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「同一（価値）労働同一賃金」という言葉は
現在の日本社会（世間）ではどのように理解されているか

例１

2016参院選におけるSEALDSのキャンペーンより
http://sealdspost.com/archives/2461（2016年9月3日閲覧）



「同一（価値）労働同一賃金」という言葉は
現在の日本社会（世間）ではどのように理解されているか

例２

「旧来型の日本の雇用では、終身雇用を前提に年功賃金で年齢に応じて給与が上がって
いくのが普通だった。つまり同じ仕事をしていても、社歴が長いというだけで若手社員
よりも給料が高いのが実態があった。・＜中略＞・・・同一労働同一賃金を突き詰める
と、単に年齢による賃金格差は認められないということになる。」

「日本の労働組合の多くは企業別組合だ。同じ業種で同じ職種の仕事をしていても、企
業規模の大小によって賃金格差が生じるのが当たり前になっているのは、この組合の形
態がひとつの要因だ。欧米のような産業別の労働組合が一般的な社会では、同一労働同
一賃金の下で、企業が違っても同じ職種ならば同じ水準の給与が得られる。」

磯山友幸（2016）「「同一労働同一賃金」は、非正規の水準に寄る？」『日経ビジネスオンライン』2月26日

http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/238117/022500017/?rt=nocnt



「同一労働同一賃金」とは
―世界での標準的な理解―

• 同じ雇主の下で同じ内容の仕事に従事している労働者であれば、男性にも女性にも、 勤続・

学歴・能力・成果などの違いがない限り、その賃金は同じ賃率で支払われなければならない

‖

• 女性であることを理由として男性よりも低い賃率を適用することは許されない

↓

性別のみならず人種・年齢*などによる差別にも適用へ

↓

概ね1970年代以降、性別職務分離による男女間賃金差別への着目が広がり、

性差別是正の原理は「同一価値労働同一賃金」へ

• 2000年代以降、「同一労働同一賃金」は、欧州・日本においては、

異なる雇用形態間の賃金格差是正をめざす原理としての用法が主に（→補論）

＊「年齢」については、米国法では高年齢者優遇を必ずしも禁止せず（岡田2005）



「同一価値労働同一賃金」とは
―世界での標準的な理解―

• 性別職務分離を通じた女性に対する間接的な賃金差別を解消する理念として、

同一労働同一賃金を発展させた原理

• 異なる仕事であっても、作業負担や責任などの大きさといった点で同等の価値を

もつ仕事には同一の賃率を保障することによって、賃金の男女差別を解消

↓

実質差別の原因たる女性職への低評価を排除するために、職務評価が重要

参照：

https://en.wikipedia.org/wiki/Equal_pay_for_equal_work
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_216695.pdf
https://www.eeoc.gov/eeoc/publications/fs-epa.cfm
https://www.labour.gov.on.ca/english/es/pubs/guide/equalpay.php
http://www.payequity.gov.on.ca/en/tools/Pages/guide_to_act2.aspx



戦後日本における

「同一労働同一賃金」概念受容の特異性*

同一労働同一賃金を

「あらゆる賃金格差（男女間、企業間….）を撤廃する原理」

＝「企業横断的に職種別に決められた賃率」（岸本編1962など）

と解釈

：

①equal pay for equal work regardless of sex/gender, race or age

と

②equal pay for equal work regardless of market conditions or the profitability of individual firms

との混用（？）

①…世界標準の普遍的な賃金差別禁止原理

②…スウェーデンにおける特殊な経済・労働市場政策の一環

参照：兵頭（2016b）



60年代日本的「同一労働同一賃金」解釈の
帰結

• 「理想的だが現実には困難な課題」という認識の醸成・定着

• 「同一労働同一賃金」が，日本においてのみ「論争」の対象にとどま
り，優先順位の高い運動目標として掲げられないという特異な状況

↓

• 性差別賃金問題への取組みに決定的な遅れ



再び、現代日本で「同一（価値）労働同一賃金」は
どのように理解されているか

• 「同一（価値）労働同一賃金」とは職務基準賃金であり、
属人基準賃金はこの原理に反する賃金制度である。

• 職務基準賃金とは、働く内容を基準に支払う賃金である
• 属人基準賃金とは、労働者の性別・年齢・勤続・学歴・能力

など、働く人の属性を基準に支払う賃金である

とりわけアカデミズムの世界、就中、社会政策・労働研究の分野で

↓
勤続・学歴・能力などによる賃金格差は
「同一（価値）労働同一賃金」に反する

参照：遠藤(2014)、遠藤(2015)、木下(2016）など



世界では、勤続による賃金格差は
「同一(価値)労働同一賃金」に反すると

理解されているのか？
• 例１：カナダ・オンタリオ州労働省「同一労働同一賃金」の説明

男女が実質的に同じ仕事をしていても、次のような要素に基づく差異であれば、

異なった賃率が適用されうる。

・勤続（A seniority system）

・能力（A merit system)

・成果（A system that measures earnings by quantity or quality of

production）

・その他性別に基づかない差異（Any difference that is not based on the sex of the

employee）

https://www.labour.gov.on.ca/english/es/pubs/guide/equalpay.php



世界では、勤続による賃金格差は
「同一(価値)労働同一賃金」に反すると

理解されているのか？
• 例２：カナダ・オンタリオ州賃金衡平委員会による

「同一価値労働同一賃金」に関するQ＆A

Q：ある会社に新規採用されたばかりの女性労働者が、その会社の俸給表の最低ランクである時給20

ドルを支給されています。これに対し、当該女性労働者の仕事と同一価値の男性職に従事する、同じ
会社で６年働いている男性労働者は、俸給表最高ランクの時給26ドルを支給されています。これは同
一価値労働同一賃金に反するでしょうか。

A：反しないと思われます。会社が公式に年功制（seniority system）を採用しており、そこで働く労働

者が勤続に応じた賃金を支払われている場合、入社したばかりの労働者の賃金は勤続の長い同僚の賃
金より低くなります。このケースについて言えば、勤続に応じて１時間あたり１ドルずつ俸給表のラ
ンクが毎年上がっていくわけですから、何かとくに他の賃金差別を受けない限り、６年後には当該女
性労 働者も最高ランクの時給を支給されることになります。

http://www.payequity.gov.on.ca/en/tools/Pages/guide_to_act2.aspx



世界では、勤続による賃金格差は
「同一(価値)労働同一賃金」に反すると

理解されているのか？
例３：アメリカの公立学校教員俸給表

Agreement between the Saint Paul Board of Education and the Saint Paul 
Federation of Teachers, July 1, 2013 through June 30, 2015 



世界では、勤続による賃金格差は
「同一(価値)労働同一賃金」に反すると

理解されているのか？

例4：フランス最高裁判例における勤続（ancienneté）をめぐる判断

①特定の労働者間の賃金格差をめぐって、使用者が勤続年数を正当化事
由として主張した事例について、勤続は年功手当で考慮されているので、
基本給で区別する正当化理由にはならないと判断（1996年）

②勤続年数は、それが基本給に組み込まれている場合には、賃金の相違
を正当化しうる客観的要素となると判断（2006年）

奥田（2011）



世界では、勤続による賃金格差は
「同一(価値)労働同一賃金」に反すると

理解されているのか？

例5：モントリオール大学教授・マリー=テレーズ・チチャの見解

↑

『衡平の促進－性中立な職務評価による同一賃金』著者

（邦訳：一灯社、2014年刊、林弘子訳）



「これまで数多くの計量的研究によってジェンダー間賃金格差の原因が解明されてきた。
それによれば、格差のうちのある部分は、個々の労働者や産業部門の特性に結びついた多
くの変数によってもたらされたものである。そのような特性のうちとくに顕著なものには、
次のようなものが含まれる。

・学歴
・専門分野
・職歴
・当該企業における勤続年数
・フルタイムかパートタイムか
・労働組合組織率
・企業規模
・産業の型

ここで挙げたような特性の違いによってもたらされる男女間の賃金の相違は、賃金差別を
構成するものではない。」

Chicha(2006) p.3.



結論
• 1960年代において「同一労働同一賃金」理念は、異なる二つのコンセプトを混濁させたま

ま「輸入」され、職種別横断賃率などを含む概念へと拡大解釈された。その影響は今日ま

で残り、差別賃金是正原理としての「同一労働同一賃金」理念の普及を妨げている。

• 今日、社会・学界に拡散している

「「同一（価値）労働同一賃金」は、賃金決定にあたって、勤続・学歴を含む

あらゆる属人的要素を排除する原理である」

という言説は、60年代の横断賃率への拡大解釈に匹敵するかそれを凌駕する、「同一（価

値）労働同一賃金」原理の不当な拡張であり、真に賃金差別の是正、公正な賃金を求める

運動や世論 形成にとって、きわめて好ましからざる影響を与えている。



*補論：「同一労働同一賃金」概念不要論について

• 「同一労働同一賃金」と「同一価値労働同一賃金」概念を区別する
ことは無意味。あらゆる賃金差別撤廃には職務評価による異なる職務

間の価値比較は不可欠であり、国際的には「同一価値労働同一賃金」

のみが有意味な概念となっている。（遠藤2015）

↓

本当？



• 欧州労連（ETUC）綱領では両概念が区別され並存。

「同一労働同一賃金」

…包括的な（性差別撤廃、非正規の待遇改善などを含む）賃金改善の原理

「同一価値労働同一賃金」

…性差別撤廃のための原理

（職務評価は女性職の公正な評価のためのツールという認識）

ETUC Programme 2015-2019

※そもそも欧米においては「同一価値労働同一賃金」概念が

性差別問題以外の文脈で使用されることは極めて稀

• アメリカの連邦裁判所は「同一価値労働同一賃金（comparable worth）」概念を受容し
ていない

Feder and Collins(2016)
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