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2019 年 3 ⽉ 20 ⽇発⾏ 

日大訴訟ニュース no.2 
 

第4回口頭弁論のお知らせ 
日時：2019年 4月 18日 (木) 10:30～ 
 場所：東京地裁 709法廷 

（地下鉄「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩１分） 
※閉廷後、法廷近くで短時間の打合せを行う予定です 

 
 

雇⽤の安定こそ教育の要諦 
―裁判闘争の現状─ 

 
真砂久晃 

（⽇本⼤学⾮常勤講師雇い⽌め訴訟原告団団⻑、⽇⼤ユニオン） 

 
私は⾸都圏⼤学⾮常勤講師組合の執⾏委員と、その

⾮常勤講師組合のサブグループで、⽇⼤の⾮常勤講師
や⽇⼤に関わる組合員が所属する⽇⼤ユニオンの事
務次⻑を務めております。この⽇⼤ユニオンのメンバ
ー８⼈が去年の６⽉に、⽇⼤を集団提訴しました。私
は、その原告団の団⻑もやらせてもらっていますので、
裁判の経緯や展望をお知らせさせていただきます。 
 原告団８⼈は全て、担当科⽬や勤務する学部は様々
でしたが⽇⼤で⾮常勤講師をしていました。現在でも
８⼈のうち５⼈が⽇⼤で教えています。平成 29 年度
に、私たちは、理不尽で不当な雇い⽌めを受けたり、
または、雇い⽌めやコマ減、コマ減とは担当授業を減
らされることですが、それを通告されたのです。これ
は死活問題でした。授業１つでもなくなれば⼤変なの
に、８つ、年収にして２５０万円を失う⼈もいたので
す。最初、私たちは、個々に、⾮常勤講師組合の⼒を
借りて、問題をなんとか解決しようと考えていました。 
 組合は、団体交渉で問題の解決を⽬指します。団体
交渉、略して団交が組合の最優先事項です。しかし、
⽇⼤との団交が始まると、これがひどい。組合員が会
場に⼊って⾏く時に、睨みつけていた⼈がいましたし、
⽇⼤側の出席者は、本部や各学部の職員と弁護⼠の２
０⼈ほどですが、理事は⼀度も出席していません。こ

れだけで、既に不誠実団交です。そして、取り敢えず
話だけは聞いてやるが、本部⽅針が絶対で、異議を申
し⽴てることさえ罷りならんという、上意下達の前時
代的態度が⾒て取れます。彼らにとっては、⾮常勤講
師が⾃分たちと交渉するなど、もっての外なのです。
例えば、理事会が⾮常勤講師の不利益変更に関する決
定をしたので、その⽂章を開⽰せよ、と私たちが要求
すると、当然の如く拒否します。その理由を尋ねると、
理事会が許さない、の⼀点張りです。また、毎回、問
題を持ち帰りますが、検討した結果がゼロ回答、の繰
り返しで、私たちは呆れ返りました。 
 客観的な批判精神がなく、上に従ってさえいれば事
⾜りる相⼿との交渉は苦痛です。⾮常勤講師は、実際、
共に歩む同⼠なのです。私たちは⽇⼤を愛しています
から、潰そうとしているのではなく、⽇⼤を改善する
ために是正を求めているのですが、⽇⼤側にはそれが
理解できないか、理解したくないようでした。それで
も、組合の交渉担当者は諦めず、研究を重ね、相⼿が
理解するまで粘り強く対応していましたが、団交だけ
では埒が明かない。そこで、⽇⼤の３つの学部に関し

第３回⼝頭弁論（2019 年 2 ⽉ 18 ⽇）後、東京地裁前にて 
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て、労働基準監督署に告発や申告をしました。参議院
議員の院内集会で、窮状を訴えました。しかし、去年
の 4 ⽉になり、私たちは、残念ながら雇い⽌めやコマ
減になってしまったため、裁判も視野に⼊れて、問題
解決の意志も能⼒もない⽇⼤に対する戦略を考え直
し、6 ⽉ 22 ⽇に、地位確認と損害賠償を求めて提訴に
踏み切りました。アメフト問題が起きたこともあり、
おかげさまで、それまでは⾒向きもしなかったメディ
アが私たちに注⽬し、数多くの取材を受け、報道され
たのです。 
 私たちの裁判は⺠事裁判です。今まで３回の⼝頭弁
論がありましたが、毎回、多くの⽅が傍聴に来てくだ
さったおかげで、この裁判の注⽬度が⾼いことを裁判
官に印象付けることができました。次回の⼝頭弁論は
4 ⽉ 18 ⽇⽊曜⽇、午前 10 時半から、東京地⽅裁判所
の第 709 号法廷で⾏われます。平⽇の午前中で、お忙
しいとは存じますが、傍聴に来ていただければ幸いで
す。よろしくお願い申し上げます。 
さて、この裁判で最も重要な論点は、昭和 63 年、1988

年の亜細亜⼤事件の判決です。それは、「⾮常勤講師
は限られた職務を本来短期間担当する地位にあるの
で、雇⽤継続の合理的期待を有しない」というもので、
⽇⼤はそれを⾮常勤講師に対する不当な処遇の根拠
としています。私たちは、具体的な統計データを挙げ、
当時と現在とでは、⼤学を取り巻く状況が⼤いに変化
している事実を訴えて反論しました。今や、⾮常勤講
師の研究や教育活動、⽣活の継続を考慮しないで、⼤
学の運営やガバナンスを語ることができない状況に
なったと⾔えます。 
 このような私たちの努⼒は無駄でなく、⼤いに抑⽌
効果がありました。今年度、不当な雇い⽌めやコマ減
がほとんどなく、あっても団交で解決できています。
ただ、原告団８名の事案は全く解決していません。し
かし、去年の年末の団交が終わった後、⽇⼤側から、
事務折衝をしないか、という提案があり、先⽉、少⼈
数での話し合いが⾏われました。ようやく、⽇⼤側が
事態の収拾に向かい始めたのです。もちろん、⽇⼤で
すから楽観はできません。⼀筋の希望かもしれません
が、私たち原告団は、組合や皆様の⼒を借りて、下を
向かずに前進しようと決意しています。どうぞ、ご⽀
援のほど、よろしくお願い申し上げます。 
 
 

 
 

⽇⼤は燃えているか（抄） 
組合員 B 

 
 私が⽇本⼤学で担当するコマ数の減少を通告され、
⾸都圏⼤学⾮常勤講師組合に加⼊・相談したのは去年
の今頃である。組合内ではすでに「⽇⼤ユニオン準備
会」が結成されており（2017 年 11 ⽉）、三軒茶屋キャ
ンパス（スポーツ科学部と危機管理学部を擁する）で
英語を担当する⾮常勤講師 15 名全員が、最低でも四
年という契約時の約束を反故にされて雇い⽌めを通
告された問題を中⼼に、臨戦態勢に⼊っていた。準備
会結成時の成員は約 40 名。それから⼀年と待たずに
成員は⼆倍に増え、約 80 名の「⽇⼤ユニオン」が 2018
年 9 ⽉に正式発⾜した。 
 この間、2018 年５⽉に起きたアメリカンフットボー
ル部の「悪質タックル」問題とそれをめぐる⼀連の展
開は、⽇⼤における深刻な「ガバナンス」の問題、す
なわち⽥中英壽理事⻑を頂点として、上意下達でのみ
運営が⾏われている体制を明らかにした。相⼿⽅の選
⼿を負傷させろと命じた監督の意に、執拗なパワハラ
を受けた結果従った当該の学⽣。同じ構図が、⾮常勤
講師を（⼈とも思わず）切り捨てろと命じる理事会の
意に、何を恐れてか我先にと従い実⾏する各学部の執
⾏部たちに透けて⾒える。「やらなきゃ意味ないよ」と
いう内⽥正⼈前アメフト部監督の発⾔は、いまだに⽇

⽇⼤オニオン（⽇⼤ユニオン公式キャラクター） 
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⼤における⾮常勤切りにおいて効⼒を持っているよ
うだ。ただしこれは⽐喩ではない。なぜなら⽇⼤ユニ
オンが現在扱っている諸問題の⼤半は、内⽥⽒が失脚
する以前、彼が⼈事担当の常務理事だった頃に常務理
事会で決定された⽅針に、各学部が従った結果として
⽣じているからである。 
 それら⽅針の要点は「⾮常勤講師ゼロ化計画」にあ
る。これは⽇⼤ユニオンによる命名で、⽇⼤側はその
ような計画など存在しないと主張しているが、⽇⼤の
⽴てた⽅針（⽂書）を根拠に、それが実現すれば当然
の帰結としてこうなる（⾮常勤講師全員が職を奪われ
る）と主張する我々に対し、あちらは納得のいく反論
をできていない。さて、ゼロ化計画とは如何なるもの
か？ 
 「⾮常勤講師ゼロ化計画」は、(A)専任教員の労働強
化、および(B)授業科⽬数の２割削減という⼆つの柱
から成る。(A)では、教員⼀⼈当たりが担当するコマ数
を従前より６割引き上げ、基準を週５コマから８コマ
にするという。計算上はこの(A)を実現するだけで、⾮
常勤講師が担当する分のコマは残らない。現在のべ
3,600 ⼈以上いる⾮常勤講師の全員が職を失う⾒通し
である。なぜ⾮常勤講師をゼロにしたいかと⾔えば、
⼈件費削減のためであり、それは学⽣数の減少や補助
⾦の減額を⾒込んでのことらしい。しかし本当にその
ような必要性があるのかどうか、⽇⼤はいまだに説明
をしていない。ユニオンは役員報酬の開⽰も要求した
が、拒否されたままだ。 
 ゼロ化計画には補助輪がついている。⽇⼤は 2016
年度以降採⽤された者に対し、契約に５年の上限を設
けたり、年齢上限を 75 歳から 70 歳に引き下げたりも
しているのである。また、最近になって、2019 年度以
降は原則として他⼤学の専任教員のみを⾮常勤講師
として採⽤するという⽅針を⽴てていたことも明ら
かになった。補助輪がこれだけたくさん装備されてい
て、どうしたらゼロ化の意図を否定できるのか、私に
はわからない。わかっているのは、上記の⽅針はすべ
て、2013 年の改正労働契約法により定められた無期転
換権の発⽣・⾏使を阻害しようとする明確な意図に基
づいており、すべて 2015 年 12 ⽉から 2018 年 2 ⽉の
あいだに、常務理事会で決定されているということだ。
当該責任者の内⽥⽒が団体交渉の場に出て説明責任

を果たしたことはない。組合はアメフト部の問題を受
け、2018 年 5 ⽉ 21 ⽇付で内⽥正⼈⼈事担当常務理事
の解任・解職と理事⻑以下、全理事の辞任を要求した
が、拒否の回答があったきり、内⽥⽒の後任となった
⽯井進⼈事担当常務理事も、説明責任を回避して雲隠
れしたままである。 

*** 
 組合の本分は団体交渉である。2017 年の暮れに雇い
⽌め等の問題が噴出して以降、我々はそれらの撤回を
求め、⽇⼤と 10 回にわたる団体交渉を⾏なってきた。
アメフト部の問題以降、厳しいまなざしが世間から向
けられているにも拘らず、⽇⼤はこちらの要求のほと
んどを撥ねつけ、ゼロ回答を続けている。2018 年春の
時点で交渉はすでに膠着状態に⼊ったため、組合では
集団提訴が検討されていた。アメフト部の⼀件は、ま
さにそんなタイミングで起きた出来事だった。今しか
ない、と判断し、⽇⼤ユニオンから 8 名が集団提訴に
踏み切った。各学部で雇い⽌めされた 6 名と、コマ減
の対象となった 2 名である。 
 また、⽇⼤ユニオンが正式発⾜したのと同じ 2018
年 9 ⽉には、⽇⼤の OB を中⼼にした「新しい⽇本⼤
学をつくる会」も結成され、そこにユニオンも参加を
している。ユニオンの結成集会においてすでにアピー
ルしたことだが、この「新しい⽇本⼤学をつくる会」
や⽇本⼤学教職員組合等、志を同じくする他の団体と
の連携も着実に進んでいる。 
 ＜⽇⼤、これではいかん＞と思っていた⼈たちが、
アメフト部の⼀件を機に団結した。あるいは、雇い⽌
めやコマ減、パワハラに遭った、これから遭うかもし
れないという⼈たちが組合に団結した。⽇⼤ユニオン
の現場では、⽕が燃えている。それは、⽇⼤に⽕を放
てと命じた理事⻑以下執⾏部に対抗し、⽇⼤を燃やす
まいと⽴ち上がった我々の勇気の⽕であり、当該の学
⽣̶̶問題のタックルはした、しかし⾒事に、ただ⼀
⼈で説明責任を果たした学⽣̶̶の存在が⾵を吹き
込んでくれた希望の⽕である。 
（全⽂初出：『情況 2019 年冬号』、情況出版、2019 年
1 ⽉、68-71 ⾴） 
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日大訴訟については、以下もご覧ください 
・「⽇⼤訴訟ニュース」no.1(2018 年 9 ⽉ 23 ⽇) 
 http://nichidaiunion.blog.fc2.com/blog-entry-28.html  
・⽇⼤ユニオンブログ「⽇本⼤学を集団提訴!」（2018 年 7 ⽉ 10 ⽇）  
http://nichidaiunion.blog.fc2.com/blog-entry-24.html 

訴訟費用・宣伝費用のための支援カンパのお願い  

非常勤講師は永らく、大学教育の一翼を担ってきました。日本大学でも全体の約 4 割の授業を非常勤

講師が担当してきました。しかし現在、日本大学理事会(田中英寿理事長)は、	 非常勤講師の大量雇い

止めと専任教員の労働強化による「非常勤講師ゼロ化計画」を、当事者の意向は無視して強行していま

す。この横暴に対して、日大の非常勤講師を中心メンバーとする日大ユニオンは闘っています。	 	
2018	 年 6 月、雇い止めや担当授業数削減による収入減に遭ったユニオンのメンバー8 名が、集団で

日本大学を提訴し、現在東京地裁で争っています。しかし被害に遭ったのはこの 8 名だけではありませ

ん。問題は雇止め、解雇だけではありません。上位者によるハラスメントを当局が放置したり、過重業務

をさせたりすること等によって、若手を中心とする多くの教職員が過労や心身の病気になり、休職を余儀

なくされ、その挙句に使い捨てられ、将来	 を潰されています。日大当局は、何が悪いのかという態度を一

貫して取り続けています。現在の訴訟を支え、更に新たな原告の参加を助けるため、訴訟費用・宣伝費

用の支援カンパを呼びかけます。	
この裁判は、働く者と学ぶ者の人権が守られる当たり前の学園を築くための闘いです。みなさまのあた

たかいご支援をよろしくお願い致します。	 	
 

カンパ送金先	  
ゆうちょ銀⾏ 00140-9-157425 ⼤学⾮常勤講師分会  
ゆうちょ⼝座からの⼝座間送⾦も可能です。  

記号 001409 番号 157425  
他⾏から振り込む場合 ゆうちょ銀⾏ ゼロイチキュウ(〇⼀九)店  

当座 0157425 ⼤学⾮常勤講師分会  
※可能でしたら通信欄に「⽇⼤ユニオンカンパ」とご記⼊ください。  

 
 
応援メッセージをお寄せください！ 
以下のアドレスまたは QR コードから、応援メッセージをお寄せください。お名前は匿名でもかま
いません。
https://goo.gl/V3WUHH 
 
 

 
 
 

発行：首都圏大学非常勤講師組合 日大ユニオン 
ブログ	 http://nichidaiunion.blog.fc2.com 
ツイッター	 @nichidai_union 
代表 志⽥ 慎 (⽣物資源科・経済学部) mcts08@gmail.com  
副代表 井上悦男 (⽂理・法・経・商・危機管理学部) inoue_etsuo4949@yahoo.co.jp  
事務局次⻑ 今井 拓 (経済学部)  電話 090-4006-2990 taku_imai_@hotmail.com  
同 真砂（マナゴ）久晃 (⽂理・危機管理・スポーツ科学部) er9h-mng@asahi-net.or.jp


