必要な覚書を締結するにあたり，契約内容をより有利にするために貢献したものと認

められ，他方，原告が，同社製品の販売について，被告主張のような業務を遂行するよ

う命じ又は指示されたことを認めるに足りる証拠はない。 

 したがって，原告が被告主張のような業務をしなかったことをもって，その業務遂行

状況が不良であったと認めることはできない。 

（２）被告の主張（２）イ（適性の欠如）について 

ア 同〔１〕（業務遂行能力の不良）について 

 原告が，ブリッジング業務について，原告が被告主張のような職責を果たすよう命じ

又は指示されたとは認められず，その遂行状況が不適切であったとも認められないこと，

担当したＯ社の製品（ソリューション）の販売業務について，同製品の営業展開方針を

提案しなかったことをもって，その遂行状況が不良であったと認められないこと，被告

に対し，営業及び新規事業立上げの各業務について，書面で報告しなかったことをもっ

て，その遂行状況が著しく不良であったと認められないことは，前記（１）アないしウ

のとおりである。 

 そして，これまでに述べた原告の業務遂行状況に照らすと，仮に原告が事業開発部長

として被告主張のような職責を果たすことを期待されていたとしても，原告が解雇され

るまでの２か月弱の間にそのような職責を果たすことは困難であったというべきであ

り，また，その後に雇用を継続しても，原告がそのような職責を果たさなかったであろ

うと認めることもできない。 

 したがって，原告が被告主張のような職責を果たさなかったことをもって，原告の業

務遂行能力が不良であったと認めることはできない。 

イ 同〔２〕（実務英語力の不良）について 

 Ｂ社長は，原告の実務英語力について，原告が，韓国における英語によるミーティン

グでほとんど発言しなかったり，議論が次のテーマに移っても前のテーマについて発言

したりし，また，株主との英語によるミーティングにおいて，通訳を介さないと発言が

通じないような場面があった旨証言する。 

 しかし，証拠（〈証拠略〉）によれば，原告が，韓国企業との間で業務上の交渉を英語

で支障なく行っていたこと，原告が，平成９年３月２３日に実施されたＴＯＥＩＣの試

験において９９０点中７６０点（リスニング，リーディングとも各３８０点，達成率８

３．７パーセント）を得ており，これは，どんな状況でも適切にコミュニケーションが

できる素地を備えており，ビジネスマンが海外部門で海外駐在員として対応できる程度

にあるものとされていること，原告が，韓国企業向けの被告の紹介文（A４版５枚のも



の）を英語で作成していること，原告が，被告に入社する前に，外資系企業に勤務した

経験があり，外国企業と英語で業務交渉をしていたことが認められる。 

 これらを併せ考えると，Ｂ社長の上記証言は採用できず，仮に同証言のような事実が

存したとしても，このことをもって原告が事業開発部長として必要な実務英語力に欠け

ていたと認めることはできない。 

（３）被告の主張（２）ウ（職務経歴書の不実記載）について 

ア 同〔１〕（Ｃ社関係）について 

 証拠（〈証拠・人証略〉）によれば，原告が被告に雇用される際に提出した職務経歴書

に，原告が，平成１２年４月現在，Ｃ社において契約社員として営業を担当していた旨

記載されていることが認められるが，これが虚偽又は不正確であることを認めるに足り

る的確な証拠はない。 

イ 同〔２〕（Ｋ社関係）について 

 証拠（〈証拠略〉）によれば，上記職務経歴書には，原告が，平成３年７月から平成９

年１０月までの間，Ｋ社の東京本社電子機器事業部にマネージャーとして所属し，主に

米国製品の輸入と日本での販売活動に従事し，新規事業の立上げに従事した旨記載され

ていること，被告代理人がＫ社本社人事部に対し，原告の職歴等を照会をしたところ，

同社は，原告が，平成３年７月１日から平成８年１２月３１日まで株式会社Ｋコンピュ

ータシステムに（うち平成７年４月から平成８年７月までの間はトレーニングセンター

において教育を担当），平成９年１月１日から同年３月３１日までＫ社のグループ会社

である株式会社Ｋコンサルティングに，同年４月１日から同年１１月３０日までＬ株式

会社にそれぞれ出向していた旨回答したことが認められ，これらの事実によれば，職務

経歴書におけるＫ社の東京本社電子事業部にマネージャーとして所属していた旨の記

載が，Ｋ社からの上記回答と異なるものであることは認められる。 

 しかし，原告が出向ではあるが，Ｋ社に在籍していたこと，出向した株式会社Ｋコン

ピュータシステム及び株式会社ＫコンサルティングがＫ社の関連会社であることに加

え，原告が，株式会社Ｋコンピュータシステムにおいて，米国製品を輸入し，日本で販

売する業務や新規事業の立上げに従事した経験があること（〈証拠・人証略〉）に照らす

と，職務経歴書の上記記載は，原告に対する事業開発部長としての適格性の評価を大き

く左右するものと認めることはできない。 

（４）Ｂ社長の証言又は陳述（〈証拠略〉）について 

 Ｂ社長は，以上の各事由に加えて，本件解約告知の理由として，〔１〕平成１２年１

２月５日から同月１０日までの韓国出張の際に訪問した企業１３社に対し，訪問翌日に

挨拶状を送付すべきであったのに同月１８日に８社に送付したにすぎず，提案書も平成

１３年１月１６日に訪問企業の１社にしか送付しなかったこと，〔２〕Ｏ社製品を販売

するためには，同社とイー・サムスンジャパンとの間の販権契約を解約し，同社と被告

との間で販権契約を締結する必要があったが，Ｂ社長からこの解約に関する措置をとる



よう指示されたにもかかわらず，適切な措置を講じなかったこと，〔３〕上記〔１〕の

韓国出張にあたり作成した被告の紹介文が，形式・内容とも不適切であり，使用できな

いものであったこと，〔４〕平成１２年下旬ころ，社内の壁に「電話は３回以内に出る

こと」と記載した紙を貼ったこと，〔５〕原告の雇用に関する補助金給付を申請するた

めに，ハローワークに４回も訪問したこと，〔６〕平成１３年１月中ころまで，社内電

話のピックアップの方法を知らなかったこと，〔７〕韓国では重要な行事とされている

旧正月に帰国予定であったＯ社の社員に対し，さほど重要でない取引先への訪問を強要

し，そのため，同社員が帰国できなかったこと，〔８〕日本経済新聞を購読するように

との指示に従わなかったこと，〔９〕業務遂行がスピード感を欠いたものであること，

〔１０〕Ｂ社長に対する報告・連絡・相談（ほう・れん・そう）が不適切であったこと

を証言し，陳述する（〈証拠略〉）。 

 しかし，上記〔１〕のうち挨拶状については，証拠（〈証拠・人証略〉）によれば，上

記企業１３社のうち３社についてはＣが主に担当することになったこと，原告が，上記

メールを送付した時点において，メールを送付しなかった企業との間において，既に交

渉を開始していたことが認められ，前記（１）ア認定のブリッジング業務の遂行状況に

照らすと，挨拶状の送付に関する事実をもって，原告の業務遂行状況が不良であると認

めることはできない。また，提案書については，原告が，訪問先の韓国企業に対して提

案書を提出するように命じ又指示されたことを認めるに足りる的確な証拠がなく，上記

の業務遂行状況に照らすと，提案書の提出に関する事実をもって，原告の業務遂行状況

が不良であったと認めることはできない。 

 同〔２〕については，証拠（〈証拠・人証略〉）によれば，Ｂ社長が，原告を含む部下

の者に対して，被告がイー・サムスンジャパンを介さずに直接Ｏ社製品を販売すれば，

販売価格の２０パーセントの利益が得られるとの話をしていたこと，実際には，被告が

そのような方法で同製品を販売するためには，Ｏ社とイー・サムスンジャパンとの販権

契約を解約し，Ｏ社と被告との間で販権契約を締結する必要があったこと，平成１３年

１月中旬，この販権契約の変更がされていないことをＯ社から問題とされたことから，

韓国に出張していたＢ社長が原告に対し，この契約変更につき対応するよう電話で指示

したが，原告は，Ｂ社長から聞いた上記の話と異なることから，当初は指示の趣旨を理

解できないまま，イー・サムスンジャパンの取締役であるＹに対してＢ社長からの指示

を伝えたが，その後，状況を理解し，社内で対策会議を開く等して，今後の対処方法を

検討したことが認められる。これらの事実によれば，Ｂ社長がした上記電話に関する原

告の対応をもって，原告を責めることはできず，原告の業務遂行が不良であったと認め

ることはできない。 

 同〔３〕については，Ｂ社長の証言及び陳述の他に，原告が作成した被告の英文の紹

介文（〈証拠略〉）が形式・内容において不適切であると認めるに足りる証拠はなく，こ

れに反する原告の供述及び陳述（〈証拠略〉）に照らし，直ちに採用できない。 



 同〔４〕については，同行為が事業開発部長としての職責に適うものかはともかく，

このことをもって原告の業務能力が不良であると認めることはできない。 

 同〔５〕については，原告の陳述（〈証拠略〉）によれば，原告が，中小企業交付金の

申請について，担当者から手続上３回出頭することが必要であるとの説明を受けて，こ

れに従ったものと認められ，この出頭回数を減らさなかったことをもって，原告の業務

能力が不良であると認めることはできない。 

 同〔６〕については，Ｂ社長の証言及び陳述，原告の供述及び陳述によれば，原告が，

被告での勤務を開始して相当期間経過した後に，社内電話のピックアップの方法を知っ

たことは認められるが，このことをもって原告の業務能力が不良であると認めることは

できない。 

 同〔７〕については，Ｂ社長の陳述，原告の供述及び陳述によれば，原告が，Ｏ社の

社員に対し，Ｎ社とのミーティングが，同社の取締役も参加する重要なものであるとし

て，これに参加するよう求めたこと，このこともあり同社員が韓国の旧正月に帰国でき

なかったことは認められるが，原告が同社員に対し，上記ミーティングに参加するよう

に求めたことが明らかに不必要又は不適切であるとまで認めるに足りる的確な証拠は

なく，このことをもって原告の業務遂行が不良であると認めることはできない。 

 同〔８〕については，原告の陳述によれば，原告が，情報収集に関する社内の分担に

従い，被告が購入していた日本経済新聞を読んでいた他，インターネットにより関連情

報を入手していたことが認められ，これらによれば，原告が同新聞を購読するようにと

のＢ社長の指示に従わなかったことをもって，その業務態度が不良であると認めること

はできない。 

 同〔９〕について，Ｂ社長の証言及び陳述によれば，被告が，平成１２年１２月当時，

設立して間もない企業であり，採算性のある事業を社員数名で開拓していく必要があっ

たこと，特にインターネット関連の業界においては事業展開を素早く行うことが求めら

れていること，これらに照らすと，時間を効率良く用いて素早く業務を遂行することが，

被告の企業運営上重要であること，この点に関し，原告にはＢ社長の意向に沿わない側

面があったことは認められる。しかし，本件解約告知の理由を通知した書面（前提とな

る事実（６））やＢ社長の証言において，速やかさ又はスピード感を欠くとして指摘さ

れた点の多くが，原告の業務遂行状況又は業務能力が不良であるとは認められないもの

であることは，これまでに述べたところであり，このことに照らすと，同〔９〕は本件

解約告知の理由として直ちに採用できない。 

 同〔１０〕については，Ｂ社長の証言及び陳述，被告の社員Ｄの陳述（〈証拠略〉）の

他にこれを認めるに足りる証拠はなく，被告における業務報告に関する状況（前記（１）

イ）に照らすと，原告の業務報告に関する状況をもって，その業務遂行が不良であると

認めることはできない。 

 以上のとおり，Ｂ社長が挙げる本件解約告知の理由は，いずれも採用できない。 



（５）小括 

 前記（１）ないし（４）によれば、原告の業務能力又は業務遂行が著しく不良である

とか，原告が事業開発部長として不適格であったと認めることはできず，本件解約告知

は，試用期間中の本採用拒否として，客観的に合理的な理由があるとか，社会通念上是

認することができるものということはできない。 

 したがって，本件解約告知は無効である。  

 原告は被告に対し，雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認，及び本件解約

告知後の賃金として，後記３の金員の支払を求めることができる。 

３ 賃金額 

 原告が，雇用契約締結の際，年俸１３００万円につき毎月２１日限り支給されるもの

とされたこと，被告が原告に対し，賃金として，平成１２年１２月２１日及び平成１３

年１月２１日，各１０８万３３４０円を支給したことは，前提となる事実（３），（５）

のとおりである。 

 これらによれば，原告は被告に対し，本件解約告知後の賃金として，本件口頭弁論終

結前に支払期日が到来した平成１３年３月分から平成１４年４月分までの合計１４０

８万３４２０円，及び平成１４年４月２１日から本判決確定に至るまで毎月２１日限り

月額１０８万３３４０円の支払を求めることができる。 

 ただし，判決確定の日の翌日以降の賃金請求については，あらかじめ求めることがで

きる特段の事情を認めるに足りる主張立証はないから，訴えの利益を欠くものとして，

却下することとする。 

４ 結論 

 よって，原告の本訴請求は，主文１項及び２項の限度で理由があるから認容すること

とし，主文のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第１１部 

裁判官 細川二朗 


