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根拠法 番号 裁判所 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 判決において述べられた結論及び理由の要約

申立人/原告 比較対象者 概要 申立人／原告 比較対象者

パートタ
イム

1        
           

       

正当化される Roberts v
Telegraph
Publishing
Ltd
ET/320163
9/05

雇用審判
所

新聞社 定期的にフルタイムで業
務を行う定期臨時雇用の
ジャーナリスト（本件に
おいては副編集長）

フルタイムのジャーナリ
スト

年金
医療保険
有給休暇
疾病手当
等

年金制度に加入する権利を付
与されていないこと、医療保
険がないこと、年次有給休暇
は4週間のみであること、契
約上の疾病手当がないこと、
雇用条件に関する書面がない
こと、契約上の通知に代わる
支払がないこと

左記の全ての手当及び6
週間の有給休暇を得る権
利を有する。

申立人はパートタイム労働者で
あり、自らがパートタイム労働
者であることを理由として比較
可能なフルタイム労働者に比べ
て不利益に取り扱われた。

労働者である比較対象者に比して、受け
られる手当が少ない理由は、申立人が労
働者ではなかったか、労働者であると考
えられてなかったことに起因する。

申立人は、比較可能なフルタイム労働者に比べて
実際に不利益に取り扱われたが、被告は申立人が
労働者ではなく臨時労働者(casual worker)である
と紛れもなく考えていたため、かかる取扱いは、
申立人がパートタイム労働者であることを理由と
するものではなかった。申立人による、自らが
パートタイム労働者であることを理由としてフル
タイム労働者に比べて不利益に取り扱われた旨の
請求は認められなかった。

パ ー ト タ
イム

2      
        
        
    

正当化される Gibson v
Scottish
Ambulance
Service
[2004] WL
3185409

雇用上訴
審 判 所
（スコッ
ト ラ ン
ド）

救急サー
ビス

パートタイムの救急車運
転手

フルタイムの救急車運転
手

待機時間
の割合

待機時間の割合
（フルタイムの比較対象者よ
りも待機時間に占める労働の
割合が多い。）

待機時間に占める労働の
割合が少ない。

申立人の不利益な取扱いに対す
る被告の唯一の理由は、経済的
理由というものであったが、こ
れは、客観的な正当化に相当し
得るものではない。

勤務表に記載される時間までの待機中に
おける一定割合の労働を申立人に対して
要求したことが不利益が生じる原因と
なったが、かかる要求の理由又は動機を
考慮すべきである。その理由は、被告
が、救急サービスとして、地元の需要に
より余儀なくされたためであり、申立人
がパートタイムで勤務していたためでは
なかった。これは、客観的な正当化でき
る。

使用者が達成しようとしていたこと及び理由と
いった背景に目を向けることが必要である。本件
の場合は、被告は、かかる取扱いの理由は地元の
需要があったためであり、申立人がパートタイム
であったためではないとして、客観的な正当化の
抗弁に成功した。

パートタ
イム(解
雇)

3      
        
        
    

正当化される Grant v
Pickering
Interfaces
Ltd [2003]
WL
21491800

雇用上訴
審判所

試験計測
会社

パートタイムの電子部品
組立作業者

フルタイムの労働者 転籍/解雇 申立人は被告の姉妹会社に転
籍するよう命じられたが、そ
の他の労働者は転籍を命じら
れなかった。申立人は、転籍
を断ったことを理由として解
雇された。

姉妹会社に転籍しなかっ
た。

申立人が近隣の姉妹会社で働く
べきとする旨の被告による命令
は、申立人の雇用契約の範囲内
の命令ではなかったため違法で
あった。転籍を求める命令は、
パートタイム労働者規則の違反
であった。

解雇の理由は合理的であり、申立人の側
の重大な不正行為によるものであった。
被告の姉妹会社へ転籍するよう求める命
令は雇用契約の範囲内の命令であり、か
かる命令は合理的な要求であった。仮
に、転籍の要求が雇用契約の範囲外であ
るものであって、雇用契約の条件の変更
に相当すると考えられる場合であって
も、使用者による合理的な要求の拒否と
いう不正行為による解雇は依然として存
在する。

申立人の雇用条件は一切変更されていなかった。
書面による雇用契約は存在しなかったものの、申
立人の使用者が変わることはないと考えられ、申
立人は新しい職務に関する経験を有しており、姉
妹会社が近隣にあり、申立人は引き続き雇用され
るであろうと考えられたため、申立人がその他の
会社に転籍するよう求める命令に従うことを義務
付ける黙示の条件が存在した。申立人の能力及び
従前の行為に関して申立人に転籍が求められた理
由があり、かつ、申立人は一切損害を被っていな
いため、パートタイム労働者規則の違反は存在し
なかった。いずれにしても、要求のきっかけと
なった仕事量の低下は、客観的な正当化事由を構
成するのに十分であった。

パートタ
イム（解
雇）

4      
        
        
    

正当化されない Hendrickso
n Europe
Ltd v Pipe
EAT/0272/
02  [2003]
WL
1822905

雇用上訴
審判所

資材運搬
機器供給
会社

1週間当たり28.5時間勤
務するパートタイムの経
理補助員

1週間当たり37.5時間勤務
するフルタイムの経理補
助員

解雇 申立人がフルタイム勤務を拒
否したため、解雇された。

解雇されなかった。 申立人は不当に解雇されてお
り、パートタイム労働者である
ことを理由に差別された。これ
はパートタイム労働者規則の違
反である。

申立人は、自らがパートタイム労働者で
あったことを理由に解雇されたのではな
く、被告が3名のフルタイム労働者を経理
補助員とする旨の商業上の決定を行った
からである。

本件により、以下のとおり、パートタイム労働者
の地位を理由として不利益な取扱いがあったか否
かを判断するための質問が設けられた。

(i) 不服申立てが行われた取扱いは何であるか？
(ii) 当該取扱いは比較可能なフルタイム労働者の
取扱いに比べて不利益なものであるか？
(iii) 不利益な取扱いは、労働者がパートタイム
労働者であることを理由とするものであるか？
(iv) もしそうである場合、不利益な取扱いは客観
的な理由により正当化されたか？
申立人は、比較可能なフルタイム労働者に比べて
不利益に取り扱われた。
被告は、客観的な正当化の抗弁に成功しなかっ
た。

パートタ
イム

5      
        
        
    

正当化されない Sharma v
Mancheste
r City
Council
[2008]
I.R.L.R.
336

雇用上訴
審判所

地方自治
体

被告の市議会の成人教育
サービスのパートタイム
講師ら。当該パートタイ
ム講師らの最低労働時間
は前年の労働時間の3分
の1であることを保証し
た団体協約に従って、契
約は毎年変更可能であっ
た。

フルタイム勤務の職員 労働時間
削減 成人教育サービスのための予

算が削減された後に申立人ら
の労働時間が削減された。

労働時間は削減されな
かった。

申立人らの労働時間はフルタイ
ム労働者に適用されなかった方
法で削減されることが可能で
あったため、パートタイム労働
者としての申立人らは比較可能
なフルタイム勤務の職員に比べ
て不利益に取り扱われた。かか
る不利益な取扱いはパートタイ
ム労働者規則に反するものであ
る。

本件不利益取扱いの理由は、申立人らの
契約には労働時間の柔軟性を許容する条
件があり、当該条件は、フルタイム勤務
の比較対象者の契約には記載されていな
かったという点にある。被告は、申立人
らがパートタイム労働者の地位を有して
いなければかかる取扱いを受けることは
なかったものと考えられる事例であった
ことは間違いないが、申立人らが不利益
に取り扱われたのは、申立人らがパート
タイム労働者であったという事実を理由
とするものではなかった旨を主張した。

パートタイムの性質を有する労働者の地位を、差
別的な取扱いの唯一の理由としてはならない。
パートタイム労働者が比較対象者であるフルタイ
ム労働者に比べて不利益に取り扱われていたこ
と、及びパートタイム勤務であったことを理由の
一つとしてかかる取扱いを受けていたことが判明
した場合は、パートタイム労働者規則を適用する
のに十分であると考えられる。
該当する差異の理由がかかる不利益な取扱いの原
因であるとして申し立てられた当該条件の存在で
あり、当該条件がパートタイム労働者の集団に限
定されている場合、パートタイム労働者に対する
一応の差別があったものと考えられる。したがっ
て、被告の客観的な正当化の抗弁は成功しなかっ
た。

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

事件名及
び事件番

号

使用者の
種類

正当化の有無
等
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パートタ
イム（解
雇）

6      
        
        
    

正当化されない Cousin v
Pugh t/a
Toni &
Guy
Hairdressin
g [2005]
WL
7863687

雇用審判
所

美容院 パートタイムの受付係 フルタイムの受付係 解雇 被告がフルタイムの受付係2
名を新規で雇用した後、3週
間雇用された上で解雇され
た。

解雇されなかった。 申立人の解雇は、申立人がパー
トタイム労働者の地位を有して
いたために差別されていたこと
を理由とするものであった。こ
れはパートタイム労働者規則の
違反に相当する。

申立人は、フルタイムの受付係2名が雇用
された時点で余剰人員となり、被告は他
に取り得る手段を考慮したものの、申立
人には短所があると考えられたため、申
立人の解雇を決定した。審判所が、解雇
が申立人の行為を理由とするものではな
かったと判定した場合においても、審判
所は、飛躍的な判定を行うことはでき
ず、当該解雇が申立人のパートタイム労
働者の地位を理由とするものであったと
判定することはできない。申立人は自ら
がパートタイム労働者であったために異
なる取扱いを受けたのではない。

被告がフルタイムの受付係に要件を課したことは
1975年性差別禁止法の違反であり、被告は当該行
為を客観的に正当化しなかった。
申立人は、自らが比較可能なフルタイム労働者に
比べて不利益に取り扱われたパートタイム労働者
であり、かかる取扱いが申立人のパートタイム労
働者の地位を理由とするものであることを証明し
た。フルタイムの受付係は解雇されなかったもの
と考えられるが、申立人は自らがパートタイム労
働者であったことを理由として解雇され、被告は
客観的な正当化事由を提示しなかった。

パートタ
イム

7      
        
        
    

正当化されない Ministry of
Justice
(formerly
Departmen
t of
Constitutio
nal Affairs)
v O'Brien
[2013]
UKSC 6;
[2013]
I.C.R. 499

最高裁判
所

政府機関 レコーダーら
（パートタイム勤務の
裁判官ら）

巡回裁判官ら 年金
年金の受給資格を有しない者

年金の受給資格を有する
者

申立人らはパートタイム労働者
規則の目的における「労働者
ら」であり、かかる労働者らと
して、フルタイム勤務であり給
与制の裁判官と同じく比例按分
計算による年金受給権を有す
る。報酬制の裁判官資格者が
パートタイム労働者規則の保護
から除外される規定は、欧州法
に反するものとして適用外とさ
れなければならなかった。

取扱いの差異に関して以下の客観的な正
当化があった。(i)国の財源分配が公正であ

ること、(ii)最適な資質を有する候補者
に、給与制の裁判官の職に関心を持たせ
ること、及び(iii)裁判官の年金に関するコ
ストを支払可能な金額の範囲にとどめる
こと。

レコーダーらはパートタイム労働者規則の目的に
おける「労働者ら」であり、巡回裁判官が享受し
た条件と同等の条件の年金受給資格を有してい
た。
均等な取扱いの基本原則は、いずれかの時点での
公共の財源において利用可能な金額や国が引き受
ける様々な職務において利用可能な資金をどのよ
うに配分するかの決定に依拠することができな
かった。国の財源分配が「公正であること」を確
保すること、十分かつ多数の最適な資質を有する
候補者に、給与制の裁判官の職に関心を持たせる
こと、裁判官の年金に関するコストを支払可能か
つ持続可能な金額の範囲にとどめることは、客観
的な正当化を構成するためには不十分であった。
パートタイム労働者に関する時間比例報酬付与の
基本原則の逸脱につき正当化事由は提示されな
かった。

パートタ
イム

8      
        
        
    

差し戻し Matthews
v Kent and
Medway
Towns Fire
Authority
and others
[2006]
UKHL 8

上院 消防当局 トレーニング及び訓練の
ため、定期的に週2時間

から3時間出勤するパー
トタイムの消防士。かか
る消防士は、1週間当た

りに規定された時間（84
時間から156時間）待機
することも義務付けられ
ている。

超過勤務時間を伴う1週間

当たり42時間のシフト勤
務制で労働するフルタイ
ムの消防士。

年金
疾病手当
追加業務
の時間単
価

消防士の年金制度に加入でき
ず、疾病手当が異なる計算方
法で計算され、追加業務の時
間単価が低額であった。

年金制度に加入でき、十
分な金額の疾病手当を付
与され、追加業務の時間
単価がより高額であっ
た。

申立人らは、パートタイム労働
者規則に基づきパートタイム労
働者として不利益に取り扱われ
ない権利を有しており、フルタ
イムの消防士が「同一の種類の
契約に基づいて」雇用されてお
り、「同一の又は概ね類似する
労働」に従事しているため、フ
ルタイムの消防士を比較対象者
とすることができる。

パートタイムの消防士及びフルタイムの
消防士の作業活動及び契約上の義務には
多くの差異が存在するため、パートタイ
ムの消防士は、フルタイムの消防士を比
較対象者とすることができない。
さらに、パートタイムの消防士は、年金
の代わりに年間賞与を受領している。

パートタイム労働者及びフルタイムの比較対象者
が同一の種類の契約に基づき雇用されなければな
らない旨の要件は、比較可能な雇用条件ではなく
比較可能な種類の雇用関係に言及している。かか
る問題は広範囲にわたって検討されるべきであっ
た。かかる場合において、パートタイム及びフル
タイムの消防士は有期契約ではなく、かつ、実習
に関する契約ではない契約に基づき雇用されてい
たため、保護が適用された。
パートタイム労働者及びフルタイム労働者の労働
が「同一の又は概ね類似」する労働であるか否か
を評価する際、両者の労働が厳密に同一である限
りにおいて特定の加重値が付与されるべきであ
り、かかる労働の重要性及びフルタイムの消防士
が追加の職務を行ったという事実により、フルタ
イムの消防士の労働がパートタイムの消防士と同
一であること、又は、概ね類似することが妨げら
れることはないであろうと考えられる。
申立人は、したがって、自らが選んだ比較対象者
に依拠することができる。
パートタイムの消防士は年金の代わりに年間賞与
を受領しているため、当該消防士に年金がないこ
とは不利益な取扱いではなかったという旨の使用
者による主張は、却下された。フルタイムの消防
士に提供された年金制度には在職中死亡給付も含
まれ、当該給付は「重要な感情的意味を有する」
とされるため、数量化するのが困難である。
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パートタ
イム

9      
        
        
    

比較対象者なし Moultrie
and others
v Ministry
of Justice
UKEAT/0
239/14/LA
[2015]
I.R.L.R.
264

雇用上訴
審判所

政府機関 報酬制医療審判員 フルタイムの給与制地域
審判員

年金 年金制度に加入できない。 年金制度に加入できる。 (1) 地域審判員及び報酬制審判員
は、非常に重要な同一の又は概
ね類似する労働を行った。
(2) 審判所は、地域審判員が実際
に行った労働を考慮するべきで
ある。
(3) 一時的かつその場限りの職務
は考慮されるべきではない。
(4) 適用されるべきである正確な
審理は、不利益な取扱いが存在
したか否かを立証し、その後に
取扱いの差異が客観的に正当化
可能であったか否かを検討する
2段階の審理であった。

医療審判員及び地域審判員間の職務の差
異は著しいものであったため、両者は比
較対象者とみなすことができない。

地域審判員が行った労働（法的資格において上訴
を審理すること。）の85パーセントは、報酬制医

療審判員が行った労働の100パーセントなら（かか
る労働は非常に重要であった。）と同一であった
が、医療審判員及び地域審判員間の職務の差異は
著しいものであったため、両者は比較対象者とす
ることができない。

パートタ
イム

10    
        
        
      

比較対象者なし Carl v
University
of
Sheffield
UKEAT/0
261/08
[2009] 3
C.M.L.R.
21

雇用上訴
審判所

大学 速記法を教えるパートタ
イム労働者

フルタイムの大学教員の
契約に基づき勤務する労
働者又はフルタイムの契
約に基づき勤務する仮定
上の「一般的な教員」

準備時間
の賃金

準備時間に対する賃金の支払
が行われなかった。

準備時間に対する賃金の
支払が行われた。

関連する指令によって求められ
る結果を達成できるよう、雇用
審判所が「可能な限り」国内法
を施行していると判断すること
を確保するために仮定上の比較
対象者が認められるべきであ
る。不利益な取扱いは申立人の
パートタイム労働者の地位に
よってのみ生じてはならない。

仮定上の比較対象者を利用するための規
定は法律に記載されていないため、申立
人は仮定上の比較対象者を利用すること
ができない。申立人及び申立人が選定し
た実際の比較対象者を正確に比較するこ
とは明らかにできなかった。

パートタイム労働者規則に基づき不服申立てを提
起した申立人は、関連する規則の文言により、仮
定上の比較対象者を利用することができなかっ
た。
申立人のパートタイム労働者の地位が、単一の理
由ではないとしても有効かつ主要な理由である場
合、不利益な取扱いを申し立てる理由として十分
であると考えられる。申立人は、被告がかかる取
扱いが客観的に正当化されたことを証明するよう
要求する前に、自らがパートタイム労働者であっ
たことを理由に（但し、単一の理由ではない）自
らが実際のフルタイムの比較対象者に比べて不利
益に取り扱われたことを証明しなければならな
かった。申立人及び被告の各々の技能、資格及び
教育上の業績の差異は適切に考慮された。した
がって、有効な比較対象者としての差別は特定さ
れなかった。

有期（更
新/解雇）

11    
        
        
      

正当化される Duncombe
v Secretary
of State for
Children,
Schools
and
Families
[2011]
UKSC 14

最高裁判
所

政府 継続的な有期契約に基づ
き英国からEUのヨーロ
ピアンスクールに派遣さ
れた教員ら

該当なし－有期契約が不
利益であるとの主張はな
されなかった。

更新／解
雇

申立人らの継続的な有期契約
は、無期契約に転換されてい
なかった。

該当なし－有期契約が不
利益であるとの主張はな
されなかった。

派遣された教員らは9年を超え
て引き続き雇用されることがで
きない旨のスクールが採用した
ルールは、英国の労働者らに
とって適切なものではなかっ
た。なぜなら、かかる労働者ら
は、その有期契約の終了時にお
いてその他の加盟国における雇
用保障と同一の雇用保障を享受
していなかったからである。
申立人らの契約は、無期契約に
変更されなかった。

裁判所は、9年ルールの実体を調査しな

かった。英国は理事会において1個の発言
権しか有していなかったため、被告であ
る英国政府機関は、当該事項において選
択肢を有しなかった。さらに、教員ら
は、自らが採用された時点で状況を明確
に理解していた。以上に基づき、継続的
な契約の使用は、客観的に正当化される
ことが可能であった。

閣内相が、自らが支配権を有しない9年ルールの存
在により、一連の継続的な有期契約に基づきヨー
ロピアンスクールに派遣された教員らを雇用する
ことは客観的に正当化された。したがって、かか
る契約は、無期契約に転換されなかった。

有期

12    
        
        
      

正当化されない Hart and
others v
Secretary
of State for
Education
and Skills
and others
ET/230497
3/2004

雇用審判
所

政府機関 有期契約による教育アド
バイザー

フルタイムの教育アドバ
イザー

解雇手当 拡大解雇手当制度の適用外で
ある。

拡大解雇手当制度の適用
対象である。

解雇手当制度の恩恵を受けられ
ないのは有期契約労働者の地位
を理由とするものであり、よっ
て、有期契約労働者規則に違反
し、不利益な取扱いに相当す
る。
比較対象者は申立人と同一の又
は概ね類似する労働に従事して
いた。

選ばれた比較対象者は類似の労働に従事
していないため、申立人は比較対象者を
特定したことにはならない。
申立人は、一定の状況においては、契約
上、比較対象者よりも有利になる可能性
があり、よって、不利益な取扱いは存在
しなかった。
被告は、有期契約労働者が有期契約期間
満了後はその後の労働に対する確定的権
利を有しておらず、補償すべきものはな
いため、有期契約労働者に対しては契約
上の解雇手当を支給しない、という方針
を公務員全体に対して採用していたた
め、不利益な取扱いがあったとしても、
客観的に正当化される。

比較対象者の職務が類似する主題に関する助言と
いう本質的には同一の職務であったため、申立人
は適切な比較対象者を挙げたことになる。
申立人の主張は仮定に基づく潜在的な状況ではな
く実際の不利益に基づくものであり、よって、不
利益な取扱いは存在した。
解雇手当制度は客観的に正当化されるものではな
い。有期契約に関して期待されるものには大きな
幅があり、労使双方が有期契約労働者に対しさら
なる期間の雇用継続を期待する場合もある。
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派遣

13    
        
        
      

認容 Stevens v
(1)
Northolt
High
School and
(2) Teach
24 Ltd
ET/330062
1/14
[2014] WL
10246849

雇用審判
所

(1)学校、

(2)学校に
教育関連
職員を派
遣する会
社

音楽教員 該当なし－比較対象者は
要しない。

基本給 申立人は、派遣労働者規則で
定める12週間の資格期間（均
等待遇の資格要件となる勤続
期間）経過後も、11週間にわ

たり、1週間当たりの賃金が

98.00ポンド低かった。

該当なし－比較対象者は
要しない。

派遣労働者は、資格期間開始時
に人材派遣会社のサービスの利
用なく雇用主により採用された
場合に同一労働について得るこ
とができるのと同一の基本雇用
条件を得ることができる。
よって、申立人は、資格期間満
了日から、申立人と同一の職務
に従事する常勤職員と同一の賃
金の支給を受ける権利を有す
る。

第一被告は、関連情報を取得するための
合理的な措置を講じなかったことに対す
る責任は第二被告が負うべきであると主
張した。
第二被告は、比較可能な労働者と同じ程
度の賃金の職を斡旋するためのあらゆる
合理的な措置を講じており、よって、よ
り低額な賃金を支払ったことについて責
任を負うものとみなすことはできないと
主張した。

標準的な労働及び雇用条件を受ける申立人の権利
に対する違反があった。
第二被告は、第一被告から関連情報を取得するた
めの合理的な措置を講じた。
申立人は、第一被告が支払うべき賃金の全額を受
領する権利を有する。

平 等 法
（ 同 一 賃
金 法 を 含
む 。 以 下
同じ）

14    
        
        
      

正当化される Christie
and others
v John E
Haith Ltd
[2003]
I.R.L.R.
670

雇用上訴
審判所

粒餌包装
会社

通信販売による供給のた
めの飼鳥用粒餌包装作
業に従事した女性の現場
労働者ら

毎日行う運搬車両への荷
積み、運搬車両からの荷
下ろし、車両による運搬
及び廃物用手押車の中身
を廃物収集用容器に移す
作業に加えて、通信販売
による供給のための飼鳥
用粒餌包装作業に従事し
た男性の現場労働者ら

基 本 給
（時給）

実働時間の時給は、4.32ポン
ドであった（後に平準化され
る。）。

実働時間の時給は、4.58
ポンドであった。

申立人らは、2つの択一的理由
（自らの労働が比較対象者の労
働と類似していること、又は比
較対象者の労働と同一価値の労
働であること）に基づき、同一
賃金を請求した。
被告が言及した肉体的労力は、
真に重要な要素の抗弁ではな
かった。

低気温下における運搬車両への荷積み、
運搬車両からの荷下ろし作業に伴う肉体
的労力は重要な要素の抗弁を構成し、か
かる肉体的労力は申立人らの事例及びそ
の比較対象者の事例の間における重要な
差異に相当し、これにより支払額の差異
が正当化された。

申立人及び比較対象者間の支払額の差異を説明す
るための真に重要な差異（追加作業の肉体的労
力）が存在し、かかる差異は、該当する労働者の
性別に基づくものではなかった。抗弁は成功し、
かかる成功に基づき、同一価値に関する請求は成
功しなかった。

平等法(解
雇）

15    
        
        
      

正当化される Sibley v
Girls Day
School
Trust
[2003] WL
21236578

雇用上訴
審判所

学校 教員及び学級担任 該当なし－比較対象者は
要しない。

申立人は、育児休暇明けに
パートタイム又はジョブシェ
アリングによる労働を条件と
して仕事に復帰することを希
望したが、申立人が学級担任
としての職責を引き続き負う
ことは断られた。

該当なし－比較対象者は
要しない。

申立人はパートタイム労働者の
立場で仕事に復帰する権利を有
しており、被告は申立人による
かかる復帰に関する希望に対し
て十分に検討するか、又は、十
分かつ真剣に検討することを
怠った。
結果として申立人は退職したた
め、1975年性差別禁止法に基づ
く不当な擬制解雇及び間接性差
別を被った。

学級担任がフルタイムで労働するという
条件は、かかる職務の性質により客観的
に正当化されるものであった。被告は、
学級担任の職責は1名の教員のみによって
果たされるべきであるとの見解を有して
いた。

学級担任がフルタイムで労働することを義務付け
る条件は、被告の方針が合理的かつ専門性に基づ
いたものであるため、かつ、学級担任の職務は、
学校の適切な運営のためにフルタイムを基準とす
ることを要件として行われなければならないとい
う被告の考えが合理的なものであったため、客観
的に正当化することが可能であった。したがっ
て、被告による条件は客観的に正当化された。

平等法(定
年年齢）

16    
        
        
      

正当化される Cross v
British
Airways
Plc [2005]
I.R.L.R.
423

雇用上訴
審判所

航空会社 パイロット又は客室乗務
員（主に女性）

1971年より前に被告に
よって雇用された男性の
パイロット又は客室乗務
員

定年年齢 被告は契約上の定年退職年齢
を55歳と定めているが、他の
会社から転籍した労働者は、
その従前の契約により60歳で
定年退職することが許可され
るべきであるとすること、及
び被告の女性労働者全員もま
た、1971年より前における年
金持高を許可されるべきであ
るということは、差別的で
あった。

55歳ではなく、60歳で定
年退職することが許可さ
れた者。

申立人らは、1975年法に基づき
間接的に差別されていた。被告
によって雇用された男性及び女
性の割合を考慮すると、60歳で
定年退職する特権を得る権利を
有しない女性が男性よりも多く
存在し、かかる特権を得る権利
を有する男性が女性よりも多く
存在する。これが証明された場
合、被告（CRA）が自らが使用
する男性（訳注：女性の誤記の
可能性あり）労働者全員に関し
て退職年齢を60歳としないこと
は結果として差別となる。

方針は、若手社員の昇進機会が損なわれ
たこと、コストの問題及び年金制度への
影響により正当化された。

1971年より前に雇用された労働者が60歳で定年退

職することができる旨の方針は、1971年より後に
雇用された労働者が満たすことができなかった差
別的な基準の適用に相当するか、又は、1971年よ
り後に雇用された労働者が関連する権利を有して
いなかった慣行の適用に相当する。コストが唯一
の正当化ではなかったという条件で、BAはその差
別的な方針を正当化することができた。

平等法(解
雇）

17    
        
        
      

正当化される Woodcock
v Cumbria
Primary
Care Trust
[2011]
I.C.R. 143

雇用上訴
審判所

初期医療
トラスト
（PCT）

最高責任者 該当なし－比較対象者は
要しない。

解雇 申立人は解雇に関する協議面
談を受ける前に解雇され、被
告は、申立人の50歳の誕生日
後における支払義務額の増加
を回避した。

該当なし－比較対象者は
要しない。

申立人の50歳の誕生日後におけ
る支払額の増加を回避すること
を目的として申立人の解雇予告
が早期に実施されたため、申立
人は年齢差別を受けた。

申立人の整理解雇の実施、及び解雇予告
期間が残り数日になってから早期退職に
応じることができるという申立人の不当
な恩恵により生じ得る追加コストの回避
という適法な目的によるものであり、被
告の行為は均衡待遇であったことを理由
として、一応の差別が正当化されるもの
であった。

不当な恩恵の防止及びこれに伴う被告の損失の回
避は、コスト削減という単なる要望を超える適法
な目的であり、よって、年齢差別は客観的に正当
化されるものであった。
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平等法

18    
        
        
      

正当化される Blackburn
and
another  v
Chief
Constable
of West
Midland
Police
[2009]
I.R.L.R.
135

控訴院 警察当局 勤務形態が24時間シフト
制ではない女性警察官

勤務形態が24時間シフト
制の警察官

割増賃金 24時間シフト中の夜間勤務に
対する割増賃金の支給を受け
ることができない。

24時間シフト中の夜間勤
務に対する割増賃金の支
給を受けることができ
る。

24時間交代シフト勤務及びこれ
に伴う夜間勤務に対する割増賃
金体系は女性に対し不均衡な影
響を及ぼすものであり、間接差
別に相当する。

当該体系は夜間勤務に対する報酬の支給
という適法な目的を有しており、当該目
的は、夜間勤務に従事しない者も同一金
額の支給を受けた場合は達成不可能で
あった。

育児責任により夜間勤務に従事できない女性警察
官を対象としていない、夜間シフト勤務に従事す
る警察官に割増賃金が支給される体系は、客観的
に正当化されるものであった。控訴院は、均等化
促進が育児責任を負う者の経済的不利益について
申立人を補償することにまで及ぶべきでないとの
判断を下すにあたり、法律の目的論的解釈を適用
した。

平等法

19    
        
        
      

正当化される Cooksey
and others
v Trafford
Borough
Council
and others
[2012] Eq.
L.R. 744
UKEAT/0
255/11/SM
,
UKEAT/0

雇用上訴
審判所

地方自治
体

介護福祉士、調理師、用
務員、補助教員、通行補
助員、通学路巡回指導員
や学校技術員等として勤
務する女性現場労働者

公園及び田園地域、墓地
及び火葬場、街路清掃、
街路点灯及び公道に係る
労働に従事する者として
雇用されている男性現場
労働者

賞与
介護手当
呼出待機
手当

申立人は賞与、介護手当及び
呼出待機手当が支給されない
が、比較対象者は支給され
る。結果として賃金支給額が
約3分の1低い。

賞与、介護手当及び呼出
待機手当が支給される。

比較対象者による賞与及び介護
手当の受給に関して「性差によ
る弊害」が存在した。
必要な技能を有する者を要請に
応じて呼出対応可能にさせる目
的は、より差別のない手段に
よって達成可能であった

賃金の差異は、被告がある者を各種職務
について待機可能とさせる必要があった
という点において真に重要である。必要
な技能を有する者を要請に応じて呼出対
応可能とさせるために呼出待機手当を適
用するにあたり、適法な目的が存在し
た。

賞与及び介護手当の支給に関して性差による弊害
は存在しなかった。
当該地方自治体は、賃金増額の適法な目的を特定
したが、労働者は追加賃金の支給を受けなくとも
呼出対応可能になると述べ、異なる目的を達成す
る代替手段を検討すると主張した。よって、当該
地方自治体の判断は客観的に正当化されるもので
あった。

平等法

20    
        
        
      

正当化される Navy,
Army &
Air Force
Institutes v
Varley
[1976]
I.R.L.R.
408

雇用上訴
審判所

英国軍に
より必要
とされる
娯楽施設
の運営並
びに軍人
及びその
家族に対
する商品
販売を行
う組織

ノッティンガムに勤務す
る女性事務員

ロンドンに勤務する男性
事務員

基本給 申立人の賃金はロンドンに勤
務する男性の同等の労働者よ
りも低額である。

賃金がより高額である。 申立人は、被告によって、ロン
ドンで雇用されている男性の同
等の労働者に比べて不利益に取
り扱われた。よって、当該女性
事務員の雇用契約を修正し、比
較対象者と均等な賃金を支給す
べきである。

賃金のばらつきは、性差でない真に重要
な差異、すなわち、慣行上の地理的な差
異が存在することによるものであり、
よって、申立人の主張は無効とすべきで
ある。

異なる場所に拠点を置く同一組織の労働者間にお
ける労働時間の慣行上の差異は、1970年同一賃金
法の範囲内における性差でない重要な差異であ
る。

平等法

21    
        
        
      

正当化される Young v
University
of
Edinburgh
EAT/244/9
3

雇用上訴
審判所

大学 女性労働者 男性労働者 基本給 申立人の賃金がより低額であ
る。

賃金がより高額である。 申立人は、比較対象者と均等な
取扱いを求め、男性の同等の労
働者に比べて不利益に取り扱わ
れたと主張した。

賃金の差異は、より高額な賃金水準が
誤って比較対象者に適用されたことによ
るものである。これは重要な要素の抗弁
を構成する。
取扱いの差異は、標準報酬基準から逸脱
することなく、ひいては、さらなる逸脱
を生じることなく解消することは不可能
であった。

類似する労働に従事する男性と女性の間における
賃金の差異は、格差が管理上又は事務的な誤りに
よって生じたことを理由として正当化され得る。
但し、使用者が当該格差を解消不可能であった旨
をさらに自ら示すことができる場合に限る。

平等法

22    
        
        
      

正当化される Bradley v
Royal
Holloway
and
Bedford
New
College,
University
of London
UKEAT/0
459/13/SM
[2014] WL
3925333

雇用上訴
審判所

大学 女性教授 男性教授 残留手当 残留手当の支給がないことに
より賃金に不利益が生じた。

労働者による他の使用者
への転職を回避する目的
で残留手当が付与され
る。

申立人は、類似の労働／同一価
値の労働に従事していることを
理由として、比較対象者と1970
年同一賃金法上の均等な賃金を
求めた。
男性の方が転職可能性が高いと
考えられているため男性の方が
残留手当を支給される可能性が
高いことを理由として、被告に
よる残留手当の抗弁は真に重要
な要素ではなかった。

申立人は、男性の比較対象者が受けたよ
うな方法で他の機関から接触を受けたこ
とがなかったため、残留手当を支給され
たことがない。残留手当には性差による
弊害は存在せず、申立人の年金受給権を
含む雇用条件は、実質的には男性教授よ
りも良好であった。これは、真に重要な
要素の抗弁を構成する。

申立人と比較対象者との間には賃金の差異が存在
した。しかしながら、残留手当は性差に関連付け
られたものではなく、被告は、性差別による弊害
が存在しない真に重要な要素の抗弁に成功した。



【別添④】 国別リスト（イギリス)

根拠法 番号 裁判所 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 判決において述べられた結論及び理由の要約

申立人/原告 比較対象者 概要 申立人／原告 比較対象者

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

事件名及
び事件番

号

使用者の
種類

正当化の有無
等

平等法

23    
        
        
      

正当化される Outlook
Supplies
Ltd v Parry
[1978]
I.C.R. 388

雇用上訴
審判所

女性経理部責任者 他部署における類似の職
務のほか、経理担当補佐
としての職務も兼務して
いた男性労働者（健康上
の理由によりこれらの職
務から外された。）

基本給 支給された賃金が比較対象者
よりも少ない年間総額288ポ
ンドであった。

健康上の理由により職務
が軽減された際に賃金保
障を受けた。

申立人は、類似の労働／同一価
値の労働に従事していること及
び被告の賃金保障の方針は重要
な要素の抗弁を構成するもので
はないことを理由として、比較
対象者と1970年同一賃金法上の
均等な賃金を求めた。

賃金の減少を回避する方針を長期にわた
り維持することは、賃金のばらつきの正
当な理由が性差のほかに存在するのか否
かに関する疑義につながる可能性がある
が、本件における経過期間は十分なもの
ではなかった。

被告は、比較対象者が罹病した際に人道的理由で
当該比較対象者の給与を保障するにあたり合理的
な行動をしており、よって、当該比較対象者の賃
金と申立人の賃金の差は、性差ではない重要な差
異によるものであった。かかる保障が導入されて
からの経過期間は、その他の関連する状況が存在
しない限り、使用者が1970年同一賃金法第1条(3)に
依拠し続けられなくなるようなものではなかっ
た。したがって、被告は、その重要な要素の抗弁
に依拠することができた。

平等法

24    
        
        
      

正当化される Haq v
Audit
Commissio
n [2013]
I.R.L.R.
206

控訴院 独立公共
団体

以前、行政支援担当で
あった女性ら

以前、主任であった男性
ら

基本給 合併前の賃金水準を保障する
賃金保障の方針により、申立
人らと比較対象者の間には賃
金格差が存在した。

賃金保障があった。 本件は、(a)性差による弊害が存
在する著しい賃金格差から生じ
た間接性差別の一例であり、し
たがって、真に重要な要素に起
因するものではなく、(b)適法な
目的が均衡的に追求されたもの
ではない。

賃金の差異は、(a)「性差による弊害」の
存在しない真に重要な要素の一つであ
り、差異があっても、(b)均衡待遇であっ
た賃金保障の方針の適法な目的により正
当化されるものであった。
再編による影響を受ける労働者の賃金の
保障は、労働者に対する公平性として
も、またかかる労働者の賃金を減額した
場合にかかる労働者の雇用が困難となる
という理由からも、適法な目的であっ
た。

再編実行時に使用者が賃金保障の方針を適用する
ことから生じる男性労働者と女性労働者の間の著
しい賃金格差は、一見すると間接差別に該当する
とも思える。しかしながら、賃金保障の方針には
適法な目的があり、したがって、客観的に正当化
されるものであった。

平等法

25    
        
        
      

正当化される Yorkshire
Blood
Transfusio
n Service v
Plaskitt
[1994]
I.C.R. 74

雇用上訴
審判所

国民保健
サービス
内で運営
されてい
る輸血セ
ンター

関連する賃金水準の19ポ
イントに該当する女性1
種臨床検査技師

使用者に雇用されている
間は給与が23ポイントで

維持される男性1種臨床検
査技師

基本給 比較対象者よりも賃金が低額
である。

賃金がより高額である。 申立人は比較対象者と同一の又
は概ね類似する労働に従事して
いたが賃金が少なかったことか
ら、被告らは、1970年同一賃金
法に違反していた。

賃金のばらつきは、1970年同一賃金法第1
条(3)に定められる意味の範囲内の性差で
ない真に重要な要素によるものであり、
すなわち、比較対象者を誤った給与で雇
用したという被告の錯誤によるもので
あった。

使用者は、直接差別についての不服申立てに対し
真に重要な要素の抗弁を行おうとする際、賃金の
差異に対する客観的に正当な理由を示す必要はな
い。
本件の場合、賃金の差異は、比較対象者を誤った
給与で雇用したという使用者の純粋な錯誤による
ものであり、性差によるものではなかったため、
真に重要な要素の抗弁があった。

平等法（労
働 契 約 終
了）

26    
        
        
      

正当化される Allonby v
Accrington
&
Rossendale
College
and others
[2001]
I.R.L.R.
364

控訴院 カレッジ 12ヶ月契約・時間給の女
性パートタイム講師

フルタイムで雇用されて
いる男性講師

斡旋への
変更

パートタイム契約を継続する
のではなく斡旋業者に登録す
ることが必要とされるため、
申立人は自営業者となり、収
入が減少し、一連の雇用関連
給付を受けられなくなる。

引き続きカレッジに直接
雇用される。

全てのパートタイム契約を終了
し、就業継続のためには斡旋業
者に登録することを元パートタ
イム労働者に要請する旨の方針
を受けて、申立人は、パートタ
イム労働者の圧倒的多数が女性
であったことから、不当解雇及
び間接性差別を主張した。ま
た、当該斡旋業者は、カレッジ
における男性フルタイム講師と
均等な賃金―すなわち等分の賃
金―を当該女性講師に支給する
ことが法律により義務付けられ
ていた。

かかる決定の理由は、(1)経費削減、及び

(2)パートタイム契約講師の雇用の一括管
理の導入であった。業務上の妥当な理由
のために行われる決定は、男性、女性、
パートタイマーその他の区分に該当する
者であるか否かを問わず、必然的に、あ
る集団に他の集団よりも大きな影響を及
ぼすものである。

審判所は、不利益な取扱いに対する使用者の理由
が、ある特定の条件を適用することが真に必要で
あることを示すものであったか否かを批判的に評
価する必要がある。業務上の必要性が確認された
場合、審判所は、当該条件が影響を受ける労働者
（本件の場合は女性）に及ぼす異なる影響の重大
性を考慮する必要があり、業務上の必要性がかか
る影響を上回るに足るものであるか否かを評価す
る必要がある。

平等法

27    
        
        
      

正当化されない Clark v
Metropolit
an Police
Authority
and
another
Case no.
0MY0026
3, 18 May
201

州裁判所 警察当局 1週間当たり32時間勤務
するパートタイムの地区
警部補

1週間当たり40時間勤務す
るフルタイムの地区警部
補

時間外手
当

1週間当たり32時間を超過し
た労働時間分に対する時間外
手当付与の不存在。

1週間当たり40時間を超
過した労働時間分に対す
る時間外手当の不存在。

申立人及び比較対象者の双方が
1週間当たり32時間を超過して
同じ時間労働した場合、フルタ
イム勤務の比較対象者は、申立
人よりも高額の時間給を受領す
ると考えられる。申立人は、超
過した労働時間に関して自らの
標準時間給の支払を受けるべき
である。

パートタイム労働者規則を全体としてみ
ると、パートタイム労働者が自らの通常
の勤務時間を超過して労働した一切の時
間につき、ある金額の支払を受ける権利
を有しないことは明示され又は（明示さ
れていない場合は）黙示的に示されてい
る。

申立人は、通常の勤務時間を超過した時間を含
め、全ての実働時間につき時間給の支払を受ける
権利を有していた。
団体交渉において異なる性別による影響が考慮さ
れたという証拠が存在しなかったため、団体交渉
により包括的な支払制度が生じたということはで
きなかった。したがって、客観的な正当化事由は
存在しなかった。



【別添④】 国別リスト（イギリス)

根拠法 番号 裁判所 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 判決において述べられた結論及び理由の要約

申立人/原告 比較対象者 概要 申立人／原告 比較対象者

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

事件名及
び事件番

号

使用者の
種類

正当化の有無
等

平 等 法
（ 労 働 時
間）

28    
        
        
      

正当化されない London
Undergrou
nd Ltd v
Edwards
(No.2)
[1998]
I.R.L.R.
364

控訴院 公共交通
機関

シフト勤務の女性地下鉄
運転手

該当なし－パートタイム
／フルタイムに関する差
別の事例ではない。

労働時間 新規の勤務システムが導入さ
れ、これにより、申立人が日
中にのみ勤務するため、過度
に長時間勤務することが必要
となると考えられる。

該当なし－取扱いに差異
はなく、争点は、新規の
勤務システムが差別的で
あったことであった。

申立人に対し新規の契約を締結
し、新しい勤務条件に基づき勤
務する旨の条件又は要件を課し
たことにより、使用者は、申立
人の性別を理由として申立人の
雇用継続を不可能にした。これ
は1975年性差別禁止法（2010年
平等法により廃止され、同法に
より置き換えられた。）に反す
るものである。

契約要件の遵守が可能であった女性の比
率が、契約要件の遵守が可能であった男
性の比率より相当低いものであったとい
うのは正確ではない。男女間の比率の差
異は4.8%のみであり、かかる事実は異な
る影響を証明するために十分なものでは
なかった。

シングルマザーである申立人に対し、新規の契約
を締結し、新しいシフト勤務制の下で勤務する旨
の要件又は条件を課したことにより、申立人は仕
事を続けることができなくなった。これは申立人
に対する性別を理由とした違法な差別であった。
ある規定、基準又は慣行により影響を受けた労働
要員において女性が少数しか存在しない場合で
あっても（本件においては女性1名）、審判所は、

男性よりも多くの女性が1人で子供を育てている事
実を考慮する権利を有することを考慮した。影響
のあるわずかな差異により、異なる影響を十分に
証明することが可能である。

平等法

29    
        
        
      

正当化されない Cumbria
CC v Dow
(No.1)
[2008]
I.R.L.R. 91

雇用上訴
審判所

地方自治
体

女性の清掃員、調理補助
員及び介護人
（3,000件を超える請求
が提起された。）

男性の道路工事作業員及
び土地整備作業員

賞与 比較対象者と同一金額の基本
給を支払われたが、同一金額
の賞与の支払を受けなかっ
た。

賞与の支払を受けた。 地方自治体は、女性の職員では
なく男性の職員に付与された賞
与体系が比較対象者のパフォー
マンスを実際に向上させたとい
う事実を示すことができなかっ
た。したがって、賞与体系は真
に重要の要素の抗弁ではなかっ
た。

賞与体系の実施は、生産性を促すもので
あったため、性別とは無関係の真に重要
な要素に相当する。

手当が慣例上男性の仕事とされる仕事を行った者
にのみ付与され、慣例上女性の仕事とされる仕事
を行った申立人に付与されることができなかった
場合において一応の間接差別が生じ、正当化事由
を提示する必要があった。賞与の受領者らは生産
性の向上を感じられなかったため、生産性を向上
させる賞与体系は意図された目的をもはや達成し
ていなかった。したがって、被告は真に重要の要
素の抗弁を有していなかった。

平等法

30    
        
        
      

正当化されない Bury
Metropolit
an
Borough
Council v
Hamilton
UKEAT/0
413–5/09
[2011]
I.C.R. 655

雇用上訴
審判所

地方自治
体

女性の家庭内労働者 男性の現場労働者 賞与支払
金
賃金保証
金

被告の賞与体系が廃止された
後に賞与支払金及び賃金保障
金を受領しなかった。

賞与支払金及び賃金保障
金を受領した。

当初は、賞与体系は生産性に基
づいたものであり、申立人らが
従事した仕事に適用されること
ができなかったが、生産性が個
人を基準として測定されなくな
り、賞与支払金が基本給の一部
として統合され、当該体系は有
名無実のものとなった。
賃金保障金を受領している、男
性職員と比較可能な労働を行う
一応の女性職員は、同額の支払
を受ける権利を有していた。

申立人らに対する賞与の不払は、主に、
該当する仕事が生産性に関連する賞与体
系に適していなかったこと、及び／又は
該当する仕事を効率的に行うことにより
利益が生じることはないであろうと考え
られることの「性別の差異ではない真に
重要な要素」によるものであった。した
がって、賞与の不払は不均等な取扱いで
はなかった。
賞与と生産性との間の因果関係が失われ
たことにより、差異が「有名無実」のも
のであったことの説明となる事実の特性
を明らかにすることは正当化されなかっ
た。かかる説明となる事実は性差による
弊害ではなく、一切の弊害が間接差別の
形で生じる限りにおいて、客観的な正当
化事由は提示された。

賞与と生産性との間の因果関係が時間の経過と共
に失われていたが、特定の職員の集団に対する賞
与の支払に関する被告の説明は有名無実のもので
はなかった。高い生産性を上げた職員の集団へ報
酬を与えるために賞与体系を導入することは、真
に重要な要素の抗弁とみなすことが可能であっ
た。
但し、生産性との関連性が失われたことは、被告
によって正当化されることができなかった間接差
別があったという事実に依拠する抗弁ができない
ことを意味する。

平等法

31    
        
        
      

正当化されない Ratcliffe
and others
v North
Yorkshire
County
Council
[1995]
I.R.L.R.
439

上院 地方自治
体

学校給食調理員 その労働が給食調理員の
価値と等しいと以前評価
された男性の議会労働者

基本給 申立人及びその他の給食調理
員は、人員余剰であるとして
解雇され、契約に入札する企
業と競争するために、より低
い時給で再雇用された。

以前の時給のままであっ
た。

申立人は、全員が依然として全
国合同協議会契約の条件と概ね
同一条件で雇用されている同様
の等級の男性の比較対象者と均
等な賃金を求めた。

時給の違いは、真に重要な要素の抗弁を
構成する市場原理の作用によるもので
あった。

市場原理は、重要な要素の抗弁に相当し得るが、
この場合の給与の差異は、性差によるものであっ
た。根本的な問題は、同等であると評価された労
働に従事する男性と均等な取扱いを申立人が受け
たか否かである。被告は、性差以外の重要な差異
がないにもかかわらず、男性比較対象者よりも低
い給与を女性に支払っていた。そのため、正当化
されない。

平等法

32    
        
        
      

正当化されない Newcastle
upon Tyne
Hospitals
NHS
Foundation
Trust v
Armstrong
UKEAT/0
069/09
[2010]
I.C.R. 674

雇用上訴
審判所

NHS信託 女性の病院使用人 男性の病院ポーター 賞与 信託が依然として同じ病院の
ポーターに支払っている賞与
を受け取っていない。

依然として賞与を受け
取っている。

申立人は、均等な賃金を求め
た。賞与に関する手配は、性を
根拠とした差別を構成する異な
る悪影響を女性労働者に与え
た。

申立人の賞与に対する権利は、ポーター
の労働には影響しない強制競争入札にお
いて予測される外部入札と競争するため
に排除される必要があり、その差をその
後解消することが不可能であった。これ
は1970年同一賃金法第1条(3)に基づく真に
重要な要素の抗弁であった。

給与を同種の労働内容の労働市場のレートに合わ
せるために、同一価値の労働を行う主に男性の労
働者から成る他のグループに対して賞与を払い続
ける一方で、主に女性である労働者グループの賞
与に対する権利を撤回する使用者の決定は、性差
とは関連していない真に重要な要素によるもので
はなかった。なぜなら、使用者が認識していたよ
うに、その労働市場自体が性差別を受けている市
場であり、同一価値の仕事を行う男性よりも少な
い給与の女性のみでほとんどが構成されている。



【別添④】 国別リスト（イギリス)
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申立人/原告 比較対象者 概要 申立人／原告 比較対象者

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

事件名及
び事件番

号

使用者の
種類

正当化の有無
等

平等法

33    
        
        
      

正当化されない Mezzotero
v BNP
Paribas SA
ET Case
Nos.
2201221
and
2203101/0
3

雇用上訴
審判所

銀行 女性銀行員 男性銀行員 賞与 契約賞与が低かった。 契約賞与が高かった。 申立人は契約賞与の支払に関し
て、均等な賃金を求めた。

被告は、申立人と比較対象者に異なる金
額を支払ったことについて真の理由を有
していた。これは、他の使用者によるス
タッフの引き抜きに関する懸念によるも
のであり、支払われた賞与の水準は、こ
れらを会社に引き留めるために必要と考
えられる水準であり、性には関連してい
ない。

真の理由がある一方で、ボーナスの支払いに関す
る制度は透明性に欠け、被告は、法定調査に対す
る関連する質問への返答に応じようとしなかった
ため、性に関連しないということは受け入れられ
ない。

平等法

34    
        
        
      

正当化されない Redcar and
Cleveland
Borough
Council v
Bainbridge
(No 2)
[2008]
I.R.L.R.
776

控訴院 地方自治
体

女性労働者 男性労働者 賞与
手当

申立人は賞与及び手当が支給
されなかったが、比較対象者
には支給された。比較対象者
は、賃金の低下を被った場合
には「賃金保障金」も支給さ
れた。

賞与、手当及び賃金保障
金が支給された。

男性に支払われる賞与及び手当
は、当初の導入時においては真
に正当化されるものであった
が、自動的な賃金の上昇とな
り、賃金の低下を被った者に対
する「賃金保障金」の支給につ
いても差別的なものであった。

賃金保障制度は、差別を段階的に解消す
るという適法な目的により正当化される
ものであった。
個別の団体交渉には性差による弊害が存
在せず、よって、1970年同一賃金法第1条
(3)に基づく正当化される重要な要素で
あった。

被告は、真に重要な要素の有効な抗弁として、又
は不均等な賃金の客観的な正当化としてのいずれ
においても、その賃金保障制度に依拠することは
できない。裁判所は、賃金保障制度の正当化は可
能であったかもしれないが、差別を段階的に解消
しているとの被告の主張にもかかわらず、やはり
当該制度の方針は差別的なものであったため、被
告は当該制度の正当化に失敗したとの判決を下し
た。

平等法

35    
        
        
      

正当化されない William
Ball Ltd v
Wood
EAT/89/01
[2002] WL
819993

雇用上訴
審判所

ホーム・
キッチ
ン・家具
メーカー

女性の清掃・梱包係 男性の商品収集・梱包係 基本給 比較対象者に比べて賃金が低
額である。

賃金がより高額である。 申立人は比較対象者との間にお
ける賃金の均等化を主張した。
申立人の労働は比較対象者の労
働と同一価値であり、賃金のば
らつきは性差でない真に重要な
要素によるものではなかった。
使用者が提示する理由はそれ自
体が性差を理由とした差別的な
ものであってはならず、その判
断基準は客観的であるべきであ
る。

同一価値であるにもかかわらず賃金を均
等にしなかったことは性差別ではなかっ
た。
商品収集・梱包係の方が期待される責任
が大きく、よって、賃金がより高額であ
ることは正当化される。商品収集・梱包
係の労働は重労働を伴うとされているた
め、女性には適していなかった。使用者
と労働組合との間で合意に達した団体協
約の規定では、等級差を参照して賃金が
定められていた。

申立人の労働は比較対象者である商品収集・梱包
係の労働と同一価値であり、賃金のばらつきは性
差でない真に重要な要素によるものではなかっ
た。団体協約自体には性差別による弊害は存在せ
ず、よって、重要な要素の抗弁として依拠するこ
とはできない。

平等法(労
働時間）

36    
        
        
      

正当化されない Peake v
Automotiv
e Products
Ltd [1977]
I.C.R. 480

雇用上訴
審判所

自動車業
界部品会
社

男性現場作業員 昼間勤務シフトの女性現
場作業員

労働時間 退勤時刻が比較対象者より5
分遅い。

退勤時刻が申立人より5
分早い。

申立人は、使用者が、昼間勤務
シフトの女性労働者に対し男性
より5分早い工場からの退勤を
認めることにより、申立人に対
し不当な差別を行ったと主張し
た。

女性らが昼間シフト勤務終了時における
工場出入口の混雑を回避できるようにと
の安全上の理由により取決めがなされて
おり、当該取決めは就業規則に定められ
ているとともに、労働組合により支持さ
れており、同一賃金法の意味の範囲内に
おける差別ではなかった。

当該主張は賃金の支払と関連性を有するものでは
なく、また、「類似の労働」に従事していたもの
の、女性らに対し早い時間の退勤を認めるという
慣行は、雇用契約により規制される事項ではない
ため、同一賃金法は適用されず、原告の主張は
1975年性差別禁止法の下で成立し得る。
かかる不均等な取扱いは直接差別に相当するが、
当該取扱いの理由はこれに関して関連性を有する
ものではなく、よって、性差による直接差別は客
観的に正当化することはできない。

平等法

37    
        
        
      

正当化されない Hartlepool
BC v
Dolphin
[2009]
I.R.L.R.
168

雇用上訴
審判所

地方自治
体

各種契約に基づき広範囲
にわたる職務を遂行する
女性地方自治体職員

男性地方自治体職員 賞与 賞与体系が適用されない。 賞与体系が適用される。 申立人は比較対象者と同一労働
又は同一価値の労働に従事して
いた。
被告が策定した賞与体系は生産
性に影響を及ぼすものではない
ため、有名無実のものである。
当該体系においては、男性が大
部分を占める職員グループに対
して賞与が支払われ、一方、申
立人の大半は女性が大部分を占
めるグループにおいて労働に従
事しており、賞与の支給を受け
ておらず、よって、女性に対し
不均衡な影響を及ぼすもので
あった。

当該賞与体系についての精査又は評価が
実施されなかった点は関連性を有するも
のではない。
当該体系は許容可能な目的、すなわち生
産性の向上を達成するために策定された
との認識を使用者が有していた場合に
は、当該体系は差別的なものではなく、
真に重要な要素の抗弁が成立する。

男性中心の職員グループのために策定された賞与
体系は有名無実のものであった。
賞与がどのように生産性を向上させるのかという
点についての精査又は評価はほとんど実施されて
おらず、よって、当該制度が真に生産性の向上を
意図するものであったと示すには不十分である。
真に重要な要素の抗弁は成立しない。
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平等法

38    
        
        
      

正当化されない Clay Cross
(Quarry
Services)
Ltd v
Fletcher
[1979]
I.C.R. 1

控訴院 専門的、
科学的及
び技術的
会社

女性営業職員 男性職員 基本給 比較対象者に比べて賃金が低
額である。

賃金がより高額である。 類似の労働に対して比較対象者
の方が高額の賃金にて雇用され
ていたため、申立人は均等な賃
金を求めた。
申立人の事例と比較対象者の事
例との間には重要な差異はな
く、よって、真に重要な要素の
抗弁は成立しない。

比較対象者は前職における賃金での雇用
に応じたに過ぎないところ、申立人は、
より低額の賃金での労働に従事する意思
を有していた。使用者は労働者の性別に
は無関心であった。これは真に重要な要
素の抗弁を構成する。

賃金の差異が性差でない重要な差異によるものか
否かを判断するにあたっては、本件では外在的要
因によって賃金の差異がもたらされたかもしれな
いが、かかる外在的要因ではなく、男女間の個人
差を考慮する必要がある。
よって、申立人と比較対象者との間には重要な差
異は存在せず、したがって、被告においては、真
に重要な要素の抗弁は成立しない。

平等法

39    
        
        
      

差別なし Glasgow
City
Council v
Marshall
[2000]
I.C.R. 196

上院 地方自治
体

特別支援学校における指
導員

特別支援学校における教
員

基本給 特別支援学校における教員よ
りも著しく低い金額の給与支
払を受けた。

より高額の給与支払を受
けた。

申立人らは男性及び女性の教員
である比較対象者と類似の労働
又は同一価値の労働に従事して
いた。同一の学校に勤務し、類
似の労働を行っていた資格を有
する教員は、申立人よりも著し
く高額の給与支払を受けた。
被告が格差の理由として言及し
た過去の基準は、1970年同一賃
金法に基づく抗弁を確立するの
に十分なものではなかった。

支払金額の格差は、性差別に基づくもの
ではないため、同一賃金法は適用され
ず、申立人らは客観的な正当化事由を提
供する必要がなかった。

性差別が行われなかった場合においても、賃金の
差異を正当化するためには妥当かつ十分な理由が
依然として立証される必要があるとするのは、
1970年同一賃金法の正確な解釈ではなかった。性
差別は行われなかったため、被告は客観的な正当
化事由を提供する必要がなかった。
但し、裁判所は、女性が男性と同一の労働を行
い、男性に比べて不利益な支払又は取扱いを受け
た事実を立証した時点で、重要な要素の抗弁が実
際にどのように作用するかに関して有用な指針を
提供した。
「差異に関する説明事由が性差による弊害を受け
ていないことを示すため、義務は使用者に移転す
る。かかる義務を履行するため、使用者はいくつ
かの事項につき審判所が求める条件を充足しなけ
ればならない。第一に、提供された説明又は理由
が真正なものであり、有名無実又は虚偽のもので
ないこと。第二に、不利益な取扱いがかかる理由
によるものであること。第三に、理由が「性別の
差異」でないこと。「性別の差異」という語句
は、直接的か間接的かにかかわらずあらゆる形態
の性差別を包含する傾向がある。第四に、依拠す
る事実は「重要な差異」であり、「重要な差異」
は、女性の事例及び男性の事例の間の重大かつ関
連する差異をいう。」

平等法

40    
        
        
      

比較対象者あり Capper
Pass Ltd v
Lawton
[1976]
I.R.L.R.
366

雇用上訴
審判所

製錬・精
製会社

1週間当たりの労働時間

数が40時間の女性調理師

1週間当たりの労働時間数

が40時間、時間外労働時

間数が5時間30分及び3週
間に1度の土曜出勤の調理
師補助

基本給 1週間当たり40時間の労働に
対する時間給が比較対象者で
ある男性調理師補助よりも低
額であり、スタッフの労働条
件が不均等である。

女性である申立人よりも
賃金の時間給が高額であ
る。

申立人の労働は比較対象者の労
働と同一の性質又は概ね類似す
る性質を有するため、申立人の
雇用契約に調理師補助と同一の
賃金及び労働条件を与える平等
条項を盛り込むよう求めた。

申立人の労働と比較対象者の労働との間
には重要な差異がある。当該差異は、申
立人の労働を比較対象者の労働と類似す
る又は概ね類似するとみなすことのでき
ないほどの重要性を有する。

当該労働の種類並びに当該労働に要する技能及び
知識が考慮されるべきであり、当該労働が概ね類
似する性質を有するのであれば、審判所は、申立
人及び比較対象者が遂行する労働間の差異が雇用
条件に関して実質的な重要性を有するものである
か否かを判断する必要がある。
女性は、その労働が男性の労働と同一の性質又は
概ね類似する性質を有している場合には「類似の
労働」に従事しているものとみなされる。
申立人は比較対象者と類似の労働に従事してお
り、よって、申立人の雇用契約に平等条項が盛り
込まれるべきである。

平等法

41    
        
        
      

比較対象者あり City of
Edinburgh
Council v
Wilkinson
and others
[2012]
I.R.L.R.
202

民事上級
裁 判 所
（スコッ
ト ラ ン
ド）

地方自治
体

主に学校、寄宿寮及び図
書館並びに社会福祉事業
において管理職、専門
職、技術職及び事務職に
従事する女性

「現場労働」に分類され
る職に従事する男性労働
者

基本給 申立人に支給される賃金は比
較対象者と異なるかつより低
い賃金率をベースとしてい
る。

女性である申立人よりも
賃金率が高い。

申立人の労働は、道路工事作業
員、ごみ収集人、庭師及び墓掘
り作業員の職を含め、形式的に
現場労働に分類される職に従事
する当該地方自治体の一部の男
性労働者が遂行する労働と同一
価値であり、よって、申立人に
は同一の賃金が支給されるべき
である。

比較対象者は異なる施設で雇用されてお
り、よって、関連性又は許容性を有する
比較対象者であるとは言えない。

施設とは「地理的場所」を意味し、よって、比較
対象者は有効であり、差別があった。

平等法

42    
        
        
      

比較対象者あり North v
Dumfries
and
Galloway
Council
[2013]
UKSC 45

最高裁判
所

地方自治
体

学期期間中のみ1週間当

たり35時間未満の労働時
間数で勤務する学校及び
保育園の女性補助職員

特定の派遣所で現場労働
に従事する整備員、道路
工事作業員及びごみ収集
人等のフルタイム勤務の
男性職員

賞与
付加賃金

男性職員には付与される多額
の賞与及び付加賃金が支給さ
れない。

賞与及び付加賃金が支給
される。

申立人は、自らが選択した比較
対象者が適切であるか否かを判
断するにあたっての適切な判断
基準は、比較対象者が申立人の
勤務している施設で労働に従事
する場合に現在比較対象者が享
受しているのと概ね類似する条
件で雇用されるか否かという点
である、と主張した。

申立人は、自らが選択した比較対象者を
適用するためには、比較対象者が申立人
の職場に異動するという「現実に起こり
得る可能性」を実証する必要はないが、
少なくとも異動が行われる可能性はある
ということを示す必要がある。

学校及び保育園で補助職員として勤務する女性の
地方自治体職員と、現場労働に従事する整備員、
道路工事作業員及びごみ収集人等の男性の地方自
治体職員は、これらの2つの職員グループが異なる
施設で労働に従事しているとはいえ、「同一労働
に従事して」いる。必要条件が異なる場所での職
務遂行であっても、労働条件の均等化に対する障
害とはならない。
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根拠法 番号 裁判所 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 判決において述べられた結論及び理由の要約

申立人/原告 比較対象者 概要 申立人／原告 比較対象者

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

事件名及
び事件番

号

使用者の
種類

正当化の有無
等

平等法

43    
        
        
      

比較対象者なし Robertson
v
Departmen
t for the
Environme
nt, Food
and Rural
Affairs
[2004]
I.C.R.
1289

雇用上訴
審判所

政府機関 環境食糧農林省に勤務す
る男性公務員

他の政府機関に勤務する
女性公務員

基本給 賃金がより低額である。 賃金がより高額である。 最終的かつ全面的な管理権は国
家財政委員会が留保しているた
め、個々の政府機関に存在する
自治権は撤回される可能性があ
り、また、国家公務員担当大臣
は、自らが委任した一切の権限
を留保しているため、引き続き
欠くことのできない単一の報酬
源となっていることから、申立
人は比較対象者として他の機関
に勤務する公務員に依拠するこ
とができる。

被告は、申立人が比較対象者とは異なる
政府機関で雇用されており、比較対象者
と同等ではないことを理由として、比較
対象者は有効ではないと主張した。

雇用が同一使用者による、という点だけでは比較
を可能とするのに十分でない。単一の報酬源に帰
属し、同一労働又は同一価値の労働に従事する労
働者らを特定する必要性がある。
申立人及びその比較対象者が従事する労働は同等
ではなく、よって、申立人は有効な比較対象者を
挙げていない。

平等法

44    
        
        
      

Waddingto
n v
Leicester
Council for
Voluntary
Services
[1977]
I.R.L.R. 32

雇用上訴
審判所

地方自治
体

より広範な責任及び管理
権を有する、比較対象者
より上級職にある女性の
地域コミュニティ職員
（プレイリーダー）

男性の地域コミュニティ
職員（プレイリーダー）

基本給 賃金は社会福祉職員について
国が定める賃金体系に基づ
く。

賃金は国が定める別の賃
金体系に基づく。

申立人及び比較対象者は、概ね
類似する性質を有する労働に従
事している。実際に両者が従事
する内容の差異が両者が同一の
／概ね類似する労働に従事する
ことを妨げるほどの重要性を有
するか否かを判断する際に、監
督を行う義務、責任を負う義務
又は管理を行う義務が適切に考
慮されるべきである。

申立人は、より広範な責任及び管理権を
有しており、よって、比較対象者と類似
の労働に従事していない。

労働者が類似の労働に従事しているか否かを判断
するにあたり、最初に問題となるのは、実際に従
事する労働の性質が類似するか否か、そして類似
する場合は、雇用契約に差異を設けるという実務
的な方法によって当該性質が変化するか否か、と
いう点を判断することにある。国が定める又は交
渉された賃金体系に従い固定給となっている場合
は、これが重要な要素の抗弁となり得ることの論
拠となる。

平等法

45    
        
        
      

Birmingha
m City
Council v
Abdulla
and others
[2012]
UKSC 47

最高裁判
所

地方自治
体

地方自治体議会の元職員
（主に女性だが、一部男
性）

地方自治体議会の男性職
員（本件は、賃金格差が
あったか否かではなく、
申立人が雇用審判所では
なく高等法院に提起可能
であるか否かを判断する
ものであったため、詳細
の記載はない。）

賞与
追加支給
金

申立人の契約には、男性の比
較対象者の契約には規定のあ
る、多額の賞与及びその他の
追加支給金の支給についての
規定がない。

賞与及びその他の追加支
給金が支給される。

雇用審判所への請求の提起期間
（6ヶ月間）を経過した場合は
雇用審判所に提起する方が便宜
であるはずはなく、よって、当
該請求は高等法院に提起可能で
ある。

自らの請求を適時に審判所に提起しな
かったことについて合理的な弁明が可能
な場合を除き、申立人の請求は、別途雇
用審判所により処理される方が便宜であ
るため、却下されるべきである。

平等条項の適用に関する請求は、提起期間の時効
が成立した場合であっても雇用審判所により「処
理される方が便宜である」ことは一切なく、よっ
て、当該請求は高等法院に提起可能であり、却下
されることはない。

平等法

46    
        
        
      

差し戻し Gibson v
Sheffield
City
Council
[2010]
EWCA
Civ 63

控訴院 地方自治
体

女性介護福祉士 男性の街路清掃員及び庭
師

賞与 賞与体系が適用されないた
め、標準賃金が比較対象者よ
り低額である。

申立人には付与されない
賞与が支給される。

申立人の労働が同一価値を有す
ると判断されたため、申立人
は、申立人と同一の労働に従事
する男性の比較対象者で、賞与
体系の適用により標準賃金が大
幅により高額な者と1970年同一
賃金法上の均等な賃金を主張し
た。

被告は客観的な正当化事由を有してお
り、真に重要な要素の抗弁が適用され
る。
当該賞与体系は、全従業員のうち男性が
大部分を占める一部による生産性の向上
を達成するために導入された真正な体系
である。申立人の労働は、生産性連動賞
与を支給する原則の適用により介護労働
の促進につながるような性質を有するも
のではない。

女性介護福祉士と男性比較対象者との間の賃金の
差異には性差による弊害は存在しない。男性職員
に生産性連動賞与が支給されたことにより男女の
賃金に格差が生じ、差別的であった。
女性の労働に対する生産性連動賞与の適用不可能
性は真正なものであるが、当該体系の適用から性
差による弊害を取り除くものではない。使用者で
ある当該地方自治体は、当該体系が客観的に正当
化されることを示す必要がある。
本件は、客観的に正当化されるか否かを判断する
ために、雇用審判所に差し戻された。

平等法

47    
        
        
      

差し戻し Wilson v
Health and
Safety
Executive
[2010]
I.R.L.R. 59

控訴院 政府機関 女性職員 男性職員（その多くは、
被告の下での勤続年数が
申立人より長い。）

基本給 女性職員は、通常、それほど
長い期間被告の下で勤務する
わけではないため、勤続年数
に連動する賃金の上昇は女性
職員が容易に得られるもので
はない。

支給される賃金が勤続年
数に応じて上昇する。

10年を超える勤続年数に応じた
賃金上昇の基準は、女性職員に
対し本質的に異なる影響を及ぼ
し、正当化されるものではな
く、よって、職員は、勤続年数
に応じた賃金基準の適用及び当
該基準の適用方法について異議
を申し立てることができる。
勤続年数に連動する賃金基準の
適用に対する1970年同一賃金法

又は1975年性差別禁止法に基づ
く異議申立てを妨げる要因はな
い。

Danfoss事件判決の趣旨は、使用者は、経
験により労働者の業務遂行能力が向上し
たことを示した場合は、賃金決定要素と
しての勤続年数に連動する基準の適用を
正当化する必要がないことにあり、ま
た、Cadman事件判決においては、勤続年
数に連動する賃金基準の適用に対しては
異議申立てが可能であるが、当該基準が
実際に適用される方法に対しては不可能
とされた。

同一賃金に関する訴訟において、使用者は、勤続
年数に連動する賃金基準の適用及びそもそもの適
用自体に対する客観的な正当化事由の提示が求め
られる可能性がある。
労働者は経験により労働の質を向上させることが
可能であると法律により認められたため、原則と
して、使用者は、勤続年数に連動する基準への依
拠について特別な正当化事由を提示する必要はな
い。使用者は、当該基準が経験に対する報酬の付
与という目的を達成するのに適切であるとの「重
大な疑義」を示す必要がある。
申立人は自らの請求に係る手続の続行が認められ
た。



【別添④】 国別リスト（イギリス)

根拠法 番号 裁判所 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 判決において述べられた結論及び理由の要約
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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

事件名及
び事件番

号

使用者の
種類

正当化の有無
等

平等法

48    
        
        
      

差し戻し Barton v
Investec
Henderson
Crosthwait
e
Securities
Ltd [2003]
I.C.R.
1205

雇用上訴
審判所

証券仲介
業会社

女性金融アナリスト 男性リサーチディレク
ター

基本給
長期奨励
報酬
ストック
オプショ
ン

申立人は賃金及び長期奨励報
酬における格差、並びに自社
株購入権（ストックオプショ
ン）の付与に関する取扱いの
格差を受け、性別を理由に賞
与の付与について不利な取扱
いを受けた。

より高額な賞与、賃金及
び長期奨励報酬を支給さ
れるとともに、自社株購
入権（ストックオプショ
ン）も付与される。

審判所は、性差別行為があった
との判決を下すことが可能か否
かを判断するためには、使用者
による弁明がない場合は、ま
ず、申立人により証拠が示され
た事実を検討しなければならな
い。その段階においては、審判
所は、違法な差別行為があった
との判決に至る必要はないが、
当該事実がかかる判決につなが
る可能性があるとの判決に至る
必要がある。その後、性差が当
該取扱いの理由の一部を構成し
ないことを示す立証責任は使用
者に移行する。

使用者が差別行為を犯していないことの
立証責任は使用者側にあり、使用者は、
あらゆる点に対して十分な答弁を行うこ
とができない場合であっても、性差がそ
の不均等な取扱いの要因ではないことに
ついて証明十分と審判所に判断させるこ
とができれば、当該立証責任を果たした
ことになる。
事業者の実際の必要性に応じた取扱いの
差異は、当該目的を達成するのに適切な
ものであり、かつ、当該目的上必要であ
り、よって、重要な要素の抗弁が成立す
る。

被告が違法な差別行為を犯したと審判所が判決を
下すことが可能な事実を証明する責任があるの
は、差別について不服申立てを行っている申立人
である。
申立人が性差を根拠として当該事実の証明を行っ
た場合、立証責任は被告に移行する。
被告は、当該取扱いが性差を根拠とするものでは
一切ないことを証明しなければならない。同一賃
金に関して、審判所は、同一賃金義務の回避を理
由とした秘密性及び／又は透明性の欠如を伴う賞
与文化を容認するわけではなかった。
申立人の上訴が認められ、本件は雇用審判所に差
し戻された。

平等法 (フ
レックス）

49    
        
        
      

Hacking &
Paterson v
Wilson
UKEATS/
0054/09
[2011] Eq.
L.R. 19

雇用上訴
審 判 所
（スコッ
ト ラ ン
ド）

プ ロ パ
ティマネ
ジメント
サービス
会社

フルタイムで雇用された
プロパティマネージャー
（フレキシブルワークを
求める要求が拒否された
後に退職した。）

該当なし－比較対象者は
要しない。

フレック
スワーク

育児休暇復帰後のフレキシブ
ルワークを求める要求が拒否
された。

該当なし－比較対象者は
要しない。

被告が用いる比較対象者は広く
捉えるべきであり、被告の全て
のプロパティマネージャーを含
むべきである。育児責任によ
り、フルタイムで労働すること
が可能であったと考えられる女
性はほとんどいなかったため、
一応の間接差別が存在した。

適切な比較対象者が全員フレキシブル
ワークを求める被告の従業員であるプロ
パティマネージャーであったため、請求
は成功しなかった。プロパティマネー
ジャーによるフレキシブルワークに関す
る一切の要求は拒否されるであろうと考
えられるため、間接差別が存在するはず
はない。

該当する事例における適切な比較対象者は、フレ
キシブルワークが利用可能になることを求める被
告のプロパティマネージャーであった。フレキシ
ブルワークに関心を持たない者は、比較対象者に
含まれるべきではない。比較対象者に含まれる全
ての者がフレキシブルワークに関する要求に対し
て否定的な回答を得ていたであろうと考えられる
事実は、かかる全ての者が不利益であると適切に
特徴付けられることが可能な何らかの事例を経験
するか、又は、かかる全ての者に対する不利益が
必ずしも同一の不利益ではなかったと考えられる
ことを意味するものではない。但し、雇用上訴審
判所は、フルタイムを基準とする方針により女性
にもたらされる「特定の不利益」を争うその他の
要因に加えて、現在多くの女性が子供を出産した
後にフルタイムで仕事に復帰し、より多くの男性
が育児責任を担い、両性の労働者がフレキシブル
ワークで働く機会を求めていることを認識してい
る。
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