
【別添①】 
 事件名及び事件番号 使用者の種類 労働者の種類並びにその労働条件及び職責

の差異 

争点となった取扱いの差異 申立人／原告が行った

主張 

使用者によって申し立て

られた不均等な取扱いの

正当化 

判決において述べられた

結論及び理由の要約 

注記（その他

の関連情報

（もしあれ

ば）） 

申立人／原告 比較対象者 申立人／原告 比較対象者 

1. Higher Labour 

Court of Hamm, 

decision dated 

19 December 1991 - 

17 Sa 1365/91 

 

音楽学校 1週間当たり8時間勤務して

いたパートタイムの音楽教

師。労働時間以外に職責に

おいて差異はなかった。 

1 週間当たり

30 時間を超え

て勤務してい

たフルタイム

の音楽教師。 

申立人／原告に支払われた基本

給は、1 時間当たり 86.28 ドイツ

マルクであった。 

フルタイムの教師

に支払われた基本

給は、1 時間当たり

104.59 ドイツマル

クであった。 

ドイツのパートタイム

労働・有期労働契約法

（TzBfG）第 4 条 1 項 2

文の意味の範囲内にお

けるパートタイム労働

者として、申立人は、比

較可能なフルタイム労

働者の労働時間に相当

する報酬を比例按分計

算により受領する権利

を有する。 

パートタイム労働者はま

だ音楽教師としての階級

を有していなかったた

め、フルタイム労働者は、

パートタイム労働者（申

立人）より高度な専門資

格を有していた。 

 

専門資格（音楽教師の試

験）の差異が報酬水準の

差異に対する客観的な理

由となるため、本件が法

律に違反しておらず、特

に違法かつ不均等な取扱

いではない旨の判決が下

された。 

 

2. BAG, decision dated 

18 March 2014 – 

9 AZR 694/12 

特定なし 1 週間当たり 20 時間勤務し

ていたパートタイムの救助

職員メンバー。申立人は、

救助補佐及び／又は経験を

有する医療補助員としてだ

けでなくいわゆる「助手」

としても、手術関連業務を

引き受け、手術に携わった。 

1 週間当たり

40 時間を超え

て勤務してい

たフルタイム

の救助職員。 

申立人／原告に支払われた基本

給は、1 ヶ月当たり 400.00 ユーロ

であった。 

救助職員メンバー

に支払われた基本

給は、1 ヶ月当たり

1,600.00 ユーロであ

った。 

TzBfG 第 4 条 1 項 2 文の

意味の範囲内における

パートタイム労働者と

して、申立人は、比較可

能なフルタイム労働者

の労働時間に相当する

報酬を比例按分計算に

より受領する権利を有

する。 

申立人は労働者ではな

く、実習生に過ぎない。

当事者間の合意は、雇用

契約とはみなされていな

かった。 

 

実習と呼んでいたとし

ても、業務の内容（救助

補佐、経験ある医療補助

員としてだけでなく、助

手として救急車への同乗

業務を行っていた）のだ

から、当事者の関係は雇

用である。よって、月あ

たり 1,600 ユーロと既に

支払われた 400.00 ユーロ

の差引金額を支払う義務

を使用者は追う。また、

労働時間の違いだけで賃

金の差別を正当化できな

い。正当化するためには、

労働給付、資格、経験ま

たは職場に関する異なる

要求水準などを使用者は

主張・立証しなければな

らないが、これを本件使

用者はしていない。 

 

 

3. BAG decision dated 

15 May 1997 - 6 AZR 

40/96 (NZA 1997, 

高校 1 週間当たりの勤務時間が

18 時間未満の高校のパート

タイムの教師。労働時間以

1 週間当たり

18 時間を超え

て勤務してい

基本給は特定なし。雇用期間の判

断が争点であった。 

基本給は特定なし。

雇用期間の判断が

争点であった。 

労働時間の半分未満又

は 1 週間当たり 18 時間

未満のパートタイム雇

使用者は、労働時間の半

分未満又は 1 週間当たり

18 時間未満のパートタイ

その実際的な実施が困難

な可能性があるというだ

けで、正当な均等待遇を
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1355) 外に職責において差異はな

かった。 

たフルタイム

の教師。 

用は、雇用期間とみなさ

れなければならない。 

ム雇用を雇用期間とみな

したくなかった。使用者

は、これは、パートタイ

ム労働者の雇用期間の再

計算に係る不当な管理上

の負担を回避するためで

あると説明した。 

中止することはできない

旨の判決が下された。 

4. BAG decision dated 

1 November 1995 – 

5 AZR 84/94  (NZA 

1996, 813) 

州立音楽大学 1 週間当たり 9.5 時間勤務し

ていたパートタイムの音楽

教師。労働時間以外に職責

において差異はなかった。 

また、申立人は、Baden の

Evangelic 地方教会でフルタ

イムの教会音楽の教授とし

て雇用されていた。 

1 週間当たり

20 時間を超え

て勤務してい

たフルタイム

の音楽教師。 

1989年と 1990年に申立人／原告

に支払われた基本給：1 年間当た

り 2,1687.80 ドイツマルク。 

1991 年に申立人／原告に支払わ

れた基本給：2,1635.30 ドイツマ

ルク。 

 

だが、比例按分計算により比較可

能なフルタイム労働者の労働時

間に相当する報酬は、 

1989 年は 25971,78 ドイツマル

ク、 

1990 年は 27240,05 ドイツマル

ク、 

1991年は 29232,63 ドイツマルク

であった。 

特定なし TzBfG 第 4 条 1 項 2 文の

意味の範囲内における

パートタイム労働者と

して、申立人は、比較可

能なフルタイム労働者

の労働時間に相当する

報酬を比例按分計算に

より受領する権利を有

する。 

申立人は、別のフルタイ

ム雇用により、その家族

及び自身の生計は安定し

ていた。 

フルタイム雇用により生

計が安定していること

は、副業に対してフルタ

イムの仕事より少ない報

酬を支払う客観的な理由

とはならない旨の判決が

下された。 

 

5. BAG decision dated 

11 January 1973 - 5 

AZR 322/72 

工業会社（ガラス工

場）。団体協約に拘

束されない。 

未 熟 練 作 業 員

（Hilfsarbeiter）。団体協約に

拘束されない。 

同一の賃金区

分である他の

ガラス工場の

労働者。 

申立人／原告に支払われた基本

給は、1 時間当たり 2.50 ドイツマ

ルクであった。 

団体協約による時

給は、3.44 ドイツマ

ルクであった。 

時給 2.50 ドイツマルク

は、非倫理的であった。

申立人／原告は、支払わ

れた 1時間当たり 2.50ド

イツマルクの賃金と、1

時間当たり 3.44 ドイツ

マルクの等級賃金との

差額を受領する権利を

有していた。 

同社で雇用されていた 28

人のドイツ人未熟練作業

員は、申立人／原告以下

の賃金しか支払われてい

なかった。よって、賃金

は全く非倫理的ではなか

った。その他の各事業部

門においても、当該期間

中、未熟練作業員に対し

て時給 2.50 ドイツマルク

よりも少ない賃金を支払

っていた。 

労働内容が比較可能であ

るか否かは、時間、複雑

さ及び身体的／精神的負

担よりもむしろその労働

が使用者にもたらす利益

によって判断される旨の

判決が下された。かかる

評価は、各事業で支払わ

れる等級賃金の比較にの

み基づくものではない。

同社の比較可能な労働者

が、自身より高い時給を

支払われていることを主

張及び証明する責任は、

申立人／原告にあったは

ずである。だが、申立人

／原告はこれを行わなか

った。 
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6. BAG decision dated 

13 October 2004 – 

7 ABR 6/04  (NZA 

2005, 480) 

各種の社会的プロ

ジェクトの実行に

おいて活動する登

録組合（＝申立人） 

雇用創出スキームに基づき

使用者に雇用されている労

働者。 

使用者と雇用

契約を締結し

た者。 

雇用創出スキームに基づき使用者に雇用されている労

働者が、労使協議会選挙への参加資格を有するか否か

が争点であった。 

労使協議会は、選挙リス

トに記載されていた雇

用創出スキームの参加

者は、投票権を有する労

働者であり、労使協議会

選挙は適式に実施され、

よって、有効であったと

の意見であった。 

使用者は、雇用創出スキ

ームの参加者は、ドイツ

の事業所組織法（BetrVG）

意味の範囲内において投

票権を有する労働者では

ないとの意見であった。

よって、雇用創出スキー

ムの参加者らは労使協議

会選挙に参加すべきでは

なかった。雇用創出スキ

ームの参加者らは、労使

協議会の規模に対して適

切な数の、投票権を有す

る労働者数を計算する際

に含められてもならな

い。 

雇用創出スキームに基づ

き雇用されている労働者

は、申立人のためにその

指示のもとで仕事を行う

ことを義務付けられてお

り、私法上の契約に基づ

く私的な従属関係にあっ

たため、BetrVG の意味の

範囲内における労働者と

みなされなければならな

い旨の判決が下された。 

 

7. BAG decision dated 

21 June 2000 – 

5 AZR 806/98 (NZA 

2000, 1050) 

株主がドイツ連邦

鉄道及びドイツ国

営 鉄 道 で あ る

Planungsgesellschaft 

Schnellbahnbau 

Hannover-Berlin 

mbH の法定相続人 

ドイツ国営鉄道の元労働者

として、1990 年 11 月 8 日付

けの雇用契約に基づき 1990

年 11 月 1 日からルート・プ

ラン／設備長として被告の

もとで一時的に雇用されて

いたドイツの編入領土出身

のエンジニア 

過去にドイツ

連邦鉄道で働

いていた旧連

邦州出身の労

働者。 

1993 年末に、申立人／原告は、

総額 7,676ドイツマルクの報酬及

び総額 1,500ドイツマルクの追加

手当を支払われた。 

旧連邦州出身の他

の労働者への支払

は、以下のとおりで

ある。プロジェク

ト・マネジメント長

であり階級を有す

るエンジニアであ

る E 氏は、1990 年

末に約 9,700 ドイツ

マルクの報酬を、建

設 に お け る ル ー

ト・プランナーであ

り階級を有するエ

ンジニアで、ルー

ト・プラン／建設長

に従属する F 氏は、

1992年末に 7,700ド

イツマルクの報酬

を、中級労働者であ

る H 氏は、1990 年

半ばに 5,500 ドイツ

マルクを支払われ

た。 

申立人／原告は、被告は

同一の労働に対して同

一の賃金を支払わなけ

ればならないと主張し

た。申立人／原告は、元

ドイツ国営鉄道の労働

者であり編入領土出身

であったため、旧連邦州

の労働者と比較して少

ない額しか支払われて

いなかった。 

使用者は、当事者間で個

別に合意した額の報酬を

支払う義務のみを負う。 

「同一労働同一賃金」の

原則それ自体は、普遍的

に有効な請求の根拠とは

ならない旨の判決が下さ

れた。労働法においては

一般均等待遇の原則が定

められているが、これは、

労働者全体又はその定義

可能な一部に関する事項

にのみ適用されるもので

ある。一方、労働者と使

用者の間における報酬に

ついての個別の合意は、

一般均等待遇の原則の対

象ではない。 

 

8. BAG decision dated 

15 January 1955 – 

椅子工場 1950 年 10 月 1 日から 1953

年 8 月 22 日まで勤務したア

男性労働者 申立人／原告に支払われた基本

給は、1 時間当たり 0.94 ドイツマ

男性労働者に支払

われた基本給は、1

申立人／原告は、男性労

働者と同一の仕事を行

男女平等の原則は、女性

に対する異なる取扱いを

女性労働者は同一の労働

について一定の割合の等
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1 AZR 305/54 (NJW 

1955, 684) 

シスタント作業員。適用あ

る団体協約には、以下のと

おり規定されていた。「女性

労働者は、各事業の男性の

賃金に対して、コイル事業

ではその 75%を、団体協約

が適用されるその他全ての

木工事業ではその 80%を支

払われる。」 

ルクであった。 時間当たり 1.17 ド

イツマルクであっ

た。 

っており、よって、同一

の等級賃金を差引きな

く受領する権利を有す

るとの意見であった。申

立人／原告は、女性につ

いての団体協約の規定

は、男女の平等を侵害し

ており、よって、無効で

あると主張した。 

禁じているが、これは、

かかる異なる取扱いが、

その女性の職能の低さや

その能力の会社にとって

の価値の低さにより判断

されることなく、ジェン

ダーに基づいて行われる

場合に限られる。特に、

仕事が使用者の会社にも

たらす経済的価値を基準

として賃金を算出するこ

とは禁止されていない。

かかる原則が適用される

場合、団体交渉協約の規

定は、本件において許容

可能であり、法的拘束力

を有するものとみなされ

る。 

級賃金のみを支払われる

旨を定める団体交渉協約

の規定は、当該賃金格差

は明らかにジェンダーに

基づくものであるから、

同一賃金の原則に反して

おり、無効である。 

9. Higher Labour 

Court of 

Baden-Württemberg, 

decision dated 

21 October 2013 – 

1 Sa 7/13 

シュトゥットガル

ト大学 

熟練職人としての職業訓練

を修了した女性のワークシ

ョップ長。 

職務熟練者と

して絵画造形

機関で雇用さ

れているワー

ク シ ョ ッ プ

長。職人とし

ての職業訓練

を修了してい

た。 

賃金等級の差により、男性同僚の

報酬と比べて 1,008.02 ユーロ低

い月額報酬。 

賃金等級の差によ

り、申立人／原告と

比べて 1,008.02 ユ

ーロ高い月額報酬。 

等級の差異は、明らか

に、ジェンダーによる賃

金の差別を構成してい

る。ドイツの一般均等待

遇法（AGG）第 3 条 1 項

に従って、女性は、賃金

について直接的に差別

されてはならない。 

男性同僚の等級が高いの

は、その者の仕事の質が

より高く（他の影響を受

けず、技術が巧みでかつ

芸術的である。）、よって、

異なる等級が裁判所の和

解において取り決められ

たためである。その者は、

条件付きの追加の仕事も

行っており、例えば、各

種展示会や講演に携わっ

ていた。 

この特定の件において

は、比較可能な男性労働

者の等級が高いのは他の

理由ではなくジェンダー

によるものであることが

申立人／原告により十分

に証明されなかったた

め、ジェンダーによる差

別は存在しなかった。 

 

10. BAG decision dated 

3 December 2008 – 

5 AZR 469/07 (AP 

TzBfG § 4 Nr. 18) 

Bayerischen 

Staatsoper München

（ミュンヘン・バイ

エルン国立歌劇場） 

国立歌劇場でパートタイム

雇用されていた音楽家。そ

の女性は、フルタイムのオ

ーケストラ音楽家の半分の

労働時間で勤務していた。 

フルタイム雇

用の音楽家 

特定なし 特定なし 申立人／原告は、フルタ

イム労働者が実際に行

っている仕事の半分以

上の量の仕事を確かに

行わなければならなか

ったため、フルタイム労

働者より不利益に取り

扱われていた。これによ

り、申立人／原告の時間

は不均衡に使用された。 

交渉協約により許容され

る範囲で配置数を最大限

利用することは、必要な

リハーサルのために明ら

かに正当化される。 

仕事量の差異単独では、

フルタイム労働者とパー

トタイム労働者の間の不

均等な取扱いは正当化さ

れない。不均等な取扱い

が例外的に正当化される

という事実の立証責任

は、使用者にある。 

 

11. BAG decision dated 大学 一時的に雇用されたリサー 無期雇用の労 特定なし 特定なし 申立人／原告は、被告 訴えの却下を申請する理 以前の一時雇用中に得た  
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21 February 2013 – 6 

AZR 524/11 (NZA 

2013, 625) 

チ・アシスタント。申立人

／原告は、複数の有期雇用

契約に基づき、2008 年 5 月

1 日から 2010 年の不服申立

てまでの期間、被告に雇用

されていた。 

働者。 は、申立人／原告に対

し、2009 年 5 月 1 日以降

は関連する団体交渉協

約におけるより高い報

酬グループから報酬を

支払うべきであったと

の意見であった。関連す

る規定における「雇用」

という用語は、少なくと

も、中断又は他の職務へ

の雇用を包含している

が、申立人／原告の場合

は認められなかった。団

体交渉協約の規定につ

いての他のいかなる解

釈も、TzBfG 第 4 条 2 項

3 文に基づく不均等な取

扱いの禁止に反する。 

由として、被告は、新た

な契約（本件のような契

約）は、団体交渉協約の

意味の範囲内における雇

用であったと述べた。こ

れは、職務経験の考慮と

雇用後の能力向上との間

で明確に区別されなけれ

ばならない。以前の一時

雇用による職務経験は、

能力向上とはみなされな

いため、考慮されない。 

職務経験を考慮しないこ

とは、TzBfG 第 4 条 2 項

3 文に違反する。これは、

雇用が再び一時的か又は

無期かにかかわらず適用

される。 

12. BAG decision dated 

19 December 2007 – 

5 AZR 260/07 

(NZA-RR 2008, 275) 

ヘッセン連邦州 申立人／原告は、有期雇用

契約に基づき告訴された連

邦州で勤務していた。申立

人／原告は、ある年の夏休

みの末から翌年の夏休みの

始めまでの、1 学年の間のみ

雇用されていた。雇用期限

以外に職責において差異は

なかった。 

無期雇用の教

師 

特定なし 特定なし 申立人／原告は、告訴さ

れた連邦州は、雇用期間

に続く夏休み中の報酬

も支払う義務を負うと

主張した。無期雇用の教

師は、夏休み期間中の報

酬も受領している。 

パートタイムで勤務する

教師が、夏休みを除いた

学年についての雇用契約

のみを受領したために給

与損失があったという事

実は、TzBfG 第 4 条 2 項

2 文の対象ではない。 

教師を 1 学年の間（すな

わち、ある年の夏休みの

末から翌年の夏休みの始

めまで）のみ雇用する場

合、夏休み期間中に雇用

は存在しなかったため、

学校経営者は、TzBfG 第

4 条 2 項 2 文に従って夏

休み中の報酬を引き続き

支払う義務を負わない。 

 

13. BAG decision dated 

28 March 2007 - 10 

AZR 261/06 (NZA 

2007, 687) 

産業見本市の主催

者 

有期契約のプロジェクト・

マネージャー 

無期雇用の労

働者 

各々の年収の 12 分の 1 の額の特別報酬（3.025,00 ユー

ロ）が争点であった。 

申立人／原告は、被告が

申立人／原告が臨時報

酬の受け取りから除外

された理由を当人に通

知していなかったとこ

とのみからも、労働法に

基づく均等取扱い原則

に従って、申立人／原告

は請求する特別報酬を

受け取る権利を有する

との意見であった。さら

に、申立人／原告が特別

報酬から除外されたこ

被告は、申立人／原告を

特別報酬から除外したこ

とは、雇用が終了間近で

あったことにより客観的

に正当化されるものであ

ったと主張した。被告は、

特別報酬を支払うことに

より、将来において会社

にとどまる意思に対する

インセンティブ付与を意

図していた。被告は、申

立人／原告を特別報酬か

ら除外した理由を当人に

使用者が任意で手当を付

与し、手当の受け取り条

件を定める場合、それが

客観的に正当される場合

のみ、個々の労働者を手

当の受け取りから除外す

ることができる。使用者

は、その支払後に一定期

間雇用が存続するという

事実に依拠して任意の特

別報酬を主張することが

でき、特別報酬の金額に

より許容される約束期間

 



【別添①】 
とは、TzBfG 第 4 条にも

抵触する。同規定に従っ

て、有期契約の労働者を

無期雇用の労働者と比

較して不利益な立場に

置くことは、許容されな

い。 

別途通知する義務を負わ

ない。 

が決定される。 

14. BAG decision dated 

29 April 2015 – 9 

AZR 108/14 (NZA, 

2015, 1384) 

工業会社 機械及びシステムオペレー

ター職の見習い 

共同で合意し

た見習い給 

見習期間中（2008 年 9 月 1 日か

ら 2012 年 2 月 7 日）、申立人／原

告は、被告から総額 23,222 ユー

ロの見習い給を受け取っていた。 

バイエルンの金属

加工及び電子事業

の、団体協約に従っ

た見習い給は、総額

44.480.02 ユーロで

あった。 

申立人／原告は、自らに

支払われた見習い給は

不十分であるとの意見

であった。 

報酬と団体協約を結び付

けることは、憲法に基づ

くいくらかの懸念を誘発

する。例えば、同一の事

業の見習いが異なる団体

協約における異なる見習

い給を受け取った場合、

基本法第 3 条 1 項に違反

する不均等な取扱いとな

りうる。 

ド イ ツ の 職 業 訓 練 法

（BBiG）第 17 条 1 項 1

文に従って、見習いは十

分な報酬を支払われなけ

ればならない。会社の事

業が団体協約を有する場

合、共同で合意した見習

い給の 80%に満たない報

酬は、不十分とみなされ

る。 

 

15. BAG decision dated 

16 July 2013 – 9 AZR 

784/11 (NZA 2013, 

1202) 

工学サービスのプ

ロバイダー 

金属加工事業の見習い 商工会議所の

推奨 

見習い契約において、両当事者

は、毎月の見習い給について、見

習い期間の1年目は総額500ユー

ロ、2 年目は総額 550 ユーロ、3

年目は総額 600 ユーロと合意し

た。 

ミュンヘン及びオ

ーバーバイエルン

の商工会議所は、

2007 年に、オフィ

ス・コミュニケーシ

ョンの管理アシス

タント見習いの見

習い給について、見

習い期間の 1 年目

は総額 669 ユーロ、

2 年目は総額 731 ユ

ーロ、3 年目は総額

801 ユーロと推奨し

た。 

申立人／原告は、合意し

た見習い給は不十分で

あったと主張した。商工

会議所の推奨を遵守す

べきである。 

訴えの却下を求める書面

において、被告は、商工

会議所の推奨は自社の基

準としては適用され得な

いと主張した。被告によ

れば、合意した見習い給

は十分であった。 

ド イ ツ の 職 業 訓 練 法

（BBiG）第 17 条 1 項 1

文に従って、見習いは十

分な報酬を支払われなけ

ればならない。かかる団

体協約（14 番を参照。）

がない場合又は団体協約

に見習い給の定めがない

場合、報酬の妥当性は、

個々の事例において一般

的合意に従って確立しな

ければならない。一般的

合意に関する情報は、と

りわけ地域の商工会議所

から取得可能である。 

 

16  BAG decision dated 

25 October 1994 (3 

AZR 149/94) 

衣料産業の会社 パートタイム労働者（25 時

間／週）。パートタイム労働

者は、フルタイム労働者と

同じ仕事を行わなければな

らず、同じ要求を満たさな

ければならない。 

フルタイム労

働者 

使用者は、会社の年金制度に基づ

き企業年金を支給したが、当該制

度はパートタイム労働者に対す

る企業年金を定めていなかった。 

企業年金の支給が

フルタイム労働者

に限られ、これが雇

用法に基づく均等

支払原則に違反し

ているため、当該年

金計画は無効であ

る。 

使用者の意見によれば、

企業年金の支給をフル

タイム労働者に限定す

ることは、客観的に正当

化される。使用者は、労

働力不足のためにパー

トタイム労働者を雇用

せざるを得なかったが、

パートタイム労働者を

フルタイム労働者とパー

トタイム労働者の労働量

の差異自体は、パートタ

イム労働者を企業年金制

度の対象から完全に除外

することを正当化しな

い。パートタイム労働者

の除外の理由となる事実

は、他の性質でなければ

1985 年 就 業 促 進 法

（BeschFG）第 2 条 1 項

［「使用者は、客観的な理

由によって正当化されな

い限り、パートタイム労

働者に対し、パートタイ

ム労働を理由としてフル

タイム労働者と異なる待

遇 を 処 し て は な ら な

1985 年就業

促 進 法

（BeschFG）

第 2 条 1 項

は、現在、パ

ートタイム

労働・有期労

働 契 約 法

（TzBfG）第



【別添①】 
企業年金から除外する

ことで、フルタイム労働

を引き受けるインセン

ティブを正当に設定し

た。少なくとも、企業年

金の額については労働

時間の範囲を考慮する

必要があった。パートタ

イム労働者については、

最善で、比例按分による

老齢年金を請求可能と

すべきであった。 

ならず、すなわち、例え

ば職務遂行能力、スキル、

専門的経験又は異動要求

に基づくものでなければ

ならない。 

但し、均等な待遇は、パ

ートタイム労働の報酬が

フルタイム労働と比較し

た職務遂行能力の比率

のみに基づき支給され

るという事実に現れる。

したがって、パートタイ

ム労働者はフルタイム労

働者と同額の企業年金を

請求することはできな

い。 

い。」］ 4 条に対応す

る。同条によ

れば、パート

タイム労働

者は、客観的

な理由によ

って正当化

されない限

り、パートタ

イム労働を

理由として

比較可能な

フルタイム

労働者と異

なる待遇を

受けてはな

らない。 

17 BAG decision dated 

27 March 2014 (6 

AZR 571/12) 

大学 2007年 10月 1日時点で大学

の研究補助員。パートタイ

ム。週の労働時間は正規労

働時間の 50%。2006 年 9 月

1 日から 2007 年 9 月 30 日ま

で、申立人／原告は、労働

時間の範囲が異なる種々の

有期雇用契約に基づき他の

大学で研究補助員として雇

用されていた。 

フルタイム職

員 

当該雇用は州公務労働協約

（Tarifvertrag für den öffentlichen 

Dienst der Länder、TV-L）の適用

対象であった。申立人／原告は、

州公務労働協約（TV-L）の賃金

グループ 13、レベル 1 に基づく

報酬を受給した。労働協約に定め

られるレベルの割当てに関して

は、大学の職員は、他の使用者に

よる有期又は無期雇用において

少なくとも 1 年の関連する専門

的経験を有する場合、採用時にレ

ベル 2 に割り振られるものとさ

れる。 

申立人／原告であ

る職員の意見によ

れば、自身は州公務

労働協約（TV-L）の

賃金グループ 13、

レベル 2 に基づく

報酬を受給する権

利を有していた。職

員の従前の雇用は、

関連する専門的経

験の時間として完

全に認められるべ

きである。 

使用者は、レベルの割当

ての文脈においては、週

の正規労働時間の 50%

という最低量の時間の

みが考慮されるべきで

あると主張した（最低労

働量）。これが、パート

タイム労働者も、より高

額の報酬を受け取るこ

とを正当化する関連の

専門的経験を有するこ

とを保証する唯一の方

法である。 

州公務労働協約（TV-L）

の意味の範囲内におい

て、関連する専門的経験

の取得は一定のパートタ

イムの範囲に帰する最低

労働量を要しない。使用

者が要求する最低労働量

はパートタイム労働・有

期労働契約法（TzBfG）

第 4 条 1 項 1 文に違反す

る。最低量は、労働時間

の長さのみに関連づけら

れる。パートタイム労働

者は、その労働時間数が

少ないことのみに基づき

不利な立場に置かれる。

最低労働量は時間の要素

のみに関連づけられ、特

定の種類の労働を定める

ものではない。異なる待

遇を処す客観的な理由も

存在しない。 

州公務労働協約（TV-L）

第 40 条 5 項（第 16 条参

照）2 号 3 文（在職期間

の計算について）；パート

タイム労働・有期労働契

約法（TzBfG）第 4 条 1

項 1 文（均等待遇につい

て） 

 

18 BAG decision dated 

27 July 1994 

銀行 パ ー ト タ イ ム の 銀 行 員

（18.25 時間／週） 

フルタイム行

員 

使用者は、経営陣の決定に基づ

き、行員に対して不動産購入のロ

申立人／原告であ

る行員の意見によ

資格を有するフルタイ

ム行員に対する不動産

パートタイム行員を特別

条件から除外すること

1985 年 就 業 促 進 法

（BeschFG）第 2 条 1 項

1985 年就業

促 進 法



【別添①】 
ーンについての特別条件を付与

している。当該決定によれば、一

定の状況下にあるフルタイム行

員のみが特別条件の適用資格を

有する。 

れば、パートタイム

行員の除外は 1985

年 就 業 促 進 法

（BeschFG）第 2 条

1 項に違反する。 

購入についての特別条

件の付与は、当該行員を

会社にとどまらせるた

めに行われるべきであ

る。よって、異なる待遇

には客観的な理由があ

る。唯一可能な解決方法

は、フルタイム労働と比

較したパートタイム労

働の範囲に基づく特別

条件の付与であろう。 

は、パートタイム行員が

フルタイム行員に要求さ

れる条件を満たす場合、

1985 年 就 業 促 進 法

（BeschFG）第 2 条 1 項

に基づく差別待遇の禁止

に違反する。よって、使

用者は、少なくともフル

タイム行員の労働時間と

比較したときのパートタ

イム行員の労働時間の比

率に応じた範囲で、経営

陣の決定に基づく特別条

件をパートタイム行員に

も付与する義務を負う。 

［「使用者は、客観的な理

由によって正当化されな

い限り、パートタイム労

働者に対し、パートタイ

ム労働を理由としてフル

タイム労働者と異なる待

遇 を 処 し て は な ら な

い。」］ 

（BeschFG）

第 2 条 1 項

は、現在、パ

ートタイム

労働・有期労

働 契 約 法

（TzBfG）第

4 条に対応す

る。同条によ

れば、パート

タイム労働

者は、客観的

な理由によ

って正当化

されない限

り、パートタ

イム労働を

理由として

比較可能な

フルタイム

労働者と異

なる待遇を

受けてはな

らない。 

19  BAG decision dated 

19 October 2010 (6 

AZR 305/09) 

バイエルン連邦州 公務員。パートタイム労働

者、団体交渉により合意さ

れた週当たりの労働時間の

50%。 

フルタイム労

働者 

申立人／原告は、被告である連邦

州に勤務している。申立人／原告

の妻もパートタイム労働者であ

り、同様に公務員として勤務して

いる。申立人／原告とその妻の雇

用は、両者ともに連邦職員労働協

約（BundesAngestelltentarifvertrag、

BAT）の適用対象であった。よっ

て、申立人／原告及びその妻は、

2005 年 9 月 30 日まで、地域手当

のレベル 1 とレベル 2 の差額（配

偶者持分）を、それぞれ時間比例

原則による 50%の減額を受ける

ことなく受給した。妻の雇用が公

務労働協約（TVöD）の適用下に

移行した後は、妻は地域手当の受

給資格を失った。2005 年 10 月以

申立人／原告の意

見によれば、申立人

／原告は、時間比例

原則による減額を

受けることなく配

偶者持分を全額受

給する権利を有す

る。 

パートタイム労働の場

合、配偶者持分は、配偶

者の双方が地域手当の

受給権を有する場合に

限り、時間比例原則によ

る減額が適用されない。

これは、2005 年 10 月 1

日時点では申立人／原

告の妻に関して当ては

まらない。 

引き続き連邦職員労働協

約（BAT）の適用を受け

る労働者は、自身の配偶

者が公務員として勤務し

ているが地域手当の受給

権を有していない場合に

は、かかるパートタイム

雇用に応じて減額された

地域手当の配偶者持分の

みを受給することができ

る。配偶者持分の時間比

例原則による減額は、パ

ートタイム労働・有期労

働契約法（TzBfG）第 4

条 1 項に基づくパートタ

イム労働者の差別の禁止

に違反するものではな

連邦職員労働協約（BAT）

第 29 条及び第 30 条（地

域手当に関する規定）、パ

ートタイム労働・有期労

働契約法（TzBfG）第 4

条 1 項（パートタイム労

働者の差別の禁止に関す

る規定） 

 

 



【別添①】 
降、申立人／原告のパートタイム

雇用を理由として、配偶者持分が

50%減額された。 

い。 

20 BAG decision dated 

23 February 2011 (10 

AZR 299/10) 

情報提供なし 演出・照明技術分野におけ

るパートタイム労働者。当

該雇用は、公務労働協約

（TVöD）及びノルトライン

＝ヴェストファーレン連邦

州 公 務 労 働 協 約

（TVöD-NRW）の適用対象

である。 

フルタイム労

働者 

使用者は、いわゆる「演劇手当

（Theaterbetriebszulage）」の支給

に関する団体交渉に基づく要件

について半期毎に検討を行って

いた。2007 年 8 月 1 日から 2008

年1月 31日までの期間について、

使用者は当該手当を一切支給し

ておらず、2008 年 2 月 1 日から

2009 年 1 月 31 日までについて

は、当該手当の半額を支給した。 

申立人／原告は、当

該手当の全額の受

給権を有すると主

張した。日曜日、公

休日及び夜間にお

ける臨時とは言え

ない労働について

のノルトライン＝

ヴェストファーレ

ン連邦州公務労働

協約（TVöD-NRW）

第 5 編 4 章 3 節 4 条

1 項 b 文に基づく基

準を満たしている。

日曜日、公休日及び

夜間における労働

が臨時のものと言

えない場合は受給

要件を十分に満た

すものとなる。パー

トタイム労働を理

由とする当該手当

の減額は、パートタ

イム労働・有期労働

契約法（TzBfG）第

4 条 1 項に基づくパ

ートタイム労働者

の差別の禁止に違

反するものである。 

使用者は、全ての規定外

労働は、手当の受給権が

発生するには累積的に

存在しなければならな

いと主張した。ある規定

外労働が団体交渉によ

り要求される範囲内で

遂行されなかった場合

には、受給可能な手当は

半額となる。割合が 20%

を超える場合は定義上

の「臨時とは言えない」

要素に該当する。 

ノルトライン＝ヴェスト

ファーレン連邦州公務労

働協約（TVöD-NRW）第

5 編 4 章 3 節 4 条 1 項に

基づく手当は、平日 1 日

当たりで支給される。平

日 1 日当たりで支給され

る手当の減額は、パート

タイム労働者の平日にお

ける労働時間が比較可能

なフルタイム労働者の平

日における労働時間を下

回ることが要件となって

いる。比較可能なパート

タイム労働者とフルタイ

ム労働者の平日における

労働時間が一致する場合

で、パートタイム労働者

の勤務日数の方が少ない

ときには、減額は適用除

外となる。上記に該当し

ない場合には、平日 1 日

当たりの手当は、パート

タイム労働を理由として

2 つの方法で減額される

こととなる。パートタイ

ム労働者は、より少ない

勤務日数に対応する手当

のみを受給し、その上、

合意された週当たりの労

働時間に基づく減額も行

われる。結果的に、パー

トタイム労働者は、比較

可能なフルタイム労働者

と比べた場合、自身の労

働時間の割合に応じた金

額よりも低い報酬を受給

することになる。これは、

ノルトライン＝ヴェスト

ファーレン連邦州公務労

働協約（TVöD-NRW）第

5 編 4 章 3 節 4 条 1 項 b

文 

 

「第 3 節 労働時間、時

間特別手当及び演劇手当 

（中略） 

第 4 条 上記第 2 条及び

第 3 条に基づく時間特別

手当のほか、労働者は、

（中略）による演劇活動

に伴う諸費用及び特段の

財政困難に対する補償と

して、平日 1日当たり 5.93

ユーロの演劇手当を受給

するものとする。 

（中略） 

(b) 日曜日、公休日及び夜

間における臨時とは言え

ない労働」 

 



【別添①】 
パートタイム労働・有期

労働契約法（TzBfG）第 4

条 1 項の違反を構成す

る。 

21 BAG decision dated 

25 September 2013 

(10 AZR 4/12) 

病院 パートタイム雇用の看護師

（50%）。当該雇用は、ベル

リン＝ブランデンブルク＝

シュレージシェ・オーバー

ラウジッツ  ディアコニー

事業団（福祉団体、AVR 

DWBO）の労働協約ガイド

ラ イ ン

（Arbeitsvertragsrichtlinien）

の適用対象である。 

フルタイムの

看護師 

2010 年 7 月から 2011 年 1 月まで

の期間中、当該労働者の評価対象

期間における夜間シフト勤務が

実際には 40 時間以上であったに

もかかわらず、使用者は、当該労

働者の労働時間の割合に比例す

る手当のみを支給した。 

申立人／原告は、パ

ートタイム労働者

の交替シフトにつ

いての手当の減額

は許容できない差

別を構成するもの

であり、パートタイ

ム労働・有期労働契

約法（TzBfG）第 4

条 1 項に違反する

と主張した。パート

タイム労働者であ

る申立人／原告は、

夜間の労働時間数

がフルタイム労働

者と同じであった

にもかかわらず、パ

ートタイム労働で

あることのみを理

由として不利な立

場に置かれた。申立

人／原告は、夜間シ

フトに関して、フル

タイム労働者と同

一の負担を負った。 

使用者は、手当について

異なる閾値及び他の金

額が合法的に規定され

ていたと主張した。した

がって、当該規則は、パ

ートタイム労働・有期労

働契約法（TzBfG）第 4

条 1 項 2 文に準拠してい

ることを示すものであ

り、よって、有効である。 

申立人／原告は、夜間シ

フト中の労働時間が 40

時間以上であっても、交

替シフト及びシフト手当

の全額を受給することは

できない。むしろ、AVR 

DWBOの労働協約ガイド

ライン第 20 条 5 項 1 文に

従い、原告／申立人は、

各手当について一定の割

合のみを受給することが

できる。この規定はパー

トタイム労働・有期労働

契約法（TzBfG）第 4 条 1

項 1 文に違反するもので

はない。AVR DWBO の労

働協約ガイドライン第 20

条の規定により、評価対

象期間中における夜間の

労働時間数がフルタイム

労働者に要請された時間

数と同じであった場合に

おいても、交替シフト及

びシフト手当に対する請

求権はそれぞれの労働時

間に応じて按分して付与

される。 

同条第 5 項 1 文は、AVR 

DWBOの労働協約ガイド

ライン第 20 条の規定が、

パートタイム労働者に対

するその労働時間の割合

に応じて按分した手当の

支給を意図するものであ

ることを明示している。 

AVR DWBO の労働協約

ガイドライン第 20 条 

 

「第 1 項 交替シフトの

形態により平日の労働時

間の定期的な変更（第 9e

条 2 項 2 文）を定めたシ

フト制（交替勤務制）に

より継続的に労働を行

い、かつ、当該会社で慣

習となっている夜間勤務

中の、又は交替勤務制に

よる労働時間が 5 週間で

平均 40 時間以上となる

労働者（性別を問わな

い。）は、1 ヶ月当たり

102.26 ユーロの交替シフ

ト手当を受給するものと

する。 

（中略） 

第 5 項 非フルタイム労

働者（性別を問わない。）

は、各フルタイム労働者

について定められた第 1

項から第 3 項までに基づ

く手当について、当該非

フルタイム労働者との間

で合意された平均労働時

間に応じた割合の金額を

受給するものとする。」 

 

 

 

22 BAG decision dated 

16 June 2004 (5 AZR 

情報提供なし パートタイムの配達員。当

該雇用は、1997 年 7 月 9 日

フルタイム労

働者（38.5 時

2001 年末日時点で、当該労働者

の労働時間口座には 57.35時間の

原告／申立人は、タ

イム・クレジットに

使用者の意見によれば、

パートタイム労働者は、

一般労働協約の解釈によ

れば、パートタイム労働

一般労働協約第 4 条 時

間外、日曜日、公休日、

 



【別添①】 
448/03) 付ノルトライン＝ヴェスト

ファーレン連邦州卸売業及

び外国貿易業に関する一般

労働協約（FCA）（ノルトラ

イン＝ヴェストファーレン

連邦州商事卸売及び貿易業

に関する一般労働協約）の

適用対象である。 

間／週） タイム・クレジットが記録されて

おり、使用者は、合意された時間

給の支給によって補償を行い、時

間外労働に対する追加手当は支

給しなかった。 

基づく時間外労働

に対し 25%の追加

手当の受給権を有

すると主張した。会

計期間の末日時点

で、フルタイム労働

者のみならずパー

トタイム労働者も、

（追加手当の対象

となる）時間外労働

として補償される

タイム・クレジット

を受け取る権利を

有していた。 

フルタイム労働者の所

定労働時間数を超えた

場合には、時間外労働に

対する追加手当のみを

受給することができる。 

者は、フルタイム労働者

に適用される正規労働時

間を超えた場合には、時

間外労働に対する追加手

当のみを受給することが

できる。よって、比較可

能なフルタイム労働者と

比較した場合、原告／申

立人は、そのパートタイ

ム労働を理由として不利

に扱われているとは言え

ない。パートタイム労

働 ・ 有 期 労 働 契 約 法

（TzBfG）第 4 条 1 項 1

文の意味の範囲内におけ

る不均等待遇は、フルタ

イム労働者に支給される

報酬が同一労働時間数に

ついてパートタイム労働

者に支給される報酬を上

回った場合に限り存在す

る。原告／申立人は、団

体交渉による正規の所定

労働時間を超える時間に

ついて、フルタイム労働

者と同様に時間外労働に

対する追加手当を受給す

ることができるため、本

件においては不均等待遇

は存在しない。 

一般労働協約第 4 条の法

律上の目的は団体交渉

による週当たりの所定

労働時間の遵守を確保

することにあるため、ド

イツ連邦共和国基本法第

3 条に基づく均等待遇原

則の違反は存在しない。 

夜間及びシフト制におけ

る労働 

 

「第 1 項 時間外労働と

は、命じられた又は経営

協議会との間で合意され

た週当たり 38.5 時間を超

える各労働をいう。 

（中略） 

第 2 項 第 4 条 1 項に基

づき命じられた時間外労

働は、毎月の給与又は報

酬の 167 分の 1（基本報

酬）に、25%の追加手当

（時間外労働に対する追

加手当）を加算した額が

報酬として支給されるも

のとする。労働時間の配

分が規定と異なる場合

（第 2 条 2 項）、時間外労

働に対する追加手当は、

合意された週当たりの労

働時間を超える労働時間

について支給される。（後

略）」 

23 BAG decision dated 

5 November 2003 (5 

AZR 448/03) 

航空会社 パートタイム雇用のパイロ

ット（34 飛行時間／月）。ル

フトハンザドイツ航空の

フルタイム労

働者 

2001 年 1 月 1 日から 2002 年 6 月

30 日までの期間中、使用者は、

当該労働者に対し、35 時間目以

申立人／原告は、パ

ートタイム労働者

である自身が、時間

使用者は、申立人／原告

が主張する金額の時間

外手当の受給権は存在

一般労働協約第 9 条は、

パートタイム労働・有期

労働契約法（TzBfG）第 4

一般労働協約第 9 条 

 

「労働者は、以下の規定

 



【別添①】 
1999 年 1 月 1 日付操縦室乗

務員に関する一般労働協約

第 5 号（FCA）が適用され

る。 

降の飛行時間について個別の時

間外飛行時間給の 100％を支給

した。 

時間外飛行時間に対する報酬は、

73 飛行時間を超えた場合に限り

支給された。係争期間中、すなわ

ち、2001 年 1 月 1 日から 2002 年

6 月 30 日までの間、申立人／原

告は、いずれの暦月においても労

働時間は 57.59時間を超えなかっ

た。 

外飛行時間に対す

る手当を支給され

なかったことを理

由に、不利な立場に

置かれたと主張し

た。申立人／原告は

一部の平日におい

て最大許容飛行時

間数の労働を強い

られたため、申立人

／原告への負担は

フルタイムのパイ

ロットと同程度に

厳しいものであっ

た。 

しないと主張した。労働

協約は、団体交渉による

正規労働時間を超えた

場合に申立人／原告が

主張する手当が支給さ

れるとの規定を定めて

いるのみである。 

条 1 項に違反するもので

はない。申立人／原告は、

2 倍の飛行時間に対しフ

ルタイムのパイロットが

受給する報酬の半額を受

給できるわけではない。

時間比例原則は、時間外

労働に対する手当には適

用されない。さらに、申

立人／原告の報酬を同一

飛行時間数のフルタイム

のパイロットに支給され

る報酬と比較した場合に

おいても不均等待遇が存

在しないため、本件にお

いては不均等待遇は存在

しない。申立人／原告は、

35 時間目以降 58 時間目

までの飛行時間に対して

は、フルタイムのパイロ

ットと同額の報酬を受給

した。 

に従い、時間外飛行時間

に対する報酬を受給す

る。 

 

A. 請求権の発生 

 

時間外飛行時間に対する

報酬は、暦月当たり 75 飛

行時間を超えた場合に支

給される。」 

24. BAG decision dated 

24 March 2004 - 5 

AZR 303/03 (NZA 

2004, 971) 

人材派遣会社 未熟練の倉庫及び出荷作業

員 

生産産業の未

熟練作業員 

最初の時給は 10.89 ドイツマル

ク、2001 年 5 月 1 日より 11.24

ドイツマルクであった。これは、

慣習による標準賃金に従ってい

る。 

生産産業における

未熟練作業員の平

均時給の総額は、時

間外労働を除き、

2000年は 23.35ドイ

ツマルクであった。 

申立人／原告は、賃金合

意は非倫理的であると

の意見であった。申立人

／原告の賃金と類似の

未熟練作業員の平均時

給 23.35 ドイツマルクと

の間には、明らかな不一

致があった。合意賃金の

非倫理性は、社会福祉に

対する必要差異の要件

の違反にも起因してい

る。申立人／原告は、平

均の手取り報酬が総計

828.44ユーロであったの

に対し、総計 834.05 ユー

ロの社会福祉支給を受

け取る権利を有してい

たからである。 

引用数値は被告が支払う

慣習的な標準賃金であ

り、賃金合意は有効であ

る。 

判例法に従って、労働者

の職能価値の評価（職能

と対価の間に明らかな不

一致があるか否か）は、

通常各産業の標準賃金に

基づく客観的価値に基づ

かなければならない。こ

れは、標準賃金が、その

経済領域において一般的

に支払われる場合に適用

される。派遣労働者に関

する限りでは、職能と対

価の間の不一致の評価

は、派遣元の慣習的な賃

金に基づく。職能と対価

の間の明らかな不一致の

評価は、報酬と社会福祉

給付の間の一定の差異を

根拠とすることはできな

 



【別添①】 
いドイツの民事訴訟法

（ZPO）第 850 条 c の差

押え免除制限もまた、職

能と対価の間の不一致を

示唆しない。 

25 Federal Labour 

Court (BAG) 

decision dated 5 

August 2009  (10 

AZR 666/08) 

印刷所 週当たりの労働時間が 35時

間から 40時間に無給で増加

することに同意していなか

った労働者 

週当たりの労

働時間が 35 時

間から 40時間

に無給で増加

することに同

意していた労

働者 

変更された雇用条件を受諾して

おり、かつ、2005 年 12 月 31 日

時点で雇用関係を継続していた

労働者に対する、控除前の総計で

300.00 ユーロの一回限りの特別

報酬 

使用者が提示した

理由が申立人／原

告の考えにおいて

不均等な報酬を正

当化するものでは

ないため、申立人／

原告も、無給での労

働時間増加に同意

していないが特別

報酬を請求する。 

使用者が、報酬を無給の

追加労働に対する感謝

のしるし及び将来にお

ける労働者のモチベー

ション維持の手段とし

て意図していたという

事実により、差異は正当

化されている。 

申立人／原告が勝訴し

た。ドイツ連邦労働裁判

所（BAG）によれば、労

働法に基づく均等待遇原

則を根拠として、申立人

／原告は特別報酬を受け

る権利を有する。原則と

して、使用者は、労働者

に追加手当を支給するか

否か、及びその支給条件

の内容を自由に決定する

ことができる。しかし、

使用者は、一般化原則に

従って手当を支給する場

合、均等待遇原則を遵守

しなければならない。本

件において、申立人／原

告のグループを除外する

ことが正当化されるか否

かは、支給される手当の

目的に基づいて決定され

なければならない。特別

報酬の目的は、異なる雇

用条件について労働者を

補償することだけではな

かった。当該手当は雇用

関係の継続とも関連づけ

られていたため、会社に

とどまる過去及び将来の

意思に対する謝礼金とし

ても意図されていた。よ

って、会社にとどまる意

思についても報酬を与え

るべきであり、比較対象

者のグループの労働者の

みに報酬を支給すること

労働法に基づく均等待遇

原則 

 



【別添①】 
は、雇用法に基づく均等

待遇原則に違反してい

る。 

 


