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1．  なぜ「同一労働同一賃金」が取り上げられ
たのか？

　安倍政権において「同一労働同一賃金」が表舞
台に登場したのは、2016年 1月の通常国会施政方
針演説のなかで安倍首相が「ニッポン1億総活躍
プランでは、同一労働同一賃金に踏み込む」と発
言したのが始まりであった。安倍政権が取り組ん
だアベノミクスは、「大胆な金融政策」「機動的な
財政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」からな

る3本の矢を掲げたが、成長戦略の目玉として岩
盤規制改革を挙げ、その最重要分野として雇用制
度改革を位置づけた。
　雇用制度改革とは、日本の雇用・労働政策の課
題であった「労働人口の減少、賃金下落、正規・
非正規雇用労働者間の処遇格差拡大、成長産業へ
の労働移動の停滞」を打破し、デフレ脱却に必要
な経済好循環の形成のための処方箋を立案しよう
としたものである。
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－「同一労働同一賃金」の取り組みは日本的雇用慣行を変えうるか－

Point
❶  「同一労働同一賃金」は企業横断的に「職務を基準」に賃金を決める考え方で、企業別に「人を基準」
に賃金を決める日本的雇用慣行とは相いれない考え方が根底にある。日本で「同一労働同一賃金」
に取り組む場合、日本的雇用を無視したものであれば企業の現場が混乱する一方、現状の働き方に
配慮しすぎると改革の効果が薄れる。昨年12月に公表された働き方改革の「同一労働同一賃金」
ガイドライン案はこの難問に取り組んだものである。

❷  ガイドライン案で取り上げる「同一労働同一賃金」とは、非正規雇用労働者の正規雇用労働者との
処遇格差を是正するため企業内の不合理な格差を禁止するものであり、日本的雇用慣行を変えるも
のではない。「同一労働同一賃金」という言葉に惑わされず、ガイドライン案に示された内容を正
確に理解し、企業単位で実情に合わせ対策を講ずる必要がある。

❸  他方少子高齢化が進む中、日本の労働市場・雇用慣行を巡る社会経済環境は大きく変わりつつあり、
安倍政権の働き方改革を契機としてこの動きが加速する可能性がある。今後の社会経済環境の変化
を見据えて中長期かつグローバルな視点で企業として日本的雇用慣行の見直しに向け対応を検討す
る時期に来ている。

（なお、本稿において実務家向けで一般読者には詳しすぎると思われる内容については、脚注にて記載
した）
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　アベノミクスを推進する中で、当初は失業率低
下・有効求人倍率も高まるなど雇用の量的な面の
改善効果は出たものの、個人消費のベースとなる
実質賃金が伸び悩むなど雇用の質的な面の効果は
表れず、雇用制度改革も進まなかった。
　このような状況の中で、非正規雇用労働者が増
えていることにあらためて着目、成長戦略を牽引
するため「ニッポン1億総活躍」にスローガンを
衣替えし、その核となる「働き方改革」を立ち上げ、
「長時間労働の是正」と「同一労働同一賃金などに
よる非正規雇用労働者の処遇改善」を中心テーマ
とした。
　非正規雇用の経済的課題とは、正規・非正規雇
用労働者ともに職務給である欧米と異なり、日本
では年功賃金の正規雇用労働者と職務給の非正規
雇用労働者との処遇格差が大きいことに加え、
1990年代に経済のグローバル化と規制緩和により
非正規雇用労働者が大幅に増加、雇用者全体に占
める割合が3割を大きく超えた結果、個人消費の
拡大など経済の好循環を形成するには、単に正規
雇用労働者の賃上げでは足りず、非正規雇用労働
者の処遇改善に踏み込まざるを得ないという問題
意識であり、処遇改善のための方策として「同一
労働同一賃金」が取り上げられたものである。

2．  官邸主導による「同一労働同一賃金」の具
体化

　安倍首相の「同一労働同一賃金実現に踏み込む」
発言に対して、経営者側は、日本的雇用慣行とど
のような折り合いをつけるのかと危惧し、労働者
側は、非正規雇用をなくして行くべきところ、正
規・非正規間の処遇格差是正は、下手をすれば正
規雇用労働者の処遇切り下げにつながりかねない
と危惧していたが、2013年秋から設置した、賃上
げのための政労使会議などで論議を積み上げ、
2016年 9月末に設置した「働き方改革実現会議」
（以下、「実現会議」）で「同一労働同一賃金」への
取り組みを俎

そ

上に載せた。
　「実現会議」は安倍首相を議長に関係大臣が入り、

民間議員15人からなる官邸主導の組織で、民間
議員には経団連や連合など労使のトップや学者・
民間企業実務者などが加わり、これまでの労働政
策の利害調整による合意形成とは異なる、経済政
策・成長戦略の方向と整合性を持たせた労働政
策・施策について、ステージを上げ実行を見据え
た検討組織であった。
　「実現会議」は、2016年 9月末から 2017年 3月
末までの半年間に10回開かれ、5回目の会議で「同
一労働同一賃金」ガイドライン案が示された。
　最終回には「働き方改革実行計画」（以下、「実
行計画」）が公表され、議長である安倍首相が「実
現会議で取りまとめた計画を忠実に順守し関係法
令を速やかに成立」させるよう関係大臣に指示、「実
行計画」の工程表に基づき実行状況をフォローす
ることも宣言した。
　「実行計画」を受けて、本年4月から「同一労働
同一賃金」に関する関係法令の改正について政労
使の構成による労働政策審議会（以下労政審）で
審議が始まったが、6月 9日には労政審として厚
生労働大臣へ提出する「同一労働同一賃金」に関
する法整備の答申が取りまとめられた。この答申
の内容は、「実現会議」で「同一労働同一賃金」に
つき先行的に議論され「実行計画」で取りまとめ
られた内容に沿うもので、政労使による審議をわ
ずか2カ月で取りまとめたことは、これまでに例
のない速さである。
　「同一労働同一賃金」に関する法改正は、今後働
き方改革関連法案として1本にまとめられ、安倍
内閣の改造後に閣議決定、秋の臨時国会に提出さ
れる見込みである。国会審議では、野党側の反対
は想定されるものの微修正程度にとどまり、大き
な政治の混乱がなければ12月頃、遅くとも来年1
月に開催される通常国会で成立、2019年 4月から
施行される可能性が高い。

3．「同一労働同一賃金」の内容と特徴
（1）「同一労働同一賃金」ガイドライン案の狙い
　企業の賃金処遇制度は企業労使で対応する領域
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であり、ガイドライン（指針）を示すだけでは企
業の賃金処遇制度に反映されないため企業労使の
協議を通じて制度化するステップが必要となる。
　また、このガイドラインは労働基準法のように、
施行により強制力を持つものではなく、労働者が
処遇格差是正を訴えた際の司法の判断根拠になる
ものだが、2019年 4月施行時点で何の対応もとら
ず無防備な状態になることを避けるため、ガイド
ライン公表から改正法の施行までの間に春闘を3
回入れることが妥当と判断、本来法改正後に公表
されるガイドラインを法改正前の2016年 12月
に、法的拘束力のない案として公表されたもので
ある。

（2）「同一労働同一賃金」ガイドライン案の特徴
　  ①本ガイドライン案は、「同一労働同一賃金」を
実現することが目的ではなく、正規雇用労働者
と非正規雇用労働者との企業単位での不合理な
待遇差を解消するための手段という位置づけの
ものである。このことは、日本の中で数少ない
職種別同一労働同一賃金になっている派遣労働
者を派遣先の正規雇用労働者の年功賃金にさや
寄せしようとする考え方を見てもよく分かる。
　  　また、非正規雇用労働者とは、有期雇用労働者、
パートタイム労働者、派遣労働者を指し、対象
となる法律は、労働契約法・パートタイム労働
法・労働者派遣法であるが、バラバラな対応で
は格差の逃げ道ができるため三つの法律の一括
改正を前提としている。
　  ②本ガイドライン案で掲げる「同一労働同一賃

金」では、「均等および均衡待遇の確保」を求め
ている。均等とは、「前提条件が同じ場合は同じ
待遇にする」ことであり、均衡とは「前提条件
が違う場合は、違いに応じた待遇にする」こと
である。

　  　欧州のような職務給制度で企業の枠を超えて
横断的に賃金が決まる仕組みとは異なり、企業
別に「人を基準」に賃金が決まる日本では、正
規雇用労働者と非正規雇用労働者の処遇格差の
存在を認めた上で企業内の「不合理な待遇差」
を是正しようとするものである。

　  　また、「不合理な待遇差」かそうでないかはガ
イドラインで具体的に列挙し、訴訟時の司法判
断の根拠とすることにより実現につなげていく
ことをもって「同一労働同一賃金の実現」と呼
ぼうとするものである。

　なお、ガイドライン案公表以降に見直し・修正
された枠組みとして、派遣労働者の取り扱いを脚
注1に、労働者に対する待遇に関する説明義務を
脚注2に記載した。

（3）  ガイドライン案の個別項目（有期雇用労働者、
パートタイム労働者）

　ガイドライン案では、基本給、賞与・手当、福
利厚生、教育訓練など四つに分けて具体例を挙げ
ている。
＜基本給＞
　職務給の記載はなく日本的雇用慣行で広く採用
されている職能給、成果給、勤続給の場合につい

1    派遣労働者の取り扱い
　  本ガイドライン案では派遣労働者について、派遣先労働者との均等・均衡待遇の確保を図ることとしていたが、派遣労働者は 3
年で派遣先を変わるケースが多く、その都度処遇が変わり不安定になることなどから、働き方改革実行計画（本年 3月）、労政審
法整備答申（本年 6月）では、「派遣先の労働者との均等・均衡方式」と「（派遣元の）労使協定による（同種の一般労働者の賃
金水準と同等以上など）一定水準を満たす待遇決定方式」とのいずれかの選択制となった。
2    労働者に対する待遇に関する説明義務
　  現行労働契約法 20条は「有期であることを理由とした不合理な待遇差を禁じている」が、不合理であることの立証責任を労働者
側に負わせている。
　  このガイドライン案では、立証責任に関する明文の記述がないため現行の枠組みを維持しているという見方があったが、「働き方
改革実行計画」、労政審法整備答申では、「労働者側が一方的に不利にならないよう使用者に労働者に対する待遇に関する説明を義
務づける」こととなった。
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て問題となる例・ならない例を列挙している。
　基本給や昇給において、経験・成果・勤続・勤
続による職業能力の向上といった支給基準の要素
について、正規雇用労働者と同一の条件を充足す
る非正規雇用労働者には同一の支給内容を、違い
がある場合は違いに応じた扱いを求めている。
　他方でガイドライン案5ページ基本給注記にお
いて、基本給・各種手当（賞与を含む）について、
正規雇用労働者と非正規雇用労働者との賃金決定
基準・ルールの違いがある場合は、「将来の役割期
待が異なるため」といった主観的・抽象的説明で
は足りず、「職務内容」「職務内容・配置の変更範囲」
「その他の事情」の客観的・具体的な実態に照らし
て合理的な理由が存在することが必要とされた。
すなわち、キャリアコースの違いや転勤を伴う人
材活用範囲の違い、ペナルティーを伴う負担・責
任の違い等に基づいて基本給・賞与・各種手当に
ついて正規・非正規雇用労働者間の支給基準が異
なることが合理的に説明できれば問題にならない
ことがこの注記で明確となった。

＜賞与＞
　賞与については、企業業績への貢献度に応じて
支給という均衡の考え方での対応を求めている。
正規雇用労働者に支給し、非正規雇用労働者に支
給しない扱いとするには、上述した基本給の注記
記載の合理的理由が求められる。

＜手当その他＞
　 •手当：
　　  手当の設けられた目的・趣旨を踏まえた支給
基準を満たす場合は非正規雇用労働者にも均
等の対応を求めている。なお、手当について

のガイドライン記載内容と支給の要否につい
ての考え方等詳細を脚注3に記載した。

　 •福利厚生：
　　  食堂、休憩室、更衣室、転勤者用社宅、健康
診断に伴う勤務免除・有給による保障、病気
休暇、勤続期間に応じた法定外年休・休暇が
列挙されており、同一企業で雇用されている
以上非正規雇用労働者にも均等の対応を求め
ている。

　 •教育訓練など：
　　  安全管理に関する措置や給付について、非正
規雇用労働者にも均等の対応を求めている。

　　  教育訓練については、「現在の職務に必要な技
能・知識」について雇用形態の区別に関係な
く均等の対応を求めている。　

4．日本の労働市場・雇用慣行の特徴と問題点
　日本の人口は、2008年の 1億 2,800 万人をピー
クに長期的に減少、2060年までの約 50年間で
4,000 万人（毎年平均80万人）の人口減少が見込
まれている。そのうち、20歳から 64歳の働き手
は 3,400万人の人口減少が見込まれる一方、65歳
以上の高齢者は500万人強増加することが予測さ
れている。急速に進行する少子高齢化の下で勤労
世帯の負担増を少しでも軽減し活力ある日本経済
を維持するためには、人口全体の中で経済活動に
携わる労働者の比率を高めることが必須である。
　そのためには、男性が働き、女性が家事・育児
に専念するなど個人の年齢や性別に大きく左右さ
れる現行の働き方を見直し、働く意思と能力を持っ
た労働者が、それぞれに合う雇用機会が得られる
労働市場へ転換することが求められている。
　このような社会経済環境の変化の下で、あらた

3    ガイドライン案の手当についての補足
　  ガイドライン案で手当として列挙されているのは、「役職手当、特殊勤務手当、精皆勤手当、時間外労働手当、深夜・休日労働手
当、通勤手当、出張手当、単身赴任手当、地域手当」であり、家族手当（配偶者手当、子ども手当）や退職金の記載はない。
　  それぞれ手当の設けられた目的・趣旨を踏まえた支給基準を満たす場合は非正規雇用労働者にも支給することを求めている。
　  均衡というより均等の考え方で実質的な公平性の観点から支給を検討する必要があるが、ガイドライン案記載の「問題とならな
い事例」の理屈の援用や上述した基本給の注記記載の対応をとれば、非正規雇用労働者に支給すべき手当はかなり限定される可
能性がある。
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めて日本的雇用慣行の特徴と問題点を整理した。

（1）日本的雇用慣行の特徴
　戦後形成され、高度成長期に定着した日本的雇
用慣行は、長期雇用保障、年功昇進・年功賃金、
企業別組合が3本の柱であるが、それだけではな
く新卒一括採用や企業内育成、定年退職制度とも
一体となった、労働市場が企業別に分断された雇
用システムである。
　  ①年功賃金は、年齢が高くなるとともに増える
生活費を考慮して支払われる生活給という性格
と、勤続が長くなると習熟度・熟練度が増す能
力を考慮して支払われる能力給という性格があ
り、労働市場の職種別賃金と比べ中高年で高く
なる仕組みに特徴がある。
　  ②長期雇用では、期間の定めがないだけでなく
「職務の限定のない雇用契約」に特徴がある。暗
黙の包括契約を結んだ労働者は企業に就社する
ことでどのような仕事を命じられても、どのよ
うな場所での勤務を命じられてもそれに従う義
務がある。その見返りに、企業は労働者の従事
する仕事がなくなっても別の仕事に配転するこ
とで雇用を保障する義務を負う。
　  　こうした包括的な労働契約の下では、賃金は
個々の職務に応じた「職務給」ではなく、個人
の仕事能力が勤続に応じて高まることも加味し
た「職能給」となる。
　  ③企業内や企業グループ内での頻繁な配置転換
を長期にわたり繰り返すことにより、未熟練の
新卒労働者を企業内の多様な業務に対応できる
熟練労働者に育成し、また事業の拡大や縮小に
柔軟に対応できる柔構造の職場を形成、企業の
成長・発展を支えてきた。
　  　また、企業内の労働組合と経営者は企業の存
続と発展を共通の目的として円満な労使関係を
築き、不況期には企業存続に一致して取り組む
ことができた。

（2）日本的雇用慣行の問題点
　  ①不況期にも労働者の雇用を維持するためには、

そのバッファーとなるものが不可欠となる。日
本の大企業は以前から下請け企業や臨時工など
を抱え、いざというときの調整弁としていたが、
1990年代以降経済の停滞やグローバル競争の激
化、規制緩和により非正規雇用労働者がこの
バッファー機能と位置づけられ急速に増加し
た。

　  　正規雇用労働者と非正規雇用労働者の二極化
は、雇用格差の拡大として社会問題化するだけ
でなく企業内でも職場における公平さの見直し
が求められることになった。

　  ②日本的雇用慣行の原点というべき「職務の無
限定」を前提にした働き方は長時間労働になり
やすく、少子高齢化が進む中、女性や高齢者な
どに働く機会を与える公平な働き方とは言えな
い状況となった。

　  　また、大企業でも倒産や大規模なリストラが
生じる可能性が高まるなかで現行の働き方は雇
用リスクがないとは言えない状況となった。

　  ③企業内育成の面では、閉鎖的な企業内労働市
場ではプロフェッショナル人材は育ちにくく、
グローバルな業務展開に対応するには支障を来
すリスクやキャリア形成に偏りが出て有能な人
材を企業内に囲い込み成長産業への労働移動が
停滞するリスクが生じている。

　  　また、グローバル化で外国人を雇用する企業
が増える中、日本的な賃金処遇制度は外国人の
理解が得られないものとなっている。

など問題点が顕在化しつつある。

5．  「同一労働同一賃金」ガイドライン案の評価
と企業実務への影響

（1）「同一労働同一賃金」ガイドライン案の評価
　ガイドライン案は、非正規雇用労働者にとって
何が不合理な労働条件であるかを具体例で示し、
また非正規雇用労働者に対しても教育訓練の機会
を与えることを明示したことで正規・非正規間の
処遇格差縮小、より公平な処遇に向けて大きな一
歩となると評価できる。

人材／人材育成の視点
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　一方、正規・非正規労働者間の賃金格差の原因
は、年功賃金により年齢とともに賃金が高まる正
規雇用労働者の方にあるが、ガイドライン案では
正規雇用労働者の年功賃金を維持したままで非正
規雇用労働者との賃金格差を是正するというアプ
ローチを行っている。
　さらに、基本給の注記が示すように、長期的な
働き方を前提に責任範囲や異動範囲が異なる正規
労働者と非正規労働者との処遇格差を容認してお
り、日本的雇用慣行を社会環境の変化に合わせて
変えていくといった内容になっておらず課題を先
送りした観がある。
　しかしながら、この働き方改革と「同一労働同
一賃金」のスローガンの社会への浸透は、これを
契機としてさまざまな日本的雇用慣行やそれを支
える税や雇用の諸制度の枠組みの見直しを加速さ
せる動きにつながる可能性があり、その面ではイ
ンパクトはあると思われる。

（2）企業実務への影響
　働き方改革の「同一労働同一賃金」ガイドライ
ン案や今後の法制化への対応としては、各企業に
おいて実情に応じ非正規雇用労働者の賃金処遇決
定基準・ルールの整備が必要である。

　本ガイドライン案は、現行の働き方に配慮した
内容になっており、既に賃金処遇制度が整備され
た企業では実務への影響は少ないと思われるが、
これを機に、基本給・手当面や人材活用の仕組み
の面で、正規雇用労働者の既存の基準・ルールの
見直しなどを並行して行う場合はかなりのエネル
ギーの投入が求められる。
　懸念事項の詳細については脚注4に示した。

6．今後の課題
（1）  日本的雇用慣行・雇用システムは、日本企

業特に製造業にとって企業競争力の源泉で
あり、人材育成の要であり、簡単に変容さ
せるべきものではない。

　とは言うものの、少子高齢化の進展やグローバ
ル化により、日本的雇用慣行が企業競争力を削ぐ
面も出てきている。
　企業の海外展開が加速するなかで、業務が高度
化し、経営から個々の業務まで海外にも通用する
プロフェッショナルレベルのスキルが求められる
今日、今後も企業内育成の人材のみで対応できる
のか？
　海外事業の管理をするにあたりキャリアアップ
を積み重ねてきた欧米の人材を企業内育成の人材

4    企業実務への影響に関する懸念事項
　（1）  「同一労働同一賃金」ガイドライン案は、正規・非正規間の処遇格差の是正を対象にしているが、すでに派遣労働者などを直

接雇用に取り込み、処遇は取り込み前のままとした無期雇用労働者が存在する企業で、既存の正規雇用労働者との処遇格差
は別途是正の対象になるかという問題がある。

　　　  また、これと関連し、派遣労働者（有期雇用労働者も同じ）に関しては労働契約法 18条で定められた 5年継続雇用による無
期転換ルールにより、該当する労働者が無期雇用の申し込みの権利が得られるのが 2018 年 4月、さらに 2015 年派遣法改正
により（有期）派遣労働者が同じ職場で働く期限が 3年までとなりその最初の期限が 2018 年 9月末、この「同一労働同一
賃金」の法改正の施行が 2019 年 4月と予測される。

　　　  派遣労働者の均等・均衡待遇については、「派遣先の労働者との均等・均衡方式」ではなく「労使協定による一定水準を満た
す待遇決定方式」の選択が一般的となると思われるが、企業として上記課題を総合的に判断してよりよい対応を早期に講ず
る必要がある。

　（2）  「働き方改革実行計画」・法整備の労政審への答申で、使用者に対し労働者への待遇に関する説明の義務化が加えられたが、
比較対象となる正規雇用労働者の集団の選定や説明内容につき事業主にどこまで根拠や整合性を求めるのか、その内容いか
んで実質立証責任を事業主に負わせることに匹敵するものとなり、企業にとって賃金決定基準・ルールについて整合性・根
拠の明確化がより求められる可能性がある。

　（3）  ガイドライン案の基本給注記において正規雇用労働者と「職務内容」「職務内容・配置の変更範囲」「その他の事情」の客観的・
具体的実態に照らして正規雇用労働者と非正規雇用労働者の違いを判断する場合、「就業規則において異動対象になっている、
あるいは将来異動の可能性があるというだけでは違いに合理性はない」などと実態中心に判断された場合は、不合理な待遇
差の範囲は大きく広がる可能性がある。

働き方改革と「同一労働同一賃金」
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がマネジメントできるのか？
　新卒社員は専門職志向が強く自らキャリアデザ
インしていこうという傾向がある、あるいは共働
きを前提に転居を伴う異動を避けようとする傾向
がある中でこれからも職務や異動範囲を限定せず
従来の延長の企業内育成で対応できるのか？
　このような問題意識を持つマネージャー、若手
社員は多いのではないか。

（2）  最近、霞が関の次官・若手プロジェクトが
取りまとめた「不安な個人、立ちすくむ国家」
の資料に目を通していたところ、次の文章
が目にとまった。

　•   かつて人生には目指すべきモデルがあり、自
然と人生設計が出来上がっていたが、今は何
をやったら合格か分からない中で自分の生き
方を自分で判断しなければならない。

　•   「早すぎる変化」「変わらない仕組み」「あふれ
る情報」「見えない将来」。

　　誰もが不安を抱えている。
　•   今後は人生100年、二毛作・三毛作が当たり
前にもかかわらず、「昭和の標準モデル」を前
提に作られた制度とそれを当然と思いがちな
価値観が絡み合い変革が進まない。

　日本的雇用慣行も「昭和の標準モデル」を前提
に作られた仕組みである。
　慎重かつ効果を見極めながらも、この社会経済
が大きく変化する時期に、例えばジョブ型正社員
やプロフェッショナル正社員、職種別採用や転職
者の再チャレンジ制などといった取り組みを大胆
に行い、これからの時代に合った「自由と秩序」
ある新たな仕組みを構築することが求められてい
るのではないか。
（本稿は、2017年 7月 25日時点の情報をもとに執
筆した）
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