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原告 比較対象 原告 比較対象

1
破毀院社会部1982年2月11日判決、No. 80-
40,359、民事報告書5、96番

破毀院 指定なし

月給で賃金を受け取っている労働者が欠勤した場合、賃
金の天引き額は以下のように計算する。欠勤した時間
を、当該月に予定されていた勤務先での総労働時間で
割り、その比率に等しい賃金を天引きする。

2
破毀院社会部1990年12月4日判決、No. 87-
42341、民事報告書5、p. 336、社会判例研
究誌、1/91、101

破毀院
香水および化
粧品

パートタイム販売員（半
日契約）

フルタイム販売員

売上目標連動型の追加報酬。なお、
その報酬は各店舗および各販売員
が達成した総売上額をもとに算出さ
れる。正確を期するために補足する
なら、フルタイムの販売員とパートタ
イムの販売員に課せられる売上目標
のあいだに区別はない。

フルタイム賃金労働者とパートタイム賃金労働
者に対しては、同一の売上目標が設定されて
いる。したがって本賃金労働者は、半日契約で
ある自身の売上目標は、フルタイムで働く販売
員の売上目標の50%に相当すると主張した。

最低賃金に上乗せして支給される追加報酬の支払方法
を、雇用主は自由に決定することができる。

労働時間が異なったとしても、追加報酬の支払は同一の
規定に則って行われなければならない。すなわち、すべ
ての賃金労働者に対して同額が支払われるべきである。
これは、パートタイム契約で働く賃金労働者とフルタイム
契約で働く賃金労働者のあいだに、平等の原則が成り立
たなければいけないからである。とりわけ今回のケース
では、労働法3123-10条が規定する、報酬均衡の規則を
参照すべきである。

3
破毀院社会部1992年2月5日判決、No. 88-
40965、社会判例研究誌、1992年、256

破毀院

業務の一時的な増加
および欠員の補充を理
由に、まずは有期契約
で、後に無期契約で雇
用された賃金労働者

特になし。なぜなら本
賃金労働者は、契約
の定める全期間につ
いて、臨時業務手当
の支払を請求してい
るため。

臨時業務手当とは、有期契約で雇用されている賃金労
働者の不安定な状況を埋め合わせるための制度であ
る。したがって、契約終了に伴うこの種の手当は、以下
の場合しか支給されない。すなわち、賃金労働者に対す
る有期契約が繰り返され、無期契約による雇用が実施さ
れないままに契約関係が終了した場合である。

有期契約が繰り返され、後に無期契約で雇用された場
合、最終の有期契約にかかわる臨時業務手当のみ、支
払が免除される。

4
破毀院社会部1992年12月2日判決、No. 91-
40.655

破毀院 私立病院
パートタイムの会計担
当者

フルタイム賃金労働
者

第13月の手当（年間ボーナスに追加
して支払われる、月給相当の手当）
の支払請求

フルタイムで働く賃金労
働者に支払われる手当

詳細不明 詳細不明

パートタイム賃金労働者は雇用主の同意のもと、フルタイ
ム賃金労働者と同様に、特別報酬を受け取る権利を有
する。通常の報酬にたいする特別報酬の比率は、フルタ
イム賃金労働者の場合と同様である。

5
破毀院社会部1992年11月10日判決、No.
89-42.884

破毀院 百貨店
経済的事情により解雇
された、2人のパートタ
イム販売員

フルタイムの従業員
フルタイム賃金労働者向けの雇用調
整計画が定める、解雇手当の支払
請求

勤続年数に応じて総額
は変動する

詳細不明

法律、協定、企業または機関の労働協定などにより、
パートタイム労働者にはフルタイム労働者と同等の権利
が認められている。協定にもとづく権利については、協約
または労働協定により細かい条件が定められており、そ
の規定に則り効力を発揮する。今回、雇用主はフルタイ
ム賃金労働者に対し雇用調整計画が定める権利を認め
ている。雇用調整計画は協定や労働協定にもとづくもの
ではなく、雇用主が一方的に策定したものである。した
がって、パートタイム賃金労働者とフルタイム賃金労働
者の間の平等の原則は、今回のケースには適用されな
い

労働者の雇用形態がパートタイムであるという理由のみ
にもとづき、雇用調整計画が、解雇に伴い生じる恩恵を
当該の賃金労働者から奪うことは許されない。したがって
控訴院は以下のごとく結審した。すなわち、賃金労働者
はその労働時間に比例して、失業手当を受給することが
できる。

6
破毀院社会部1993年11月10日判決、社会
判例研究誌、1993年、No. 1248

破毀院 建設会社

臨時雇いで勤務した
後、勤め先の企業に雇
用され、その後、研修
期間中に雇用関係の
解消を宣告された労働
者

比較対象なし
研修期間と見なされていた労働時間
の一部を、正規の労働時間と認定す
ることを要求

臨時労働契約に適用可能な法律は以下のごと
く定めている。臨時労働に従事する賃金労働者
が、何らかの職務を遂行した後で雇用主に雇
われた場合、雇用に先立つ直近の3ヵ月間に遂
行した職務は、研修期間中の職務と同等であ
ると見なされる。そのため、雇用契約の定める
研修期間は短縮される。

臨時雇いの賃金労働者が、何らかの職務を遂行したあと
で雇用主に雇われた場合、雇用に先立つ直近の3ヵ月間
に職務に従事していた時間が、研修期間から差し引かれ
なければならない。臨時雇用のあいだに遂行された職務
と、正規に雇用された後に遂行された職務のあいだに、
区別はないからである。本賃金労働者が臨時労働として
遂行した職務は、第1級班長の職務に相当すると控訴院
は判断した。第1級班長とは、建築物にまつわる団体協
約が規定する労働者の区分である。雇用主である企業
が本賃金労働者を雇用したのは、建築現場における作
業助手とは異なる職務を遂行させるためであった。その
職務とは、前述の労働協定によるならば、Etam（Les
employés, techniciens et agents de maîtrise、専門熟練
労働者）の区分に属する職務であり、きわめて重要な責
任を伴う。したがって控訴院は、以下のとおり結論をくだ
すことが妥当であると判断した。すなわち、本労働契約に
おいては、研修期間を2ヵ月間と見なすことが妥当であ
る。

結論の要約と、判決において提示された理由

この判決は、賃金労働者が欠勤した際の、賃金の天引き額の計算方法にかんするものである。
本レポートとは関係がない。

番号 事例番号

裁判所 雇用主の業態 雇用形態、ならびに、労働状況および職務内
容の差異

当該事案における取り扱いの差異 原告の主張 雇用主が主張する、待遇の格差を正当化する論拠



7

破毀院社会部1996年10月29日判決、No.
92-43.680、「ポンソール判決」、社会法研究
誌、1996年、1013、註A、リヨン-カーン、労働
者の権利、1997年、148、註解 P.

破毀院 装飾品の販売 社長室秘書
類似の業務に従事し
ている他の秘書たち

報酬額の差異を考慮した上での、賃
金の追加支払請求（総額でいくら請
求したのか、詳細は不明）

他の秘書たちに支払わ
れている報酬

旧労働法140-2条（現3121-2条）が定める「報酬の平等
の原則」は、すべての男女に区別なく適用される。この法
律は、複数の女性に対し異なる金額の報酬を賃金として
支払うことを禁じている。

あらゆる男女のあいだには「報酬の平等の原則」が成立
する。これは、より一般的な「同一労働、同一賃金」の原
則を適用した結果である。雇用主は、同一の状況に置か
れているすべての賃金労働者に対して、報酬の平等を保
証しなければならない。そこに男女間の格差があっては
ならない。ある賃金労働者が別の賃金労働者と同一の業
務を、より優れた水準で達成したと仮定する。このとき、
それぞれの労働者に同一の給与係数が適用されている
にもかかわらず、前者に対して後者よりも少ない報酬しか
支払われなかった場合、雇用主がその状況を正当化す
るためには、それぞれの賃金労働者のあいだに認められ
る勤続年数の差異を根拠にすべきである。労働裁判所が
定めるとおり、賃金労働者に支給される手当には勤続年
数が反映される（この点で、手当は基礎賃金と異なる）。
この場合、複数の賃金労働者のあいだに手当の格差が
存在することは違法ではない。

8
破毀院社会部1996年12月17日判決、No.
94.41.460

破毀院 フェリー会社
有期契約で雇用された
賃金労働者17名

常勤の賃金労働者
研修期間中、賃金の額が低く抑えら
れていたため、当該期間における差
引額の支払を請求

労働裁判所は以下のごとく判示している。有期契約で雇
用された研修期間中の賃金労働者は、自身の研修期間
を終えた後で、有期契約の第1日目から、無期契約で雇
用されている賃金労働者と同等の賃金を受け取る権利
を有する。したがって、本賃金労働者の要求に法的な根
拠はない。

労働法1242-14条の規定によれば、有期契約で雇用され
ている賃金労働者の報酬は、勤務先が同一であり、同一
の職務を遂行し、同一の役割を果たしているのであれ
ば、無期契約で雇用されている賃金労働者の報酬と同
等でなければならない。
この原則は、研修期間中か否かにかかわらず、有期契約
で雇用されているすべての賃金労働者に適用される。こ
の原則は、勤務の第1日目から有効である。今回のケー
スでは、原告とその他の労働者のあいだに賃金の差額
が生じており、原告はその補填を要求している。その差
額は、勤続年数に起因するものではなく、原告が研修期
間中の身分であったという事実のみに由来している。した
がって今回のケースでは、原告の要求は正当である。

9
破毀院社会部1997年2月26日判決、No. 94-
41.882

破毀院 詳細不明

休職中の賃金労働者
の代理として、4ヵ月間
の有期契約で雇用され
た会計補佐

休職中の賃金労働者

休職中の賃金労働者が受け取って
いた報酬との差額を考慮し、賃金の
追加支払を請求（総額でいくら請求し
たのか、詳細は不明）

前任の賃金労働者の
賃金

原告の能力および有期契約という雇用形態を
考慮するなら、原告は前任の賃金労働者と比
較して不当な扱いを受けている。

労働法1242-14条は以下のとおり定めている。能力が同
等であり、同一の職務を遂行しているなら、有期契約で
雇用されている賃金労働者と無期契約で雇用されてい
る賃金労働者のあいだに、賃金の格差があってはならな
い。ただしこの条文は、休職中の賃金労働者の代理とし
て雇用された賃金労働者が、常に必ず前任者と同等の
賃金を受け取れることを保証しているわけではない。前
任の賃金労働者と同等の賃金を求めるのではなく、その
賃金を参考指標として利用し、自身の能力と自身が遂行
している職務を考慮した上で、原告は雇用主に対し無期
契約による雇用を要請することもできただろう。いずれに
せよ、労働裁判所が原告の要求に法的根拠を認めな
かったのは正当である。

労働法1242-14条は以下のとおり定めている。能力が同
等であり、同一の職務を遂行しているなら、有期契約で
雇用されている賃金労働者と無期契約で雇用されている
賃金労働者のあいだに、賃金の格差があってはならな
い。今回のケースでは、労働裁判所は以下のとおり結論
を下している。原告である賃金労働者は能力の面で、無
期契約で雇用されていた前任者よりも劣っていた。

10
破毀院社会部1999年10月27日判決、社会
法 研 究 誌 、 2000 年 、 189 、 論 文 （ G.
Couturier）

破毀院
フランス電力会
社

発電所に勤務する賃金
労働者16名。火力発電
所の第2発電施設が複
数年次にわたり稼働し
ていなかった期間に、
差別的な待遇の被害
に遭ったと主張してい
る。

別の発電施設の賃金
労働者

原告たちは、「2×8」制の勤務時間
体制（2つの班がそれぞれ異なる時
間帯に8時間勤務することで、全体と
して16時間の稼働を確保するシステ
ム）の廃止に伴い、手当を受給する
権利を喪失した。今回のケースで
は、原告たちはその権利の回復を要
求している。

企業の定める補償協定

問題となっている「2×8」制の廃止は、日中の
業務に利益をもたらす。これは、「事業規模の
縮小に対応するための新たな編成」を意図した
ものである。これは解雇の状況に類似してお
り、解雇された場合と同様の解決策が採られる
べきである。

同一企業に勤務する複数の賃金労働者間の待遇格差
が、違法な差別的待遇に相当するとは限らない。別の企
業では、団体交渉の結果、賃金労働者間の待遇格差を
認めるとする労働協定が結ばれたケースもある。した
がって、以下のように結論を下すことができる。企業の同
意の適用範囲外にいる賃金労働者は、その同意が保証
している権利を享受できなかったとしても、差別的待遇を
受けたと主張することはできない。



11
破毀院社会部1998年2月11日判決、社会判
例研究誌、4/98、No. 549

破毀院 機械製造業
パートタイム賃金労働
者4名

フルタイム労働者
休暇手当の全額支給を要求。労働
時間に比例した額しか受給できない
のは不当であると主張。

原告たちの勤務先には、パートタイム賃金労働
者向けの特別な条項が存在しない。したがっ
て、手当について定めた団体協約は、原告であ
るパートタイム賃金労働者に対して、フルタイム
賃金労働者と同等の権利を認めていると考え
るべきである。

パートタイム賃金労働者が受け取るべき報酬額は、雇用
主がフルタイム賃金労働者に支払っている報酬額に比例
する。なぜなら労働協定には、「パートタイム賃金労働者
に手当の全額支給を認める」という条項は含まれていな
いからである。

12
破毀院社会部1998年3月3日判決、No. 95-
41.610

破毀院 医療研究所
経済的理由に解雇され
た、パートタイムの医療
助手

比較対象なし 解雇命令基準の適用

解雇命令を作成する基礎となる職業集団とは、
同一の企業で同一の職務を遂行しているすべ
ての賃金労働者のことを指す。同一の職業集
団に所属しているのであれば、フルタイムと
パートタイム賃金労働者のあいだに格差が存
在してはならない。したがって、パートタイム賃
金労働者もまた、フルタイム賃金労働者に対し
て法が認めている権利を享受すべきである。

原告の身分（パートタイム賃金労働者）を理由に、フルタ
イム賃金労働者ではなく原告を解雇の対象とすることは
許されない。

13
破毀院社会部1998年6月17日判決、社会判
例研究誌、11/98、No. 1422

破毀院 工場

労働時間が契約の規
定よりも長引き、労働
中に事故に遭った臨時
雇い賃金労働者

比較対象なし

ある企業の臨時雇い賃金労働者が別の企業に派遣さ
れ、違法な形で労働に従事させられた場合、その賃金労
働者は契約内容の変更を要求できる。契約内容の変更
を要求する相手は、臨時雇い労働を提供していた企業で
はなく、派遣先の企業である。

14
破毀院社会部1998年7月7日判決、No. 96-
45.014、社会判例研究誌、10/98、No. 1196

破毀院 詳細不明
経済的事情により解雇
されたパートタイムの
秘書

フルタイムの労働に従
事する秘書

解雇命令基準の適用

解雇命令の問題が生じるのは、以下の場合の
みである。すなわち、同一または同等の職務を
遂行している複数の労働者の中から解雇の対
象を選ばなければならない際に、パートタイム
の職務とフルタイムの職務のあいだに同等の
性質が認められない場合である。過去に控訴
院は以下のように判断している。すなわち、2人
の賃金労働者（一方はパートタイム賃金労働
者、他方はフルタイム賃金労働者）を雇用して
いる雇用主が、経済的事情によりパートタイム
のポストを廃止した場合、解雇命令を実施する
ことは不当である。

控訴院は以下のように認定した。2人の賃金労働者（一
方はパートタイム賃金労働者、他方はフルタイム賃金労
働者）を擁する企業において、パートタイムのポストが廃
止された場合にも、解雇命令基準の適用には充分な正
当性がある。

15
破毀院社会部1998年12月15日判決、No.
95-43,630、社会法研究誌、1999年、187、註
解（M. Bonnechere）.

破毀院 印刷所 製版工
同じ作業場に勤める
10人の賃金労働者の
うちの8人

組合代表の仕事に従事したことを理
由に差別的な待遇を受ける。その際
に被った損害の補填を要求。

同じ工場に勤務する他
の賃金労働者の賃金

原告である賃金労働者には以前より、他と比して低い賃
金が支給されていた。また、原告が作成した、他の8人の
製版工に支給されている報酬の「平均値」を自身の賃金
と比較するための一覧表は、各製版工に支給されている
報酬のあいだに格差が存在することの証拠とはならな
い。原告の雇用主は、同一の職務を遂行している10人の
労働者のうち、（原告ともう1名を除く）8人の時間給を引
き上げることに同意した。しかし、この事実をもってして、
原告が他の労働者と比較して差別的待遇を受けている
と見なすことはできない。

「同一労働、同一賃金」の原則にもとづき、賃金労働者が
同一の状況に置かれているかぎりは、雇用主はすべて
の労働者に対して同一の賃金を保証しなければならな
い。今回のケースでは、原告は他の労働者と同一の給与
係数のもと、同一の立場に就き、同一の職務を遂行して
いた。さらに、勤続年数にも大きな違いはなかった。とこ
ろが原告には、同じ工場に勤務する他の労働者より低い
賃金が支払われていた。この待遇格差について、雇用主
は明快な説明を行っておらず、原告による損失補填の要
求は正当である。

16
破毀院社会部1999年5月18日判決、社会法
研究誌、1999年、747、註解（C. Radé）

破毀院 農業共済組合 賃金労働者2名

他企業が運営してい
る食堂で食事を取るこ
とにより、経済的な恩
恵を享受している賃
金労働者

雇用主は従業員が食堂で食事を取
ることで利益配分に与っている。そこ
で、従業員1名当たりの利益配分の
総額を支払うよう、原告は請求して
いる。

雇用主は、食堂に通う賃金労働者に対しての
み経済的恩恵の享受を認め、食堂に通うことを
望まない賃金労働者の権利をないがしろにして
いる。このような差別的待遇は、報酬平等の原
則に違反している。食堂の利用は任意であるに
もかかわらず、利用者のみが現物支給の形で
恩恵を享受できる。しかし企業は、すべての賃
金労働者に対して同等の権利を保証しなけれ
ばならない。食堂が他企業により運営されてい
るからといって、この原則に変わりはない。客観
的な見地に立つならば、いかなる根拠も、かか
る待遇の不平等を正当化することはできない。
企業は賃金労働者に他の選択肢を与えず、す
べての賃金労働者が利用するわけではない食
堂を開設している。結果として、一部の賃金労
働者は、平等な経済的恩恵を享受する機会を
失っている。

労働法3123-10条は、パートタイム賃金労働者とフルタイ
ム賃金労働者のあいだの報酬の平等を定めている。た
だし、ここでいう「報酬」とは、法または労働協定によって
定められた賃金のみを指す。

破毀院は判決を提示するにあたって、「同一労働、同一
賃金」の原則を主張した。破毀院の判断は以下のとお
り。食堂利用の契約について責任を負うのは雇用主の側
のみであり、雇用主は片務的な契約から生じる現物支給
の恩恵を賃金労働者に提供している。今回の特殊なケー
スでは、食堂の利用を望まない賃金労働者の存在が問
題となったが、食堂は原則としてすべての賃金利用者
が、同等の条件下で利用できる。この特典は、雇用主と
労働者の同意のもとに成り立っている。したがって、今回
のケースを差別的な措置と見なすことはできない。

17
破毀院社会部1999年4月13日判決、No. 97-
41.117

破毀院 新聞社
パートタイム契約の
ジャーナリスト

フルタイム賃金労働
者

会社の慣習に従ってフルタイム賃金
労働者に支給される、パリ在住者向
け手当の支払を請求

請求総額は不明

原告の職務経験と勤続年数を考慮するなら、パートタイ
ム賃金労働者の報酬は、同等のポストに就き、同一の機
関または企業において同等の職務を遂行しているフルタ
イム賃金労働者の報酬に比例していなければならない。
したがって、裁判所は公正にも以下の通り認定した。すな
わち、企業は手当の支払を、フルタイム賃金労働者のみ
に限定すべきではない。



18
破毀院社会部2000年1月18日判決、No. 98-
44745およびNo. 98-44753、社会法研究誌、
2000年、436、註解（C. Radé）

破毀院
自動車製造工
場

賃金労働者9名

「売上優秀賞」を獲得
し、景品としてスー
パーマーケットの商品
券を支給された賃金
労働者

賃金の追加支払を請求（請求額は、
競争に勝利した班の賃金労働者が
商品券として受け取った額に相当）

雇用主が一部の賃金労働者に対して特別な恩恵を授与
できるのは、以下の場合に限られる。すなわち、その恩
恵について同意が形成されており、その恩恵を享受でき
る可能性がすべての賃金労働者にとって開かれている
場合である。さらに、恩恵の授与をめぐるルールがあらか
じめ規定され、検証可能な状態にあることも求められる。
今回は、競争に勝利した班が景品として商品券を獲得し
た。競争の開催にあたって雇用主が想定していたルール
は、あらかじめ客観的な基準に則り定められたものでは
なかった。景品を支給されなかった賃金労働者による検
証作業が不可能であるため、原告の要求は正当といえ
る。

19
破毀院社会部2001年4月24日判決、社会判
例研究誌、7/01、No. 864

破毀院 児童保護団体

パートタイムの夜間警
備員（契約内容が定め
る労働時間は、22時か
ら23時45分まで、およ
び、7時15分から8時30
分まで。23時45分から7
時15分までは、いわゆ
る「拘束時間」に当た
る）

比較対象なし

賃金の追加支払を請求。拘束時間を
有効な労働時間として認定し、その
分の報酬も支払うことを請求してい
る。

「労働時間の等価性（労働時間の計算方法について定め
たフランスの法律）」の原則は、パートタイム賃金労働者
には適用されない。したがって、職場に在籍している時間
はすべて勤務時間と見なされるべきであり、正規の勤務
時間と同等の賃金が支払われるべきである。

20
破毀院社会部2001年5月29日判決、No. 98-
23.078、社会法研究誌、2001年、821、注釈
（G. Borenfreund）

破毀院 エンジニア

21
破毀院社会部2001年6月20日判決、No. 99-
43.905

破毀院 製剤試験所
経済的事情により解雇
された、営業部長

同一の役職に就いて
いる別の賃金労働者

報酬の格差を根拠に、賃金の追加
支払を請求（判決からは、報酬の差
額がどの程度であったのかは不明）

「同一労働、同一賃金」の原則は、報酬の平等
性を保証する規定である。たとえば、この原則
を適用した場合、男女間の賃金格差は容認さ
れない。賃金労働者が同一の状況に置かれて
いるかぎり、雇用主はすべての賃金労働者に
対して、報酬の平等性を保証しなければならな
い。報酬平等の原則に対する侵害があったか
否か、賃金労働者が裁判所の判断を仰ぐ場
合、雇用主は待遇の格差を正当化するための
客観的な根拠を提示しなければならない。ま
た、その根拠は差別的な意図と無関係でなけ
ればならない。

原告を含む2人の賃金労働者が同一の職務を遂行して
いたこと、ならびに、原告に支払われていた賃金がもう一
方の賃金労働者の賃金よりも明らかに少なかったことに
かんして、異議は唱えられなかった。したがって雇用主
は、そうした格差を生ぜしめた客観的な根拠を提示しな
ければならない。仮に、報酬の格差を正当化する客観的
な根拠として、基礎賃金の算出にも利用される勤続年数
が引き合いに出されたなら、それが報酬の格差を正当化
する根拠として認められるか否か、裁判官が判断しなけ
ればならない。控訴院による確認が実施されないかぎ
り、裁判所の決定は法的根拠があるものとは見なされな
い。

22
破毀院社会部2001年7月10日判決、No. 99-
40.987、民事報告書5、255

破毀院 児童保護団体
経済的事情により解雇
された、管理職級の賃
金労働者

雇用調整計画の恩恵
により、定年前退職金
の制度に加入しなが
ら、同時に転職斡旋
手当をも受給できる、
一般職に従事する賃
金労働者。なお、一般
職に従事する労働者
は、実際には転職の
実績がなかったとして
も、転職斡旋手当を受
給できる。

定年前退職金と転職斡旋手当の2重
取得が認められなかったことにより
生じた損失を補うため、損失分の支
払を請求。原告は、自身が受給する
報酬が低い水準に抑えられているこ
とを訴え、雇用調整計画における転
職斡旋手当の支払について、差別的
な状況が認められると主張している
（本賃金労働者の主張は、第1審に
おいて退けられている）

雇用調整計画は、特殊な手当を受給する権利を有する
賃金労働者を、転職斡旋手当の受給対象から除外して
いる。問題となっている賃金労働者が一般職ではなく管
理職に就いており、雇用主が管理職級の労働者（原告
はこの区分に該当する）全員にこうした措置（管理職級
の労働者に転職斡旋手当の受給を禁じる措置）を適用
するなら、結果として、組合の定める最低賃金に好まし
い影響が及ぶ。雇用主は、原告にとって不利益となるよ
うな差別的措置は一切実施していない。

原告である賃金労働者の報酬が、一般職の賃金労働者
（原告には認められなかった2重取得を享受している労働
者）の報酬と同一の水準になかったことが確認されない
かぎり、労働裁判所の決定は法的根拠があるものとは見
なされない。

23
破毀院社会部2002年1月15日判決、社会判
例研究誌、3/02、No. 363

破毀院
健康保険信託
会社

パートタイム契約の医
師4名（勤務時間の詳
細不明）

社会保障制度の定める、労働者の
ための国家団体協約の特典を要
求。同時に、「5年時効」の期間内に
自身らの身分を正規化することと、
損害賠償を請求（控訴院で棄却され
たため、請求総額は不明）。

国家労働協定はフルタイム勤務の医師にのみ適用さ
れ、パートタイム勤務の医師は協約の適用対象外であ
る。なお、この除外は、賃金労働者間の平等の原則に対
する違反には該当しない。事実、労働協定の恩恵が、労
働者の特定のカテゴリーにのみ適用されることは有り得
る。

労働法3123-2条が定めているのは、パートタイム賃金労
働者に対する協約特典の適用方法のみである。労働協
定の特典からパートタイム勤務の医師全体を排除するこ
とを認めた控訴院の判決は、この条文に違反している。

24
破毀院社会部2002年10月15日判決、No.
00-40.623

破毀院 ホテル

1996年8月25日より、有
期契約で雇用された賃
金労働者。その後、休
職中の賃金労働者た
ちの職務を全面的に、
または部分的に引き継
ぐために、1996年11月
29日から1997年4月30
日までと、1997年5月1
日から同月31日までの
期間、有期契約で勤務
している。

原告の前任者であ
る、無期契約で働いて
いた賃金労働者たち

有期契約から無期契約への更新を
要求。同時に、組合代表としての身
分の回復と、賃金の追加支払を請求
（判決文には、総額は記されていな
い）。

原告の前任者である賃
金労働者たちの賃金

控訴院の判断によれば、原告は前任の賃金労
働者たちと同一の職務を遂行していたわけで
はない。しかし、たとえそうであっても、控訴院
が原告に対し無期契約への更新を拒否し、しか
も同時に、賃金の追加支払請求をも却下するこ
とは不当である。雇用主が原告を、前任者たち
のポストを引き継ぐ存在とは見なしていなかっ
たとしても、いずれにせよ契約の段階で、前任
の賃金労働者たちの待遇について言及すべき
であった。

複数の賃金労働者が類似の職務を遂行しており、なお
かつ、仕事の質（水準）はそれぞれに異なるとする。この
場合、「同一労働、同一賃金」の原則は雇用主に対し、
仕事の質に応じて異なる報酬を支払うことを、一切禁じ
ていない（ただし、法あるいは協約の定める最低賃金は
遵守しなければならない）。原告は、同一の水準で同一
の職務を遂行していた他の賃金労働者と比較して、自身
の報酬が不当に低く抑えられていたと主張している。確
かに、月ごとの基礎賃金は全員にとって同一でなければ
ならず、そこに格差が生じてはならない。原告の遂行した
職務が然るべき重要性と水準を備えているなら、なんら
かの手当を支給することで損失を補填することが可能で
ある。反対に、原告の遂行した職務が充分な水準に達し
ていないのなら、懲戒計画を厳密に適用することも有り
得る。

労働法1242-14条は以下のとおり定めている。すなわち、
有期契約で雇用されている賃金労働者と無期契約で雇
用されている賃金労働者が、いずれも同等の能力を有
し、同等の職務を遂行している場合、両者に支払われる
賃金に格差があってはならない。控訴院は、原告の職務
遂行能力が前任の賃金労働者たちのそれよりも劣ってい
たこと、ならびに、原告が遂行していた職務の範囲が前
任者たちのそれよりも狭かったことを認定した。したがっ
て原告は、前任者たちと同等の賃金の支払を請求するこ
とはできない。

この判決は、ある企業内の複数の組合組織をめぐる、待遇の公平性に関するものである。本レポートとは関係がない。



25
破毀院社会部2002年11月26日判決、社会
判例研究誌、2/03、No. 178

破毀院 建築業 電線工事人 電線工事人一般 基本給（金額不明） 基本給（金額不明）
報酬が低く抑えられていたため、賃金の追加支
払を請求（請求総額は不明）。

原告である賃金労働者は、勤続年数が自身と同等かそ
れ以下の同僚と比較して、少ない額の賃金を受け取って
いた。原告とその同僚たちは同一のポストに就き、同一
の職務を遂行し、仕事の水準や給与係数を共有してい
た。雇用主はそうした状況を変えようとせず、賃金の格差
の原因は単純に、原告が遂行する職務の水準が平均以
下であるためだと説明していた。したがって控訴院は以
下のように判断した。雇用主は、自らの主張（原告の賃金
労働者が不平等な待遇を受けたのは、原告の仕事の水
準が低いことが原因であるとする主張）を正当化するに
足る証拠を提示しておらず、原告の訴えは正当である。

26
破毀院社会部2004年1月13日判決、No. 01-
46407、社会法研究誌、2004年、307、註解
（C. Radé）

破毀院 鉱山会社

4年間の有期契約で雇
用された2名の医師。
会社の附属病院に常
駐医師として配属。

同企業から賃金を支
給されている一般医
師

賃金の追加支払を請求（請求総額は
不明）

原告の医師2名は、常駐医として自身らが遂行している
職務、負っている責任、雇用状況などの要素が、会社の
雇用している一般医と同等であることを示していない。

賃金の面で差別的な待遇を受けたとする賃金労働者は、
不平等な待遇を証明する要素を裁判官に提出し、その判
断を仰がなければならない。一方の雇用主は、賃金労働
者が不満を述べている不平等な待遇を正当化しようと望
むのであれば、それが差別的な待遇ではないことを示す
証拠を提出すべきである。原告は今回のケースにおい
て、会社に雇われている一般医の立場が自身らの立場と
同等であることを主張の根拠とした。したがって、雇用主
が原告の訴えを退けるためには、原告2名の立場が会社
に雇用されている一般医の立場とは異なることを立証し
なければならない。

27
破毀院社会部2004年5月5日判決、No. 03-
60.175、民事報告書、No. 119

破毀院 銀行

28
破毀院社会部2004年9月28日判決、No. 03-
41825からNo. 03-41829まで、1144、註解（C.
Radé）

破毀院 詳細不明 賃金労働者4名
その他の賃金労働者
（詳細な規定なし）

格差待遇による損失への補償とし
て、賃金の支払を請求（詳細不明）

賃金労働者が、以下に列挙する理由により差別的な待
遇（とりわけ賃金に関するもの）を受けたと主張する場
合、雇用主は証拠提出の義務を負う。該当する理由は
以下のとおり。出身地、性別、生活習慣、性的嗜好、年
齢、家庭の事情、遺伝的特性、特定の民族・国家・人種
への帰属、政治的思想、労働組合または共済組合での
活動実績、信仰、外見、姓名、健康状態、心身の障害。
反対に、違法な差別的待遇を受けたと主張する賃金労
働者が、その差別の原因を一切提示しなかった場合は、
一般法に違反する措置を犯したとして雇用主に嫌疑が
かかることはない。

労働法1315条は以下のように規定している。「同一労働、
同一賃金」の原則にたいする違反があったことを主張す
る賃金労働者は、報酬の不平等を示すための証拠を裁
判官に提出しなければならない。一方の雇用主は、待遇
の格差を正当化するための客観的な証拠を提出しなけ
ればならない。判決に当たって、本案の裁判官が援用し
た法的な根拠は以下のとおり。すなわち、原告の賃金労
働者は報酬の格差を確認できる証拠を提出したのに対
し、雇用主は報酬の格差を正当化するに足る客観的な証
拠を示さなかった。

29
破毀院社会部2004年9月29日判決、No. 03-
42.025

破毀院 ホテル 賃金労働者47名 比較対象なし 賃金の追加支払（詳細不明）

雇用主は「同一労働、同一賃金」の原則を正確に理解し
ている。すなわち、組合との賃金交渉の場において、組
合が表明した懸念を考慮している。その懸念とは、一部
の賃金労働者が、その専門的な能力を理由に、同一の
状況下で働いている他の賃金労働者よりも高い基礎賃
金を受け取っているという問題である。

控訴院は自らの権限において、提出された証拠の評価を
実施した。その結果、本件に関係する賃金労働者間の待
遇の格差について、雇用主はそれを正当化するに足る客
観的な証拠を提出していないものと控訴院は判断した。
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破毀院社会部2004年12月8日判決、社会判
例研究誌、2/05、No. 239

破毀院 臨時雇い労働

派遣社員として派遣先
企業に勤務した臨時雇
い労働者（パート契約
の終了日に雇用された
ものの、実際の勤務は
その18日後）

臨時業務手当の支払を請求

雇用された日付けと実際の勤務日のずれを考
慮するなら、原告の臨時雇い労働者が不安定
な状況（臨時業務手当の受給資格が生じる状
況）に置かれていたことは明らかである。

派遣先の企業との労働契約が直ちに締結されたのであ
れば、臨時雇い労働者は臨時業務手当（不安定な身分
を補償するための手当）の受給対象にならない。契約書
にサインした瞬間に契約の効力が発生しなかった場合、
その契約は適切な期間内に効力を有するようにならなけ
ればならない。
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破毀院社会部2005年2月16日判決、No. 03-
40.465

破毀院
船舶管理およ
び警備

派遣社員として派遣先
企業に労働力を提供し
ている警備員3名

派遣先企業の賃金労
働者

基本給（金額不明） 基本給（金額不明）

ある賃金労働者に適用されている給与係数
が、報酬の格差を正当化するケースは存在し
ないわけではない。ただし裁判官は、給与係数
の適用が客観的な基準に則り行われたのか吟
味し、異議申し立てされた賃金の格差を正当化
する要素が認められるか検討しなければならな
い。勤続年数や経験の面で優れた条件を有し
ている労働者に対し、何らかの手当の形で際
立った報酬が与えられている場合は、勤続年
数や経験は必ずしも、同一の職務を遂行してい
る労働者に支払われる基礎賃金の格差を正当
化する根拠にならない。

原告たちの派遣先の企業の社員は、過去数年間にわた
る同社への勤務を通して、実務上の経験を積んでいる。
一方の原告たちは、そうした経験を有していない。以上の
事実を鑑みて、控訴院は正当にも以下のように判断し
た。すなわち、雇用主は差別的な意図とはまったく無関
係の客観的な証拠を提出している。一部の社員に勤続
年数手当が支払われているのは事実であるが、それでも
やはり、基礎賃金の格差を正当化するに足る充分な根拠
が存在する。
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破毀院社会部2005年6月1日判決、週刊法
律 研 究 誌 、 2005 年 、 II. 10 092、 注釈 （P.
Loklec）、社会法研究誌、2005年、1049、註
解（C. Radé）

破毀院
プラスチック製
造会社向けの
中古品販売

賃金労働者7名

「経済社会統一体
（UES）」に所属してい
る他の企業の賃金労
働者

昼食用食事券の授与に相当する給
与特典、および、「第13月手当」とし
ての賃金の追加支払を請求

（UESに所属している）
他の2社が採用してい
る特典

経済社会統一体に所属している3社の従業員
は、実際には、同一の企業と同一の雇用主の
ために働いている。なぜなら、この3社に勤める
従業員を管理しているのは同一の人物だから
である。したがって、この3社に勤める従業員の
うち、同一の職務を遂行している賃金労働者の
間には、報酬の格差が存在してはならない。正
確を期するなら、ここで問題となっているのは
「第13月手当」である。雇用主は一方的に、第
13月手当の受給対象を、給与係数280以下の
従業員に限定した。その際に雇用主は、それぞ
れの賃金労働者の職務内容の性質を考慮しな
かった。これは差別的待遇であると言える。

異なる法人組織から構成される経済社会統一体におい
ては、賃金労働者の報酬にかんして以下の規則が当て
はまる。すなわち、たとえ同じ経済社会統一体に属してい
たとしても、ある法人の賃金労働者の報酬と、別の法人
の賃金労働者の報酬の間に、平等の原則が存在してい
る必要はない。ただし、法律、協約、共同労働協定により
条件が定められている場合や、問題となっている賃金労
働者たちが同一の施設で職務を遂行している場合はそ
の限りでない。今回のケースは、そのいずれにも当ては
まらない。したがって、原告による特典の要求に正当な根
拠はない。

この判決は、ある企業内の複数の組合組織をめぐる、待遇の公平性に関するものである。本レポートとは関係がない。
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破毀院社会部2005年6月21日判決、No. 02-
42658、社会法研究誌、2014年、1047、註解
（C. Radé）、ダローズ判例集、2006年、Pan.
33、 註解（A Jeammaud）

破毀院 託児所管理
病気のために一時欠
勤していた託児所所長

原告の代理として有
期契約で雇用された
賃金労働者。

月給10.500フラン

原告の代理として有期
契約で雇用された者の
月給は、当初は11.000
フランであり、後に
14.500フランとなった。

雇用主は、同一の状況に置かれているすべて
の賃金労働者に対し、その性別にかかわりな
く、報酬の平等を保証しなければならない。状
況の同一性は、各労働者が有する資格、勤続
年数、各労働者が遂行する職務をもとに認定さ
れる。今回のケースでは、問題となっている2名
の賃金労働者（原告とその代理）は間違いな
く、同一の状況に置かれていた。いかなる見地
に立とうとも、控訴院がその事実を否定するこ
とは考えられない。なぜなら原告は、病気によ
る欠勤を終えるなり、従来の契約のとおり仕事
を再開しており、代理の所長は原告の復帰とと
もに退職したからである。

複数の賃金労働者が同一の労働、または、同一の価値
を有している労働に従事しており、そこに賃金の格差が
存在したとする。この場合、具体的な検証が可能な客観
的理由をもとに状況を正当化できるのであれば、その雇
用主は「同一労働、同一賃金」の原則に違反したことには
ならない。今回のケースでは、雇用主は原則に対する違
反を犯していない。なぜなら雇用主は、監督当局による
託児所の閉鎖を回避するため、病気で欠勤する所長の
代理となる、適切な資格を有した別の所長を速やかに補
充する必要があったからである。
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破毀院社会部2005年7月5日判決、No. 03-
44-281、民事報告書5、231

破毀院
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破毀院社会部2005年7月6日判決、No. 03-
44037、社会法研究誌、2006年、98、註解
（C. Radé）、ダローズ判例集、2006年、Pan.
33、註解（A. Jeammaud）

破毀院 医療組合 昇進を希望する看護師 昇進した看護師
組合活動への関与を理由に差別的
待遇を受けたため、損害賠償を請求

待遇の格差が確かに存在しており、客観的な状況の差
異によってそうした格差が正当化されない場合のみ、組
合活動への関与を理由とした差別的待遇があったことが
認定される。今回のケースで問題になっているのは、人
員移動の要求の拒否である。原告の訴えを正当なものと
見なすためには、以下の2点について検証すべきであ
る。第1に、原告が昇進を拒絶された決定的な理由は、
原告の組合活動家としての身分に由来していたのか。第
2に、昇進の対象者は、志願者たちの間に認められる客
観的な状況（資格）の差異にもとづき選定されたのでは
ないのか。こうした点を検証するためには、昇進を拒絶さ
れた賃金労働者の状況と、空きポストへの昇進を果たし
た別の賃金労働者の状況を、比較検討することが必要
である。

控訴院は以下の事実を認めた。昇進の候補であった賃
金労働者（原告）に対し、その上司は否定的な印象を抱
いており、原告の身上書類にもその旨が記載されてい
た。上司が原告に対し否定的な印象を抱いた理由は、以
下のごとく要約される。すなわち、原告が望む幹部級の
ポストに就くには恒常的な機動性が必須であり、その職
務は組合活動と両立しえないからである。したがって控
訴院は、原告に関連する事実と証拠を吟味した末、正当
にも以下のごとく結論を下した。すなわち、雇用主は差別
的な意図とは無関係の客観的な証拠を提出しておらず、
待遇の不平等を正当化できていない。

36
破毀院社会部2005年10月11日判決、社会
判例研究誌、12/05、No. 1208

破毀院
ラ・ポスト（フラ
ンス郵政公社）
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破毀院社会部2005年11月9日判決、No. 03-
47,720、社会法研究誌、2006. 221、註解（A.
Jeammaud）

破毀院
ソレイユ（シン
クロトロン実験
施設）

フランス国籍を有する
エンジニア

外国籍を有する賃金
労働者

本来は禁止されているはずの、賃金
をめぐる差別的待遇を念頭に置き、
損害賠償の支払を請求。具体的に
は、事業主の同意のもとに規定され
ている、移住手当の支払を請求。

移住手当の支給条件にかんしては、外国籍を
有していることの他、いかなる客観的基準も設
けられていない。これは、フランス以外の国籍
を有する契約当事者に便宜を図るための手当
であると、事業主の協約は説明している。しか
し現実には、募集の時点ですでにフランスに居
住していた外国籍の労働者に対しても、移住手
当が支払われている。したがってこの手当は、
外国からやってきた契約当事者の移住と定着
を促すという本来の目的から逸脱しており、雇
用主はこうした矛盾を解消すべきである。

同一の労働（または同一の価値を有する労働）に従事す
る複数の賃金労働者の間に報酬の格差が存在している
場合、具体的な検証が可能な客観的理由によってその
格差を正当化できるのであれば、その雇用主は「同一労
働、同一賃金」の原則に違反したことにはならない。

移住手当が、フランス国籍を有する賃金労働者と外国人
労働者の間に待遇の格差をもたらしているのは事実であ
る。ただしその格差は、祖国を離れて生活する外国人賃
金労働者とその家族の不都合を埋め合わせるためだけ
でなく、契約当事者である外国人労働者の雇用を促進す
るためのものでもある。外国籍を有する労働者は、国際
的な水準にある優れた科学研究機関を創造する上で不
可欠の存在と言える。したがって、外国人労働者に与え
られた特典は客観的な理由に立脚しており、国籍に由来
する差別とはまったく無関係である。
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破毀院社会部2005年12月1日判決、No. 03-
47.197、民事報告書346、社会法研究誌、
2006. 224、註解（C. Radé）

破毀院
長距離バス会
社

期限付きのフルタイム
契約で雇用された運転
手

差額手当について定
めた労働協定にサイ
ンがなされた時点で
すでに、同企業に所
属していた賃金労働
者

労働時間の短縮により生じた基礎賃
金の減額を補償するための、差額手
当の支払を請求。

企業の協約が「同一労働、同一賃金」の原則に
違反することがあってはならない。

労働時間の短縮をめぐる労働協定が締結された後に雇
用された賃金労働者は、同協約が成立した時点ですでに
その企業に所属していた賃金労働者とは異なる立場に
ある。すなわち、協約が成立した時点ですでにその企業
に所属していた賃金労働者は、労働時間の短縮に由来
する賃金の減少という損失を被っており、差額手当とは
そうした損失を補償するために支給される報酬である。

39
破毀院社会部2006年1月18日判決、No. 03-
45422、週刊法律研究誌、2006年、10055、
注釈（D. Corrignan-Carsin）

破毀院
スーパーマー
ケット

ロルモン（フランス南西
部の都市）のスーパー
マーケットに勤める賃
金労働者53名。1985年
7月11日以降に開店し
た店舗に雇用された労
働者に対しては、報酬
にかんする集団規約は
適用されないとする企
業の協約が、待遇の不
平等に相当すると主張
している。

メリニャック（ボルドー
西郊の都市）の店舗
で同等の職務を遂行
している賃金労働者

問題となっている協約の第5条は、報
酬が企業の営業成績によって変化
すること、ならびに、各店舗の従業員
の報酬は年ごとに交渉の対象になる
ことを規定している。原告らはこの5
条を根拠に、賃金の追加支払を請
求。

同一企業に所属する賃金労働者間に認められる待遇の
格差は、それ単独では違法な差別に該当しない。各店舗
の性格を考慮した上で、一部の店舗と個別に協約を締結
し、他とは異なる特殊な支払様式を定めたとしても、その
企業が法を犯したことにはならない。

この判決は訴訟手続きの途中段階にかかわるものである。今回のケースでは、「同一労働、同一賃金」の原則に対する単純な無理解が原因となり、原告が控訴院に裁判を申し立てた。破毀院は、この差別的待遇にかんして控訴院が判決を下す必要はないと判断している。な
ぜなら今回のケースは、労働法1132-1条に列挙されている一事例に該当するからである。

以下の判決により差し戻し。破毀院総会、2009年2月27日、No. 08-40.059、D. 2009. 2128、註解（T.A参照）
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破毀院社会部2006年4月28日判決、No. 03-
47.171、週刊法律研究誌社会版、2006年、
1440、注釈（J.-F. Césaro）

破毀院 映画製作会社

以前は臨時雇い労働
者として、現在は無期
契約で雇用された賃金
労働者として、映画の
製作現場で働いている
技術者。現在は、一週
間当たり2.770フラン
（422,28ユーロ）の賃金
を受給している。

映画の製作現場で働
く、臨時雇いの技術
者。一週間当たりの
賃金は4.000フラン
（609,80ユーロ）。

賃金の追加支払を請求

この待遇の格差は、問題となっている2名の賃
金労働者の間に存在する、法的な身分の差異
に由来している。それは、この2名のキャリア選
択により生じた身分の差異である。各人が遂行
している業務内容を鑑みるなら、2名の身分の
違いは報酬の格差を正当化する客観的な根拠
にはならない。

企業は以下に示す根拠にもとづき、賃金の格差を正当
化した。すなわち、製作現場で働く臨時雇いの技術者が
不安定な身分に置かれている一方、常勤の社員として
企業に雇用された賃金労働者はさまざまな特典を享受し
ている。たとえば、共済組合への加入、食券の支給、さら
には企業が主催する積立預金への参加などである。

同一の労働（または同一の価値を有する労働）に従事す
る複数の賃金労働者の間に報酬の格差が存在している
場合、客観的理由によってその格差を正当化できるので
あれば、その雇用主は「同一労働、同一賃金」の原則に
違反したことにはならない。この原則を適用した場合、同
一の職務を遂行している複数の労働者に支払われる賃
金を算定するに当たり、企業内における賃金労働者の法
的な身分が考慮されることも有り得る。臨時雇いの賃金
労働者は、無期契約で雇用されている賃金労働者と同
等の報酬を受給する権利を有する。今回のケースでは、
製作現場で働く臨時雇いの技術者という身分と、訴えの
中では特に言及されることのなかった同技術者の勤続年
数が、同技術者にとって有利な要素として作用している。
すなわち、同技術者の身分と勤続年数を考慮するなら、2
名の間に認められる賃金の格差は正当と見なすことが妥
当である。
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破毀院社会部2006年5月3日判決、No. 03-
42.920、週刊法律研究誌社会版、2006年、
1496、注釈（J.-F. Césaro）

破毀院
社会安全保障
機構

賃金格差の被害に遭っ
たと主張する賃金労働
者4名。

比較しているのは、人
員移動の後に自身ら
と同じ役職に昇進した
同僚複数名。これら同
僚は昇進した後も、労
働協定の規定に従
い、原告4名よりも高
い水準の給与係数を
維持していた。

賃金の追加支払を請求。請求総額
は、原告らの賃金と、昇進した同僚
（原告らよりも高額の報酬を受け取っ
ている）の賃金との差額に相当。

協定および労働協定にもとづく規定が、「同一
労働、同一賃金」の原則、および、同原則を適
用した法的規定に違反することがあってはなら
ない。団体協約と労働協定のみが賃金格差の
根拠であるとするなら、雇用主は格差を正当化
したことにはならず、賃金にかんする差別的待
遇が成立する。

原告である賃金労働者たちは、自身らと同じポストに昇
進した同僚が、自身らよりも不当に高額な報酬を得てい
ると主張している。しかし、これら同僚は専門家として特
殊なキャリアを歩んできた賃金労働者であり、原告たちと
同一の状況に置かれているとは認定しがたい。したがっ
て、労働協定にもとづく事業主の措置は、「同一労働、同
一賃金」の原則に違反しているとは言えない。
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破毀院社会部2006年7月12日判決、No. 05-
40.980

破毀院
フランス電力会
社

原子力発電所に勤務
する賃金労働者8名

他の原子力発電所に
勤務する賃金労働者

「原子力管理の特殊性の承認」と呼
ばれる企業の協約にもとづき、通常
賃金の10%に相当する手当の支払を
請求。

企業の労働協定の規定が、「同一労働、同一
賃金」の原則に違反することがあってはならな
い。今回のケースでは、協定はこの原則に反し
ている。なぜなら協定は、原告らの所属する原
子力発電所の従業員を、その適用範囲から除
外しているからである。協定はその根拠として、
問題となっている発電所が、電力供給という喫
緊性の高い業務を遂行していないという点しか
挙げていない。したがって、原告の主張を退け
た控訴院は、「同一労働、同一賃金」の原則に
違反していると見なすべきである。

原子力・代替エネルギー庁（CEA）が運営しているマル
クール原子力地区の研究施設は、フランス電力会社
（EDF）の電力供給とは異質な経済活動を実施している。
これら2種類の施設に所属する賃金労働者の状況は、そ
れぞれに負わされている責務を考慮するなら、同等と見
なすことはできない。問題となっている手当の格差は、こ
うした責務の差異によって正当化される。したがって、協
約の定めるとおり、電力発電を行っている原子力発電所
の賃金労働者にのみ手当が支払われるべきであるとす
る控訴院の判断は、正当であったと言える。

43
破毀院社会部2006年11月15日判決、No.
04-47.156、民事報告書、No. 340

破毀院 ホテル 警備員4名
同一の職務を遂行し
ている同僚1名

賃金について差別的待遇を受けた
ため、賃金の追加支払を請求

雇用主は、原告4名が自身らと比較している同
僚が、原告らと異なる職務を遂行しているという
事実を証明できていない。雇用主は、この同僚
が過去の契約関係を通していかなる実務上の
経験を積んできたのか、客観的に示すべきであ
る。

原告らは、ある同僚と自身らの間に報酬の不平等が存在
すると主張している。しかし、原告らとこの同僚が同一の
状況に置かれているとは認定できない。なぜなら、この同
僚が過去の契約関係を通して蓄積してきた専門的な経
験を、原告らは有していないからである。したがって雇用
主は、「同一労働、同一賃金」の原則に違反したことには
ならない。

44
破毀院社会部2007年5月15日判決、社会法
研究誌、2007年、896、註解（C. Radé）

破毀院 カジノ
労働協定の通達後に
雇用された賃金労働者
25人

それ以前に雇用され
た賃金労働者

労働協定の通達後に取得した権利
に関連し、より勤続年数の長い賃金
労働者に認められている、最低保障
賃金の利益を求め、「同一労働、同
一賃金」の原則に基づく賃金の追加
支給と付随する有給休暇、並びに損
害賠償の請求。

団体交渉と契約の自由は、「同一労働、同一賃
金」という公的秩序の原則を妨げることはでき
ず、労働協定通達後の雇用も、同一事業所内
では、同一条件で同一労働に就く賃金労働者
が公平に報酬を受けることはない、というのを
正当化するには不十分である。

支払の組織的な特徴が確立されていないという事実の
ほかに、会社は支払条件の評価は雇用主の能力と関係
があり、訴訟の対象になった年度には26人中5人の管理
職がこの特別手当をもらっていないという事実を援用し
ていた。

労働協定の通達前または後に雇用された賃金労働者間
の待遇の差を正当化できる唯一の状況は、通達前に雇
用されていた賃金労働者の場合には、それらの賃金労
働者が獲得した個別の特典の差を唯一の例外とし、法律
の規定に合致しており、それは交代に関する労働協定が
締結されていない場合には、これらの特典を引き出す労
働協定の通達という事実に耐えるという損害を補償する
目的があった。控訴院は、請求者は全員が協定通達日
の後に雇用されていることを確認しており、通達日の前
に雇用されていた賃金労働者については、獲得した個別
の特典を維持するための報酬を主張することはできない
と正確に結論づけている。

45
破毀院社会部2007年7月11日判決、No. 06-
42.128、労働権研究誌、2007年、61、註解
（G. Pignarre）

破毀院 鉄道 不明確な職務 他の賃金労働者
個別手当（金額は不明）の支払請
求。

もし雇用主が一定の賃金労働者に個別の特典を与える
ことができるなら、それは同一地位にあるその企業の全
賃金労働者が同様に与えられたその特典から利益を得
られ、またこうした特典の付与を決定する規則が事前に
定められており、検証可能であるという条件の下である。

46
破毀院社会部2007年10月25日判決、No.
05-45.710、週刊法律研究誌社会版、2007
年、1914

破毀院 失業保険金庫
吸収企業の賃金労働
者4人

被吸収企業の賃金労
働者

交代に関する労働協定で定められて
いる期末休暇手当について、被吸収
企業の賃金労働者が以前受け取っ
ていたものだが、その賃金労働者の
ためにそれを維持することによる利
益の請求。

一定の賃金労働者への手当を確保しつつ、交
代に関する労働協定は「同一労働、同一賃金」
の原則に違反している。

法的条件において労働協定を適用することが問題視され
ているときに獲得した特典を維持しても、「同一労働、同
一賃金」の原則を軽視したことにはならず、こうして維持
することで、結果的に交代協定またはそのような協定が
締結されなくなった。



47
破毀院社会部2007年12月4日判決、No. 06-
44.041、労働権研究誌、2008年、115. 注釈
（H. Tissandier）

破毀院 家電メーカー

無休休暇の状態にあ
り、雇用調整計画の枠
内で解雇された賃金労
働者27人

同じ雇用調整計画の
一環として解雇された
その他の賃金労働者

「無休休暇の状態、すなわち長期休
暇中の賃金労働者」を除き、解雇さ
れた賃金労働者について、雇用調整
計画に定められている解雇に対する
追加補償の支払請求。

解雇の際、その賃金労働者は無休休暇中であ
り、したがって常に企業の人員数に数えられて
いた。また、同時に解雇された他の賃金労働者
は外部への再就職を求めていなかった。無休
休暇中から解雇されるまでの企業の人員数を
維持するための賃金労働者の特典は、結果的
に雇用主が相対的に賃金労働者の再就職を雇
用主自身が追及できなくなり、また解雇した時
点で、秩序の基準について自問できなくなった
ことによる特典で大きく相殺され、賃金労働者
は、もともと別の雇用を探しているが再就職が
できず、それ以来必然的に優先的に解雇され
たのだと考えられる。雇用調整計画で規定され
ている解雇、とりわけ無休休暇中の賃金労働
者に対する追加補償による利益を除外すると
いうのは差別的措置であり、それ以来抗弁し得
ないものとなっている。

このような待遇の差は、あらゆる差別を排除した客観的
理由に基づいていることから、雇用主には非管理職の賃
金労働者という唯一の分類に休暇という名目の権限を
留保するだけの十分な理由がある。

雇用主は、同一地位にある企業の全賃金労働者がこうし
て付与された特典の恩恵に浴することができると判断し
た場合に、またこの特典の付与を決定する規則が事前に
定められており、検証可能な状態であると判断した場合
に、一定の賃金労働者に個別の特典を与えることができ
る。無休休暇中で、かつ外部で雇用を見つけた賃金労働
者は、他の賃金労働者とは同一の地位には就いておら
ず、雇用の喪失は、その賃金労働者にとっては大きく影
響しない。その結果、待遇の差を示す客観的な証拠を示
し、解雇に対する追加補償金の付与を決定する規則が
求める条件に合致した。

48
破毀院社会部2008年1月30日判決、No. 06-
46.447、F-D、KCP S 2008、1274、注釈（J.-
F. Césaro）

破毀院 法律事務所 被雇用弁護士 管理職以外のスタッフ 食券割り当て請求

「同一労働、同一賃金」の規則は、雇用主が同様の職に
就く賃金労働者に、与えられた仕事の質に応じて異なる
報酬を与えるのをけっして禁じているわけではない。ま
た、周知の差が引き合いに出されている仕事の質の違
いによって正当化できるのかどうかを徹底的に検証する
のは判事の義務である。控訴院は、この賃金労働者の
賃金の減額が、与えられた指示に従うのを常に拒み、そ
の賃金労働者が影響を受けた仕事のチームに組み入れ
られたという理由で、賃金労働者の序列がもたらした職
業活動に対するとくに批判的な評価から導かれた客観
的基準では説明することができないのかどうかが検証さ
れることなく、この賃金労働者が賃金の面で差別を受け
たと判断することはできなかった。

職業分類の唯一の差は、特典の付与に関しては、それ
自体はその特典の面では同一地位にある賃金労働者間
の待遇の差を正当化することはできないが、その差は客
観的理由を根拠にしており、その現実と正当性について
は、判事が審査しなければならない。また、控訴院はまさ
に、企業の管理職以外の唯一の職員に食券の付与を留
保していた雇用主は、この差を正当化できる客観的かつ
適切な理由には何ら基づいていないという決定をくだし
た。

49
破毀院社会部2008年2月20日判決、No. 06-
40.085 P、週刊労使研究誌ラミ、2008年、No.
1344、H. Gosselin報告書、p. 8

破毀院 電話 技術者 正確な比較対象なし 基本給（金額不明） 基本給（金額不明） 賃金差別を受けたことに対する損害賠償請求

「同一労働、同一賃金」の規則は、雇用主が同様の職に
就く賃金労働者に、与えられた仕事の質に応じて異なる
報酬を与えるのを厳禁しているわけではない。また、周
知の差が引き合いに出されている仕事の質の差によっ
て正当化できるのか否かを徹底的に検証するのは判事
の義務である。控訴院は、この賃金労働者の賃金の減
額が、与えられた指示に従うのを常に拒み、その賃金労
働者が影響を受けた作業チームに組み入れられたとい
う理由で、賃金労働者の序列がもたらした職業活動に対
するとくに批判的な評価から導かれた客観的基準では
説明できないのか否かが検証されることなく、この賃金
労働者が賃金面で差別を受けたと判断することはできな
かった。

評価を維持する調書には、賃金労働者による労働の質
について良い評価が含まれており、チームで働く難しさや
この賃金労働者の序列に対する過剰な反応に関する雇
用主の批判は、その後、またこの賃金労働者による労働
裁判所への提訴の少し前になってようやく文書化され
た。その結果、雇用主が同僚との比較でその賃金労働者
の昇給額の少なさを正当化するべく客観的要素は確立さ
れておらず、確認された待遇の差は何ら有効な判決理由
には基づいていないことが分かった。

50
破毀院社会部2008年3月5日判決、No. 07-
60-305、週刊労使研究誌ラミ、No. 1364、8、
論文（B. Bouble）

破毀院 航空会社
営業クルーの利益のた
めに活動する組合

技術クルー

営業クルーは撤退権（仕事を放棄す
る権利）を行使すると賃金の30分の1
が差し引かれるが、技術クルーは賃
金からまったく差し引かれないとい
う、営業クルーと技術クルーの間の
待遇の差をなくすようにとの要求

会社は、フライト時間手当はフライトに同行しない技術ク
ルーには支払われておらず、一方の技術クルーの報酬
は固定給、機器の専門性に応じて異なるフライト手当、
そして年間手当で構成されているという事実を援用し
た。それに加え、技術クルーの固定給は、営業クルーの
固定給と同様に減額されているため、賃金労働者は、フ
ライト時間手当の不払いという事実により、同じように報
酬を減額されている。

賃金労働者間の待遇の差は、地位の差によって正当化
することができるが、報酬の差に絡めて技術クルーと営
業クルーに異なる賃金からの控除方式を適用すると同様
の結果になるのかを徹底的に検証するのは判事の義務
である。

51
破毀院社会部2008年6月10日判決、No. 06-
46.000 FS-PBR、社会法研究誌、2008年、
981、論文（Ch. Radé）

破毀院 児童保護団体
パートタイムで働く臨床
心理士（週18時間41
分）

比較対象はないが、
所定労働時間の4分
の3以上働く賃金労働
者との交代を要求

交代要求が拒否されたことを理由
に、雇用優先規則に違反したとして
賠償金を請求

この賃金労働者は、同じ事業所内で、またはそ
れがだめなら同じ企業内で、フルタイムの仕事
に就きたい、または復職したい、もしくは労働時
間を増やしたいと考えており、その企業の職業
分類に属する雇用または同等の雇用が与えら
れる優先権を有していた。

労働法3123-8条は、雇用優先規則は有期雇用向けのも
のであり、この賃金労働者も2つのパートタイムの仕事の
掛け持ちを望んではいない。したがって、この賃金労働
者は既定の条件を満たしているのだから、雇用主には彼
女の請求を応諾する義務があったということを否定するも
のではない。

52

破毀院社会部2008年9月24日判決、No. 06-
46.292、民事報告書5、No. 189、社会法研究
誌、2008年、1232s.、 注釈（F. Favennec- Hé
ry）、労働権研究誌、2008年、733、 研究ノー
ト（Héas）、1992年5月27日付 社会法研究手
帖、1992年、Somm. 21

破毀院 仕出し屋 輸出部門リーダー 輸出部門リーダー 基本給（金額不明） 基本給（金額不明）

賃金に関して被る待遇の不平等という名目で
損害賠償請求。
免状が同等レベルである場合、その唯一の差
は、特定の免状を保有していることが就いてい
る職務を遂行するのに役立つ特定の知識の証
明になるという根拠が証明する場合を除き、そ
の現実や正当性を審査するのは判事の義務で
あるが、同一職務を遂行する賃金労働者間の
報酬の差の根拠にはなり得ないということであ
る。

報酬面での賃金労働者の待遇の平等は、同じ事業所に
所属する賃金労働者の間では高く評価されている。

雇用主は、各賃金労働者の適性や能力に応じて異なる
報酬を自由に決めることができ、報酬の平等は、同一地
位に就いている全賃金労働者間でのみ保証される必要
はない。賃金労働者の1人は、「賃金面での差別」の存在
を証明するための原告であり、輸出部門リーダーの職位
にあり、パリ・ドフィーヌ大学が交付する高等教育の学位
免状を保持するほど、高度な資格を生かすことができ、
同時に経営や管理、マーケティングに際して必要な外国
語にも堪能であった。つまり、女性は、同等レベルの免状
を保持する同一の役職に就いており、輸出法に関する
DESS（高等教育専門研究免状）とDEA（法律学高等研究
免状）を取得しており、取得した免状のうちどれかは明確
にしなかったが、自分の職務をこなすのに役立つ固有の
知識を証明したため、それらにより報酬の差が正当化さ
れた。



53
破毀院社会部2008年12月16日判決、No.
07-42.107、週刊法律研究誌社会版、2009
年、1005、注釈（J.-F. Césaro）

破毀院 無線
ある事業所の賃金労
働者13人

他の事業所の賃金労
働者

控除前賃金に0.70%の「地域控除」を
適用することに対する異議申し立て
に関連した賃金の追加支給

プロトコルが適用される社会保障機関の職員と同じ職務
をあとから言い渡される職員は、その勤続年数という係
数が社会保障機関の職員の労働協定の適用により定め
られているが、これらの職員独自のキャリアパスに関し
ては同一地位にはなく、このキャリアパスこそが労働協
定で「同一労働、同一賃金」の原則を否認することなく考
慮されている。

同一または等価の仕事をこなす同一企業の異なる事業
所の賃金労働者間に待遇の差がある可能性はなく、もし
その差が客観的理由に基づいているのであれば、判事
はその現実と正当性を具体的に審査しなければならな
い。ところで、控訴院は、ラジオ・フランスからは地域控除
の適用に関連し、同一の職業的地位に就いているラジ
オ・フランスの賃金労働者間に確認された待遇の差を正
当化するのに適した客観的説明は一切ないと指摘した。

54
破毀院社会部2009年1月21日判決、No. 07-
43.452、週刊法律研究誌社会版、2009年、
1151、注釈（J.-F. Césaro）

破毀院 社会保障金庫 ソーシャルワーカー5人
他のソーシャルワー
カー

新たな分類を導入した後、賃金労働
者が昇格後の同一職務で、あとから
任命された職員よりも低い報酬を認
めていたことを確認したうえで、同一
職務を遂行する同資格の賃金労働
者間の報酬の差に関連した賃金の
追加支給

雇用主は、すべての賃金労働者が同一の地位にある場
合、その賃金労働者間の報酬の平等を保証することが
できていない。ところで、職員は、公的職務をこなす職位
にいる公的機関の職員と労働法と「ラ・ポストとフランス・
テレコム」合同協約の規定に従う私法上の契約職員とで
構成されている。この公務員と私法上の契約職員の地
位の客観的な差は、一定の公務員のポスト補足手当が
年に二度の補足金として支払われる可能性があること、
また私法上の契約職員の補足金が、賃金労働者が組合
と自由に毎年交渉する協定の枠内で定められる最低限
度額と関係していることを正当化したものである。

賃金労働者が、労働協定が効力を生じる前または後に
雇用されたという状況だけでは、賃金労働者間の報酬の
差を正当化するには不十分であり、同一または等価の仕
事をこなす賃金労働者間の報酬の格差の現実またはそ
の適切さを審査するのは判事の義務であるが、その報酬
の差には客観的理由があること証明するのは雇用主の
義務である。ところで、研修、こなす職務の性質または勤
続年数等のいかなる要素も、同一の地位に就いている賃
金労働者を区別するものではなく、昇格した賃金労働者
よりも早くソーシャルワーカーが昇進したのは、プロトコロ
ルが効力を生じる前に職務に就いた賃金労働者にとって
は不都合な再雇用の方法を適用した結果にすぎなかっ
た。

55
破毀院社会部2009年2月4日判決、No. 07-
41.406、週刊法律研究誌社会版、2009年、
1198、注釈（M. D’Allende）

破毀院
ラ・ポスト（フラ
ンス郵政公社）

私法上の契約賃金労
働者1人

公務員

公務員との関連で私法上の賃金労
働者よりも遅れて支払われる職員の
手当と補償金を一緒にした、補足的
補償金、いわゆる「ポスト補足金」の
支払請求（控訴院が認めた金額：元
本として3,199.90ユーロ、それに付随
する有給休暇の名目で320ユーロ）

もし公務員と私法上の職員を同時に雇用する雇用主が、
職員分類の間にある報酬の差を正当化するに足る正当
な理由がある場合、それは別の形で、雇用主の決定によ
り、職務または就いている職位の基準に基づき、職員全
員に適用される一定額の報酬の補足金にかかわってく
る。その報酬のうち基本給と一定の要素は、公務員の場
合には公法の規則に基づき計算され、私法上の職人の
場合には私法の従来の規定に基づき計算される。

56
破毀院社会部2009年2月27日判決、No. 08-
40.059、ダローズ判例集、2009年、2128、註
解（T.A.）

破毀院
ラ・ポスト（フラ
ンス郵政公社）

私法上の契約賃金労
働者

公務員

1933年に公的機関の職員を対象に
この措置が導入され、1995年には私
法上の契約職員にまで拡大され、こ
の日から2001年と2003年に協定が
締結され既存の格差（元本の名目で
認められた3,199.90ユーロ）を埋める
までは、私法上の賃金労働者に支払
われる「ポスト補足金」の金額が公務
員に支払われる金額よりも低くなって
いることを考え、公的職務に限定さ
れない手当を一緒にまとめたこの
「ポスト補足金」に対する支払請求。

雇用主は、全賃金労働者が同一地位にある場
合、その賃金労働者間の報酬の平等を保証す
ることができていない。ところで、ラ・ポストの職
員は、公的職務をこなす地位にいる公的機関
の職員と労働法と「ラ・ポストとフランス・テレコ
ム」合同協約の規定に従う私法上の契約職員
とで構成されており、この公務員と私法上の契
約職員の状態の客観的な差は、一定の公務員
のポスト補足金が年に二度の補足金として部
分的に支払われる可能性があること、また私法
上の契約職員の補足金が、賃金労働者が組合
と自由に毎年交渉する協定の枠内で定められ
る最低限度額と関係していることを正当化した
ものである。

もし公務員と私法上の職員を同時に雇用する雇用主が、
職員分類の間にある報酬の差を正当化するに足る正当
な理由がある場合、それは別の形で、雇用主の決定によ
り、職務または就いている職位の基準に基づき、職員全
員に適用される一定額の報酬の補足金にかかわってく
る。その報酬のうち基本給と一定の要素は、公務員の場
合には公法の規則に基づき計算され、私法上の職人の
場合には私法の従来の規定に基づき計算される。ところ
で、1993年に公的機関の職員向けに導入された公的職
務に限らない手当を一緒にまとめた「ポスト補足金」ほ、
1995年には私法上の契約職員にまで拡大され、その日
以来、私法上の賃金労働者に支払われるこの「ポスト補
足金」の金額は、2001年と2003年に協定が締結され、存
在する差を埋めるまでは、公務員に支払われる金額より
少なかった。さらに、この「ポスト補足金」の対象は、法律
上の分類を参照せずに決められていたが、職務レベルや
ポストに対して報酬を支払うことになったため、同一職務
をこなす同一レベルの公務員と同じ仕事をこなしている。
雇用主は、公務員に支払われる報酬よりも「ポスト補足
金」のほうが年間レベルが低いことに関する説明はして
いなかった。その結果、1998年から2003年までの期間の
待遇の差は、いかなる客観的かつ適切な理由によっても
正当化されることはなかった。

57
破毀院社会部2009年3月4日判決、No. 08-
60.401、週刊法律研究誌社会版、2009年、
1272、注釈（J.-Y. Kerbourc’h）

破毀院

58
破毀院社会部2009年3月12日判決、No. 08-
11.735、社会判例研究誌、6/09、No. 589

破毀院
化学製品の製
造

集団解雇の一環とし
て、経済的理由で解雇
されたSAP責任者

勤続30年の勲章として、また年金制
度に加入しないという差別的措置の
損害賠償として、2,7525.92ユーロの
支払請求

いかなる法的措置または慣例上の措置によっても、労使
パートナーは職業分類上、また管理職に固有の制約に
より、とりわけ委ねられている責任の大きさ（待遇の差を
正当化するもの）によって異なる休暇日数を規定すること
が認められる。

同一または等価の仕事をこなす同じ企業の異なる事業
所の賃金労働者間の待遇の差は、判事がその現実と正
当性を具体的に審査しなければならない客観的な理由を
根拠にしているかぎり、あり得ない。

この判決は、企業内にある異なる労働組合間の均等待遇の原則に関係したものである。本レポートとは関係がない。



59
破毀院社会部2009年3月27日判決、No. 08-
41.391

破毀院 運輸・物流
最終的に被吸収企業
に雇用された宅配便配
達員

管理職の賃金労働者

有給休暇の追加日数（管理職以外
の賃金労働者の場合は25日、管理
職の賃金労働者の場合は30日）分
の支払請求。

労働協定は、この待遇の差があらゆる差別とは無縁の
客観的要素により正当化される場合に、職員の分類に
固有の特典を取っておくことができ、またその結果、労働
法1224-1が適用された場合に支払われる派遣手当を、
恒久的に恩恵に浴することができると考えていた地位を
失ったことに対する補償として、無期契約の賃金労働者
のために取っておくことができる。有期契約で雇用された
賃金労働者は、同一の地位にあっては、契約という唯一
の法的形式とは関係なく、客観的であるとはいえない。
なぜなら、これらの契約は、派遣された後、もとの地位を
維持する期間が満了する前に終了するはずだからであ
り、またいずれにせよ、その地位に就けば永続的に利益
を得られるわけではないからである。控訴院は、有期契
約で雇用された賃金労働者からそのような手当の利益
を排除すると、雇用主は平等の原則に打撃を与えること
になると考えることはできなかった。

特典の付与に関しては、職業分類の差だけでは正当化
することはできず、その特典に関して同一の地位にある
賃金労働者間の待遇の差も、判事が現実と正当性を具
体的に審査しなければならない客観的な根拠に基づいた
ものでなければならない。控訴院は、この特典をその企
業の唯一の管理職スタッフに付与することが客観的かつ
適切な理由により正当化され、この差を承認できるのか
どうかを追求しなければならなくなる。

60
破毀院社会部2009年7月1日判決、No. 07-
42.675、社会法研究誌、2009年、1002、註解
（Ch. Radé）

破毀院
食料品店グ
ループ

有期契約に基づき雇用
され、派遣先企業に派
遣されている賃金労働
者10人

正規の賃金労働者

基本給と勤続手当の3ヵ月分を分配
した5ヵ月相当の派遣手当、および無
期フルタイム契約の賃金労働者1人
あたり4, 131.20ユーロの一時金、並
びに衣賃金労働者1人あたり賃金最
低額の10,000ユーロの支払請求

不明確

企業協定では、一定の措置の適用は特徴を考慮した事
業所ごとに異なってかまわないと規定することができる。
労働裁判所は、企業協定が、同じ事業所の賃金労働者
間の待遇の平等を失わせることなく、協定の枠組みによ
る措置を適用してもヴァル・ドゥ・ルイユ事業所の賃金労
働者には異なる勤続手当になることを規定できるという、
有効な判決をくだすことができなかった。

プロトコルは、無期契約の続行を希望することができる賃
金労働者の地位の喪失を補償するという雇用主の何ら
かの意思を示唆するものではないが、控訴院はまさに、
無期契約を締結する資格のある賃金労働者だけに派遣
手当の支払を留保し、この待遇の差を正当化できる客観
的かつ適切な理由には一切基づいていない会社の異議
申し立ては、信頼のおけるものではないとの決定をくだし
た。

61
破毀院社会部2009年7月1日判決、No. 07-
44.333

破毀院 製薬研究所
事業所の賃金労働者
16人

他の事業所の賃金労
働者

グループ入社記念日手当の支払請
求。この事業所ではその支払を1年
ずらす（判決では金額は明記されて
いない）

企業協定では、同一または等価の仕事をこなす同一企
業の異なる事業所の賃金労働者間の待遇の差について
規定することはできず、それらの差が客観的根拠に基づ
いているかどうかは、判事がその現実と正当性を具体的
に審査しなければならない。
労働裁判所は、事業所の一定数の賃金労働者に記念日
手当を与えず、他の事業所のより多くの賃金労働者が管
理職との協定による特典の大部分を得られるようにする
という労使パートナーの選択を正当な形で浮彫にした。
雇用主の資金不足により正当化したいという選択は、異
なる事業所の賃金労働者間で確認されている待遇の差
を正当化するのに適した、賃金労働者の地位に関する客
観的説明には一切基づいていなかった。

62
破毀院社会部2009年10月28日判決、No.
08-40.457、民事報告書、No. 239

破毀院 児童養護施設 無資格の指導員4人 有資格の指導員 基本給（金額不明） 基本給（金額不明）

同一または等価の労働に関連し、差別禁止の
原則および均等報酬の原則に違反したという
名目での賃金の追加支給の請求。
こなす職務や保持する責任が同じ場合、免状
の有無が客観的かつ適切な証拠にはならな
い。

この賃金労働者4人は、職務を履行するために労働協定
で求められる免状を有する他の同僚たちとは逆に、免状
を持っておらず、これは報酬の差を正当化できる客観的
かつ適切な要素を構成していた。

63
破毀院社会部2009年11月10日判決、No.
07-45.528、週刊法律研究誌社会版、2010
年、1044

破毀院 派遣

臨時労働者が同じ派遣
先企業内で38回の派
遣契約の恩恵に浴して
いる。

比較対象なし

勤続年数は、個別の手当を考慮に入れていなければ、
報酬の差を正当化することができる。勤続年数は、明確
な手当の対象になっていないかぎり、同一雇用に対して
異なる賃金を支払うことを正当化できること、また採用さ
れた判決理由により勤続手当が基本給とは切り離して
考えなければならないことを明確にしつつも、控訴院は、
「同一労働、同一賃金」の原則に違反した。

派遣契約を複数回締結して雇用されている臨時労働者
で、その派遣契約が見直され、派遣先企業との無期契約
になる場合、その臨時労働者は、派遣契約と派遣契約の
間の働いていない期間の賃金の追加支給を主張するこ
とはできず、またその間に労働を実施するかどうかは、そ
の企業の自由である。労働していない期間中、この賃金
労働者が労働を実施するという観点から派遣先企業の
自由に任せるかどうかを調査するのは控訴院の義務で
あるが、控訴院はその決定を法的基礎から切り離した。

64
破毀院社会部2009年12月9日判決、No. 08-
41.737、社会判例研究誌、2/10、No. 226

破毀院 海事防衛

6ヵ月間の有期契約で
雇用され、続いて無期
契約で雇用された賃金
労働者

原告と交代し、無期契
約で働く賃金労働者

賃金の追加支給（控訴院が認めた
4.138ユーロ）と賃金差別に対する損
害賠償金（控訴院が認めた1.00ユー
ロ）の請求

交代した賃金労働者の
賃金

雇用の取りやめと関係する職業分類および事業所に所
属している賃金労働者は、雇用の取りやめと関係する事
業所に所属する賃金労働者の自己都合による退社が直
接、雇用の取りやめを吸収し、解雇を避けられる可能性
があるかぎり、同じ分類だが別の事業所に所属する賃金
労働者とは同一の地位にあるとはいえない。雇用の取り
やめの影響を受けている事業所に所属していることが、
自己都合による退社計画による利益が制限されたことの
客観的な証拠にならないことを考慮しつつも、控訴院は、
報酬の平等の原則に違反した。

賃金労働者それぞれの勤続年数が待遇の差を正当化す
ることができるのは、その待遇の差が基本給とは異なる
勤続年数によって説明されていない場合である。



65
破毀院社会部2010年3月17日判決、No. 08-
43.135

破毀院
舗装・塗装会
社

企業委員会
自己都合による退職の防止策を留
保する雇用保護計画に関する再交
渉の請求

雇用保護計画に一定の賃金労働者向けの対策を盛り込
むとしたら、それは問題の特典に関して同一地位にある
事業所の全賃金労働者がこの特典から利益を得られる
ことを条件とした場合である。もっとも、待遇の差が客観
的かつ適切な根拠により正当化されていなければなら
ず、またこの特典を付与する条件を決定する規則が事前
に定められており、検証可能な状態でなければならな
い。自己都合による退職に向けた対策が一事業所の賃
金労働者のみに講じられたものであり、その対策では人
員削減の目標を達成できなかったことを確認しつつ、関
連する職業分類に属する事業所の全賃金労働者がさら
される経済的解雇は、自己都合による退職時には補助
金による代替策からは利益を得られないことが予想され
た。その結果、異なる事業所の賃金労働者間の待遇の
平等が途切れることになった。

66
破毀院社会部2010年7月12日判決、No. 09-
15182、レクスバズ・エブド誌社会版、406、
注釈（G.Auzero）

破毀院 航空運輸
裁判上の更生手続き
中の会社の賃金労働
者33名

解雇に関する会社の協約の適用の
要求。経済的理由による解雇の場合
に、過大に見積もった解雇の手当、
補足的手当及び解雇から生じた損
害の賠償金の手当の支払を期待す
る。

職員が同一の企業グループの異なる事業所に
帰属することは差別的待遇の正当化の余地を
与えない。従ってグループ内の１事業所が、経
済的目的の解雇の場合に退社する社員の経済
的状況に影響を与える不平等を修復することを
目指し、その状況をグループ内の他の事業所
の下で実施されている財政的な状況と調和さ
せるために労使代表と労働協定を締結すること
は、賃金債権保健制度運営委員会（SGS）の権
利に対する不正行為に類似しているということ
はできない。

MAG SN事業所がグループ内の他の事業所の手当と同
一の手当をその職員に与えることを強いる法律的な原則
が存しない場合、待遇平等の原則は、同一事業所内の
職員間にだけ適用される役割しか持たない。

67
破毀院社会部2010年9月14日判決、No. 08-
44180、社会判例研究誌、11/10、No. 849

破毀院 銀行 労働組合 組合代表の指名

2008年8月20日法が企業内組合支部の創設の
ための代表権のすべての条件を削除したの
で、一定の組合組織に対して全国レベルで企
業内組合支部を創設する権利を用意しておく協
約は平等と差別行為の禁止に関する憲法原則
を守らなかった。その結果、慣習的に作られた
企業内組合支部の創設のためのに、一定の組
合組織の利益のために代表権の条件を復帰さ
せるにつき、どんな慣習的条項もこの公的命令
の条項に違反することはできない。

法律よりも好都合な労働協定の条項は、組合への手当
の授与を代表権の条件に依存し、平等に関する憲法原
則を無視しない。この結果、「企業内支部」は組合法の下
に執行の協約に従って組合による常設の代表の指名を
許容する。代表の数は各組合の選挙の結果による。また
従って労働法の2142条1項に予定される組合支部の制度
と同じ目的を持たない「企業内支部」の創設は代表的組
合のための手当を定める。代表的組合は代表的でない
組合の代表者を指名することができない。

68
破毀院社会部2010年9月22日判決、No. 09-
60410、週刊法律研究誌社会版、2010年、
1499、注釈（B. Gauriau）

破毀院 新聞
日曜特別手当の支払
慣行の廃止後に採用さ
れた賃金労働者8名

この廃止前に就職し
た賃金労働者

休暇手当（廃止された慣行）の支払
の要求：35000から45000ユーロの間
の金額

現場にいる人のために日曜勤務手当の維持
は、とりわけ夜勤手当や選挙手当の廃止を含
む報酬制度の見直しの時に企業内にいる
ジャーナリストが感じる損害の代償を構成した。

雇用主が慣行の廃止を決定する前か後に社員が採用さ
れた状況は社員間の待遇の差を正当化するのに十分で
はない。同一の労働または同一の価値の労働を行って
いるある種の社員から報酬の1要素を廃止する他の客観
的理由が存在することを示すのは雇用主の義務である。
その実在性と適切さを検証する義務は裁判官に属する。

69
破毀院社会部2010年9月28日判決、No. 09-
40622、週刊法律研究誌社会版、2011年、
1097、注釈（J.F.）

破毀院 弁護士事務所
法律家の資格で採用さ
れ、賃金の支払を受け
る弁護士になった。

賃金の支払を受ける
他の弁護士

報酬の差に関する賃金の追加支払
（月額報酬3900ユーロ）

賃金の支払を受ける他
の弁護士（月額報酬
6479ユーロ）

報酬の差が客観的な要素により正当化される
証拠を、基本の裁判官の検証の下に、提出す
るのは雇用主の義務である。雇用主は自分の
意志のみに依存しない。社員の報酬はもっぱら
その売り上げの一定のパーセンテージに対して
計算される。雇用主は一見書類の割り当て条
件及び同一の状況に置かれた各弁護士職員に
帰属する割合の決定に基づき自分の考えを説
明する。

控訴院はその職員が報酬の新しい制度への加入を拒否
し、その結果、報酬の新方式を受け入れた他の弁護士を
区別された状況にあり、彼らに前述の手当が用意されて
いることを確認することができなかった。

「同一労働、同一賃金」の原則に対する侵害を引き合い
に出した職員は、報酬の不平等を特徴付けることができ
る事実の要素を裁判官に提出する義務がある。控訴院
は弁護士職員の報酬がもっぱら彼らが生む労働時間に
対する利潤分配に依存していることを確認した後、この
職員は弁護士職員の平均報酬月額がこの社員の月額よ
り高かったことを強調するにとどめ、各弁護士職員がそ
の固有の売上高に関して実現した勤務時間の額につい
ての情報を提出しなかったことを記憶にとどめた。

70
破毀院社会部2010年10月23日判決、No.
08-19748、民事報告書5、No. 242

破毀院 プリンター会社 営業技術者 営業社員

待遇の不平等を理由とする要求。営
業者には商業推進や協力活動に参
加し出張の機会があることに関す
る。

「同一労働、同一賃金」の原則により雇用主は企業内の
全ての職員の間の報酬の平等を保障しなければならな
い。これは当該職員が同一の状況に置かれていてかつ
この原則の実施が純粋に理論的な不平等に根拠をおく
ことができない場合に限る。職員は、係争中の手当に関
して少なくとも他の1名の職員が同一の状況に置かれて
いる状況と自分の状況を比較するという条件を満たす場
合しか賃金の追加の支払を望むことができない。本件の
場合はこのような状況ではない。

職員が報酬の新方式を受け入れた職員とこれを拒絶し
た職員が問題の手当に関して異なった状況にあったかど
うか調査することなく、控訴院は法律的基礎の決定を
奪った。

71
破毀院社会部2011年2月1日判決、No. 10-
11717

破毀院 衛生社会協会 看護婦
労働協定実施後採用
された他の賃金労働
者

待遇平等の原則を理由として、彼女
のものだとみなされた要素に異議を
申し立て。彼女が他の賃金労働者と
は異なって待遇されたことを強調し
て新しい要素の適用を要求。労働協
定の実施後の採用された他の職員
は直接代用の場合に予定された在
職期間の取戻しの利益を得ていた。

職種の違いだけでは、団体協約の結果から、手当の帰
属について同一の状況に置かれている職員の間におけ
る待遇の差を正当化することはできない。この違いは客
観的理由に基づかなければならない。裁判官はその実
情と関連性を正確に検証しなければならない。このよう
に待遇の差を職種の違いに基づかせる協約の規定は客
観的で関連性のある理由に基づかなければならない。
待遇の差はこれを決定する職種に関連する職員の状況
の個別性を考慮に入れてことを目指し、特に役割の執
行、職歴または報酬の方式にこだわることが要求され
る。

当該手当に関し同一の状況に置かれた職員の間の待遇
の差が労働協定の同一の規定の結果であるとき、必ずし
も同一の労働または同一の価値の労働をおこなう職員
間の比較に頼ることなく、待遇の平等原則を適用して当
然である。控訴院は、職員が採用された時期が入れ替え
の労働協約の施行の前後によって、職員が異なった取扱
を受けることを指摘して、職員が、団体協約により直接採
用の職員に帰属する勤続年数の再開の利益を受けるべ
きであることを当然のこととして決定した。



72
破毀院社会部2011年3月23日判決、No. 09-
42666、社会法研究誌2011年、592、註解
（Ch. Radé）

破毀院 医薬品研究所
準幹部の資格で採用さ
れ、その後幹部になっ
た賃金労働者

比較対象無し
適用される労働協定において予定さ
れた勤続年数手当の追加支払の要
求（31789.73ユーロ）

控訴院は、勤続年数手当に関して幹部と準幹部の間に
医薬品業界の労働協約から発生した待遇の差が、労働
協約に定義された異なった2種の職種のそれぞれの状況
の個別性を考慮に入れることを目的としなかったかどう
かを調べることなく、法的基礎の決定を奪った。

73
破毀院社会部2011年6月8日判決、No. 10-
14725、社会法研究誌2011年、986、註解
（P.-H. Antonmattéi、Ch. Radé）

破毀院
公共土木建設
工事会社

賃金労働者6名
会社合併後に配置換
えになった職員

吸収された会社の慣行として予定さ
れていて、その会社の職員のために
維持されていた勤続年数手当の追
加支払の要求

もし雇用主が一定の職員に特定の手当を享受
させることができるならば、それは待遇の差が
客観的理由に基づくことが条件である。さて、手
当の原因がそれ自身そのような理由を構成す
ることができないのであれば、破棄されていな
い慣行の適用が考慮される事はない。その一
方で、社員が同一の状況に置かれず、係争中
の手当の維持が、労働契約の継続的な移転に
置かれている社員の状況に固有な不都合を補
償する目的であったことを証明することも支持
することもできない。

経済主体の移転の場合、新雇用主が自分が関係する社
員のために、移転日に施行されている慣行からその社員
が保有する権利を維持することになっている法律的義務
は他の社員との関係で生ずる待遇の差を正当化する。

74
破毀院社会部2012年1月11日判決、No. 10-
14614、週刊法律研究誌社会版、2012年、
1148、注釈（J. Daniel）

破毀院
スーパーマー
ケット

補欠の雇用により働い
ている賃金労働者53名
（労働時間の表示なし）

賃金の追加支払の要求。理由として
慣習的に何日の勤続年数休暇及び
追加的休養が実労働日数に基づき
必ず取得されるべきであるか。パー
トタイム社員とフルタイム社員間の待
遇の平等原則が守られない場合もあ
るが。

パートタイムで働いている賃金労働者は、フル
タイムで働いている賃金労働者と比較して、そ
の労働時間に比例する形で協定が定める権利
を享受できる。グローバル部門の従業員は、協
定により認められた6日間の休暇を享受でき
る。そして、この6日間の中には、常に通常の就
業日が含まれている。こうした状況から、パート
タイムの賃金労働者とフルタイムの賃金労働者
の間に待遇の格差が生じている。原告らは財
政的な補償を受け取っておらず、このような賃
金の格差を正当化する協約は存在しない。

勤続年数に基づき追加的に与えられる平日休暇はフル
タイムの社員の休暇の日と同様に週6日の平日に基づき
差し引かれなければならない。もし休暇の開始日が当該
社員の就業日であるならば、慣行的休暇は週6日に基づ
き適用されることは、それらの日が平日であるか就業日
であるかよりも重要ではない。補償的な性格を装う休暇
の場合、及び全ての性格を有する休暇日から差し引きが
執行される会社において与えられる休暇の場合は、就業
日においてのみ、その取り扱いが異なることはない。

労働裁判所は、労働協定の条項が全ての社員に対する
のと同様に適用されとしたが、従来通の裁定を行った。ま
た係争中の補償的休暇の日が補償的使命に代わる休暇
の性質を持ち、社員が働くことが通常予想される日に対
して割引を行うことができることを確認せず、法的根拠も
示さなかった。

75
破毀院社会部2012年1月31日判決、No. 10-
30395

破毀院 商工会議所

商工会議所により多数
の一時的雇用契約に
基づき手荷物係として
使用されている臨時雇
いの賃金労働者5名

商工会議所の他の職
員

臨時契約を期間の定めのない契約
に変更する再性質決定を要求。商工
会議所の職員の身分の基礎に基づ
き賃金の追加支給、1ヵ月分の賃金
額の手当、休日出勤の労働時間に
対する賃金の増額及び休暇手当を
要求（金額の表示なし）

雇用主は、同一の状況に置かれている賃金労働者に対
してのみ、待遇の平等性を保証する義務を負う。今回の
ケースでは、商工会議所に所属する有期契約の臨時雇
い労働者と、無期契約の公務員とが比較されている。控
訴院は、原告が有期契約に基づき雇用された賃金労働
者であることを認定している。その上で、空港内で働く手
荷物係に適用される報酬と、原告が受け取っている基礎
賃金とのあいだに待遇の格差が存在することを指摘して
いる。ところが控訴院は、原告の身分がその他の手荷物
係の身分と同一であるか否か検討していない。したがっ
て、控訴院の判断に法的な根拠はない。

待遇平等原則に関して法律の規定による唯一の差は同
一労働または同価値の労働を行う社員間で報酬の差を
根拠づけることができない。
例外は判事が正当化の主張を事実と関係を検証するに
より報酬の差が公法の規定の適用から生じると証明され
る場合である。雇用主が待遇の差を正当化できず、商工
会議所の規則の条項が職員に適用されないことを主張
するにとどまったので、控訴院は無期限雇用契約の社員
は、会議所が雇っている契約スタッフと同様に、会議所の
規則から生じる報酬を享受すべきであると決定すること
ができた。

76
破毀院社会部2012年2月16日判決、No. 10-
21864、週刊法律研究誌社会版、2012年、
1147、注釈（J. Daniel）

破毀院 金属工業
個人的理由により解雇
されたフルタイムで働く
ケーブル敷設社員

下等の資格で有期契
約により雇用された
ケーブル敷設社員

待遇平等の原則の違反を理由とす
る損害賠償請求（11450ユーロの請
求は控訴院で拒絶された。）

下等の資格により採用
された職員に認められ
る報酬

控訴院は「同一労働、同一賃金」の原則を尊重
しないことを根拠として原告の請求を却下した。
原則を尊重しない理由は、2名の社員の各の人
事査定に関して確認された社員間の報酬の不
平等は、一方の労働契約は無期契約であり、
他方の労働契約は有期契約であるので、その
労働契約の法律制度の差により正当化される
と考えたためであった。しかしながら、法律制度
の差は、係争中の賃金の差別を正当化すべき
客観的かつ関係する要素を構成しない。控訴
院はその判決を法律的に正当化しなかった。

罰金の実現は仕事の責任を構成する。これは社員が報
酬の対価として実行し、雇用主が労働の執行の対価とし
て当然に支払うべき手当ではない。従って、同一職種の
全ての社員が罰金を実現する場合を除いて、雇用主は
一定の社員だけに罰金の実現を要請する選択を行うこと
により待遇の平等原則に違反しない。

控訴院は有期契約と無期契約との間の法律制度の違い
の分野に身を置かないが、原告のそれぞれの報酬と比
較される社員の報酬に関しての待遇の差の存在には身
を置いている。更に控訴院は事実と証拠の要素を極度に
評価し、社員間の待遇の平等性の尊重から不安定性の
代償を保証するために行うべき比較の分野から当然のこ
ととして距離を置いた。この代償は有期契約のせいでそ
の中に身を置く社員のためにその状況を補償する。控訴
院は原告が実際には比較の対象の社員より高い報酬額
を得ていたことを確認した。

77
破毀院社会部2012年10月10日判決、No.
10-18672、ダローズ判例集、2013年、1029、
注釈（P. Lokdec、J. Porta）

破毀院 高速道路会社 補修維持労働者 他の補修維持労働者

冬季の拘束の排除を理由とする損
害賠償の請求（控訴院により3ユーロ
の水準の有罪判決が出たが、破毀
院により破棄された）

控訴院は、雇用主が社員に保証した多くの罰金支払の
約束の存在も、経営権の行使における悪用も特徴づけな
いが、その判決の法的根拠を与えなかった。

78
破毀院社会部2012年10月10日判決、No.
11-10454およびNo. 11-10455

破毀院 食品業 短期労働者 比較無し 追加賃金と残業手当の支払を請求

勤続年数、職歴と職員の職能の評価は、職員間の待遇
の不均衡を正当化することができ、客観的で実質的に検
証可能な要素を構成する。職員に支払われる報酬の補
助の金額「部署」及び特定の正常な状態の分野への結
合という間接的な方法で発展する規則は客観的要素に
依存し、職員間の待遇の不均衡を正当化する。

企業の使用に提供する臨時社員に対して法的または慣
習的またはその社員に適用される契約に基づく適合する
賃金を支払う義務は雇用主である派遣業務の企業に影
響を及ぼす。この義務を履行しない場合は落ち度が派遣
先企業にあるかぎり、派遣先企業と敵対する。

79
破毀院社会部2012年10月31日判決、No.
11-21293

破毀院
ラ・ポスト（フラ
ンス郵政公社）

公法による契約職員7
名

公務員（公法による職
員）

公務員が受け取る「補充的部署手
当」と公法による職員が受け取るそ
れの間の待遇の差を理由とする賃
金の追加支給

郵便局の職員に支払わ
れるボーナスと手当の
全体は「補充的部署」と
称する補充的手当の形
式に基づき、1993年に
公務員職員に対して、
1995年に私法に基づく
契約職員に対して再編
成された。

組合は職員全体に対してこの手当を支払うよう請求する
ことはできない。訴訟目的は職業の集団的利益を問題に
することができない。

部署手当は、その目的が法的職種に基づくのではなく、
郵便局の役割と技量の水準に対して賃金を支払う結果と
して定義されている。部署手当は、私法の職員である局
員により受け取られ、同じ水準で同じ労働の公務員によ
り受け取られる手当より少ななかった。その上法的身分
に比例して職員間の待遇の不平等を構成する「正常分
野」の実施が、いかなる客観的に関連する理由によって
も正当化されない、待遇の不平等をもたらした。

80
破毀院社会部2013年2月6日判決、No. 11-
26604、社会法研究誌、2013年、378、註解
（C. Radé）

破毀院 自動車製造業 労働組合の要求

「食事時間手当」の支払を拡大し、夜
の製造の職員及労働時間が7時間
だけまたは32時間に対し14時間しか
働かない職員に対しても適用するよ
うに要求する。

組合の行為は、名前を挙げて指名された人物の決めら
れた額の支払のためではなく、待遇平等原則の適用に
行われる。その職種の集団的利益の防衛を強調する。本
件はそのために理解できる。



81
破毀院社会部2013年2月12日判決、No. 11-
27689

破毀院 兵站業 一般賃金労働者114名 幹部級賃金労働者

相互扶助制度に対する掛け金の職
員負担金の払い戻しを目的とする要
求。雇用主はその財政の60％しか負
担しない。

幹部職員に対しては相
互扶助制度の財政の
100％が雇用主により
負担されている。

職種の違いはそれ自体では待遇の差を正当化
できない。雇用主は保険制度の中で幹部と非
幹部間の待遇の差を正当化するために、幹部
を引き留め、その忠誠を得る意図を実行したこ
とを口実にするに留まることを正当化できない。
雇用主はこの主張を補強する要素を示すことな
く、またこの目的を達成するために選択した手
段の適切性を説明することがなかった。

病気、無能力、障害、死亡、退職のリスクをカバーする保
険制度は、保障するリスクの評価に根拠を置き、各職種
の個別性に対応し、連帯の目的を考慮し、会社に対する
外部の組織による保障を幹部のために実施するために
要する個別性が必要であるから、待遇の平等性は同じ職
種の職員間にのみ適用される。
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破毀院社会部2013年3月13日判決、No. 11-
20490、11-23761、11-13645、10-28022、ダ
ローズ判例集、2013年、1030、注釈（P.
Lokdec、J. Porta）

破毀院 貯蓄共済金庫 詳細不明

貯蓄共済金庫は、年末給付の発展
形である年末特別手当を予定した労
働協定の破棄の期限の満了時点で
金庫に在籍する職員に対して、1ヵ月
分の手当を享受させた。これは個人
の既得権となり、破棄された協約で
予定され、その後採用された職員に
与える。手当は開設、計算、決済の
同条件で答える。

職員が労働協定の破棄の前後に雇用されてい
た状況だけで職員間の待遇の差を正当化する
ことはできない。唯一の例外は職員が取得した
個人的利益の破棄の前に雇用された職員に対
し生じた待遇の差である。この利益は代替協約
が未締結であるため職員がその利益を受けて
いた労働協定の破棄のために被った損害を補
償する目的を持つ。

同一労働または同価値の労働を行う職員間の報酬の違
いが公法の規定の適用から生ずるときは、法律的身分
の差がその違いを根拠づけることを許容する。

待遇平等の原則は雇用主が労働協定の破棄の後に片
務的雇用契約により採用した職員に対して、協約破棄の
前に採用された職員が個人の既得権として享受していた
利益と同一の利益を享受させることは、相互に対立しな
い。従って判決は承認されなければならない。判決は原
告の職員が破棄された協約が予定した年末の手当を実
際に受け取っていたことを確認する。また判決は労働協
定の破棄の後に雇用主が採用した職員に、破棄の前に
採用されていた職員に既得権として与えていた年末手当
の支払と同じ条件で開設、計算、決済する条件で、1ヵ月
の手当を与える旨の契約は、当該手当を廃止する効果
を有しないことを当然のこととして確認し、原告が要求す
る、年末手当と1ヵ月の手当の累積的付与を拒絶した。
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破毀院社会部2013年4月24日判決、No. 12-
10196、民事報告書5、No. 114

破毀院 市町村 私法上の契約職員
公務員（公法による職
員）

危険な仕事のための手当及び時間
による拘束に対応する賃金の追加支
払を請求。手当は2つの命令が予定
している。

「同一労働、同一賃金」の原則は労働が執行されたのち
に雇用主が個別に提供された労働の質に対して報いる
ことを禁止しないが、その報酬が後日客観的な意図によ
り正当化し得てかつ実質的に証明しうる場合に限る。そ
の結果、控訴院は、係争中の手当の支払の正当性をあ
らかじめ定義された基準の規定に従属させて、誤った適
用により前述の原則に違反した。その上、特定の職員に
特定の利益を付与することを決める基準は事前に定義
され、検証しうるものでなければならない。この要請は、
事業主が、受益者の職員が何に基づき自分を満足させ
たかを事後的に正当化できる場合に、その職員の態度
や職業的な関わり合いのような一般基準に根拠をおくこ
と禁止できない。

法的身分の差だけでは同一労働または同価値の労働を
行う職員間の報酬の差を根拠づけない。例外は判事が
事実と関連性とを検証して正当化し、待遇の差が公法の
規則の適用から生じたことを証明する場合である。市町
村は任意の報酬の要素に関する法律上の基礎を指摘す
るに留めた。また、私法契約に関する職員は職業的義務
に関連する手当を失い、同じ役割を執行する中で同じ不
愉快さを経験する公法上の職員にこれが与えられること
を正当化する他の適切な理由を引用しなかった。控訴院
は正当にこの待遇の差に根拠がないと考えた。
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破毀院社会部2013年6月12日判決、No. 12-
17273

破毀院
包装と紙の製
造業

複数の賃金労働者

労働者に対しては30.5ユーロ、職工
長に対しては76.30ユーロ以内の金
額が支払われる賃金の個人別の補
助的な手当の支払請求。この支払は
特定の仕事にだけまた特定の部署
に打鍵明確で客観的な基準に従って
行われる。職員は同一の状況に置
かれていなかった以上、雇用主は職
員に対して事前にこの基準等を開示
しなかった。

もし雇用主が一定の職員に対して特定の手当を授与す
ることができるのであれば、それは同一状況に置かれた
事業所の全ての職員がこのように与えられた手当を享受
できるという条件の下である。この手当の授与を決定す
る規則は事前に定義されかつ検証可能でなければなら
ない。この場合に、控訴院はCISの割り当てのために雇
用主が保持する基準は、これが例え客観的であるとして
も、事前に関係する職員の全てに周知のために提示され
なかったことを指摘し、そこから単純に演繹し「同一労
働、同一賃金」の原則に違反したと結論した。
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破毀院社会部2013年10月10日判決、No.
1221-167

破毀院 医院 賃金労働者23名
労働協定の再交渉の後に基本給に
組み入れられた手当（例外的臨時補
償）の支払請求

同一の状況に置かれた個人の間の手当の付
与における待遇の差は、その差が差別と無関
係な客観的で適切な要素によって正当化され
るとの条件の下で行われる。裁判所の決定は、
このような要素を明確に言うことなく、原則とし
て全ての職員に付与される手当の支払を受け
る権利を認めた。そのことにより、しかしながら
控訴院は会社の2名の社員に対して引き上げ
た基本給の上にITE手当の支払を享受する権
利を認めて、パリ控訴院と破毀院の決定が無
効とした待遇の差を直接正当化するために客
観的かつ適切な要素として考えたので、控訴院
は「同一労働、同一賃金」の原則に違反した。

清潔な事業所は、その労働協定の特別の利用の枠組み
の中で職員を再雇用し、労働法1224条1項の条文から生
じる保証に類似する保証を約束することを目的とした。こ
の条文の適用条件は満たされないが、事業所は、転籍
の日に出ていく事業所の中で職員が享受する契約に基
づく利用から導かれるこの権利を維持する義務がある。
確認されたこの手当を事業所の全ての職員に適用され
るよう余儀なくされることはなく、またこの手当を廃止する
よう余儀なくされることはない。この状況は職員の間に客
観的な待遇差を生じさせ、各人に適切な職業変遷の状
況に執着する。また確認された待遇差を正当化する。

控訴院は、係争中の待遇の差の起源と正当化を既に判
断された事物に関連する効果の中に見出して、そこから
正確に演繹して、原告の職員は彼らが訴訟の当事者で
ない一審で下された判決の効果のみを根拠として手当を
要求することができないと結論した。
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破毀院社会部2013年10月23日判決、No.
12-12894

破毀院 清掃会社
フランス銀行の用地に
おいて影響を受ける賃
金労働者

フランス銀行の用地
の契約を失った後に
移籍された社員

移籍された社員に支払われた「第13
月手当」の支払の要求（年次報酬の
1ヵ月分の追加支払）

移籍された社員の労働契約の維持は法の適用から生じ
ない、またこの種の職員に固有な損害を補填することを
意図しないので、同じ雇用主のために同じ工場で同じ仕
事を達成する職員の間に生じた不平等は、関連す理由
によって正当化されないし、平等原則に違反する。
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破毀院社会部2014年1月15日判決、No. 12-
25402

破毀院
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破毀院社会部2014年9月24日判決、No. 13-
15074

破毀院 障害児協会 サービス長 比較なし
予定された経営幹部の解雇に慣行
的に支払われる手当の支払請求

職種の違いに基づく待遇の差を根拠づける集
団は協約の条項は客観的かつ関連する理由に
よる。ただし、この待遇の差が労働協定で定義
された職員の状況の個別性を待考慮に入れる
ことを目的とし場合に限る。経営幹部がより有
利な解雇手当を享受することを正当化するため
に、彼らが非常に大きな解雇のリスクにさらされ
ているということに根拠をおいて、労働協定によ
り定義されるような経営幹部と他の幹部の個別
性が何に基づいてそのような手当を正当化す
るのかを示すことがなかったので、控訴院は待
遇の平等原則に違反した。

職種待遇の違いによる待遇の差を根拠づける労働協定
の規定は客観性がありかつ関連性のある理由による。た
だしこの待遇の差が決められた職種に関連する職員の
状況の個別性を考慮に入れることを目的とし、特に役割
の行使の状況、職歴または報酬の方式を主張する場合
に限る。この事案の場合、協会の計画の実施に直接の
責任を負う経営幹部は他の幹部よりも解雇のリスクにさ
らされている。全体の経営戦略の動向のリスクに直接に
従属する。控訴院は、解雇手当の計算のために役割の
執行の状況と経歴の発展に結合した経営幹部の状況の
個別性を考慮に入れるので、待遇の差が正当化されたと
結論した。
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破毀院社会部2014年11月13日判決、No.
12-20069

破毀院
ガスタービン製
造業

販売とマーケティング
部門の責任者

原告と同じサービス部
門で同じ役割を負って
いる同僚。1人が短い
勤続年数しかないが、
人事査定が高く、原告
受領報酬額より2割高
い報酬額を受けてい
る。

基本給（金額不明）
基本給（原告より2割高
い）

原告の同僚が入社時から受け取る賃金及昇給
に比例する賃金を基礎として追加賃金の請求、
利潤分配と会社の業績と連動する手当、待遇
の不平等を原因とする損害賠償の請求、使用
者の違反による労働契約の法的解除の請求
（関連する解除の損害の支払）、原告の同僚が
入社時から受け取る賃金及昇給に比例する賃
金を基礎として追加賃金の請求、利潤分配と会
社の業績と連動する手当、待遇の不平等を原
因とする損害賠償の請求、使用者の違反によ
る労働契約の法的解除の請求（関連する解除
の損害の支払）

委嘱された役割の行使に役立つとき、当該職員の同僚
が物理化学産業の高等学校の技術者の資格と電子機
器の高等研究免状を持つが、当該職員が幹部の役割に
おいてバカロレアG2と学校での課程の修了しか正当化
できなかったとき、高等の資格の保有が同一役割の執
行において職員の間の報酬の差を正当化する。その
上、この部門の説明書は技術者の免状が、責任の領域
とマーケティングの採用のために原則的に要求されるこ
とを述べている。この免状がこの2名の職員に委嘱され
た役割を行うために役に立つことを結論する。

資格の違いだけでは、同じ役割を果たす職員間において
待遇の差を根拠づけることができない。例外は特定の資
格の保有が委嘱された役割に役立つ特定の知識を保証
することが正当化される場合である。その事実と関連性
は裁判官により検証される必要がある。この職員の20年
余りの間に獲得した経験が必要とされる資格の水準との
差を大きく満たした。技術者の免状の保有は、職員に割
当てられた役割の行使に役立ったことは証明されなかっ
たので、係争中の待遇の差を正当化することができな
かった。そこで雇用主は当該職員の同僚を採用する手続
きにおいてこの職員の利益の反して設定されのた賃金違
いを正当化できる客観的かつ関連する理由を提示できな
かった。
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破毀院社会部2015年1月27日判決、No. 13-
22179、13-25437、13-14773、社会法研究
誌2015年、237

破毀院 組合組織

労働協定により幹部に留保するまた
は特有の条項を無効とすること、並
びに代表的組合組織を召集し労働
協定を「同一労働、同一賃金」の原
則に適合するように団体交渉につか
せるべく経営団体に対する命令する
ことを請求する。

議論の1つ：団体協約から生じた別々の職種に
属するが、手当に関して同一の状況にある職
員間の待遇の差が正当化されるのは、この差
が客観的な理由に基づく場合に限る。事実と関
連性の具体的検証は裁判官の義務である。解
雇の場合事前通知は職員に与えられた権利で
ある。長い時間を必要とする状況は技術者と幹
部（IC）を取り換える場合と提供される部署にお
けるICの適格性を証明するためである。この状
況はIC、従業員、工員、職工長は（ETAM）の間
に行われる待遇の差を正当化できる関連した
理由を構成しないが、解雇の場合の事前通知
の期間に関係する。

協定または労働協定により行われる職種間の待遇の差
は正当化されると想定される。協定等は代表的組合組織
により交渉され調印される。職員の権利と利益を防衛す
る権限を与えられ、職員が直接に投票により資格を与え
られる。その結果、待遇の差が職業的性格の全ての考慮
を行わないことを証明するのは、これに反対する人の義
務である。

合憲性の優先的審査の請求にかんする。これについて2014年6月13日憲法裁判所が判決した。
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