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２０１４年 ２月１８日 

東京都労働委員会 

 会長公益委員 房村精一・公益委員 白井典子・同 篠崎鉄夫・同 岸上茂・同 後藤邦春・ 

 同 稲葉康生・同 馬越恵美子・同 平沢郁子・同 栄枝明典・同 森戸英幸・同 桜井敬子・ 

 同 水町勇一郎 殿 

 

明治乳業争議支援共闘会議 

 議 長  松本  悟 

明治乳業争議団 

                           団 長  小関  守 

東京都労委平成６年第５５号事件補佐人団 

                           代 表  丹波  孝 

 

無 回 答 に 対 す る 抗 議  ならびに 公 開 質 問 状（その２） 

 

 前回（２０１３年１０月１７日付）の、荒木尚志前都労委会長以下合議参加の１２名の

公益委員に対する公開質問状による質問に、回答期限（２０１３年１１月２９日）を過ぎ

ても回答がありませんでした。門柳明子審査調整課長の説明(２０１３年１２月１９日)によ

れば、前例がないこと等を理由とした「房村精一会長の判断」とのことでした。私たちは、

この不誠実な対応に抗議し、その早急、かつ、誠意ある回答を重ねて求めるものです。 

 

併せて、前回に続き第２回目の質問を行います。これに対しても、荒木氏以下１２氏は

誠実にお答えください。この分の回答期限は、２０１４年３月２０日とします。 

尚、回答にいたる手順は、第１回目質問状の表書き記載のとおりです。 

この質問も公開質問とします。 

 

質    問（第２回） 

 

質問６．労働委員会が申立人らの主張・立証を否定する基準・根拠は何か 

申立人らの本件申立は、多年度累積格差の一括是正を求めるものです。 

申立人らは、この種申立が通常採る方法で主張・立証しました。すなわち、「集団的累積 

格差の存在」、「申立人らの組合活動とそれに対する被申立人会社の嫌悪の情」を主張・立

証しました。このうち、「集団的累積格差の存在」の主張・立証には、その一環として、「請

求する救済の内容」を確定する作業が含まれることになりますが、その主張・立証・確定

に当って資料が不足していたので、不足部分を補うために会社に対し資料開示を求め、労

働委員会も申立人らに同調し、開示を促しました。しかし、会社は、申立人ら及び労働委
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員会の開示要請を拒否し開示しませんでした（命令Ｐ４９～５０)。この場合、開示しなか

ったという事実だけが重要で、拒否理由について云々する必要はありません。開示拒否の

理由いかんによって、拒否から生じる会社の責任・不利益を、他に転嫁することは許され

ないからです。仮に、本当に紛失ないし廃棄したために開示できなかったとしても、紛失・

廃棄から生じる責任の一切を会社が負うのは当然で、その中には開示拒否に伴う会社の不

利益も含まれます。ところが命令は、拒否理由について云々し、開示拒否から生じた責任

を、申立人らに転嫁しました。(このことについては別途質問します）。 

 ここで、「資料不足」について付言しておきます。申立人らの手元には２点の資料があり、 

いずれも別件・市川工場事件で会社が提出したものです。一つは、「事業所採用者経路にお 

ける申立人と同性・同期・同学歴の組合員４６２名の昇格状況、Ｓ５５年度～Ｈ２年度」 

であり、他は、同じ４６２名についてのＳ５９年度～Ｓ６０年度における職分・号給・基 

本給額についての資料です。市川事件がＳ６０年・Ｓ６１年に申立てた３件の併合審査で 

あり、すべて、Ｓ５５年度～Ｓ６０年度における累積差別の是正を求めるものであったた 

め、これらの資料がカバーする年度が、全国事件の請求年度（Ｈ元年度～Ｈ５年度）とは 

マッチしない、全国事件には４６２名には含まれていない申立人がいる、等の不十分さが 

ありました。そのため追加開示を請求したのですが、拒否されたわけです。 

そこでやむなく申立人らは、資料不足を推定によって補わざるを得ませんでした。従っ 

て、ここでの問題は、推定の妥当性如何という問題を含むことになります。この点につい 

て、命令（Ｐ４８）は、次のように、否定的に述べています。 

「（３） 当委員会の判断 ① 申立人らは、その昇給・昇格が劣位にある根拠として申立

人らと同性・同学歴・同一勤続年数の組合員である従業員群の中位者の職分・給与を用い

ている。そして、申立人らは、６１年以降の中位者の選出に当っては、『各入社年度別中位

者の６０年度の職分・号給から毎年１号給から７号給まで昇給し、７号給以降からは翌年

に直近の上位職分に昇格するもの』としている。すなわち、申立人らは、年功的に昇給・

昇格した中位者なる者を推定して、申立人らとの集団的な比較を行っている。しかしなが

ら、会社においてそのような職分・賃金制度の年功的運用傾向が存在した事実を認めるに

足りる疎明はなく、かかる申立人らの比較は会社の人事制度及びその運用実体と矛盾する

ものであり（・・・・）当委員会の採用するところではない。従って、申立人らの主張す

る中位者との格差の存在は、適切な比較に基づくものとは言えず、申立人らの主張は失当

というほかない。」と。 

 そこで質問です。 

① 「会社の人事制度」は、基準として適当でしょうか（その１） 

 「申立人らの比較は、会社の人事制度及びその運用実態と矛盾するもの」とあり、「会社 

の人事制度」を一つの基準・根拠として申立人らの中位者推定を否定していますが、この 

ような場合に、申立人らの主張・立証を否定するための基準・根拠として、「会社の人事制 

度」を持ち出すことが許されるでしょうか。 
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そもそも、不当労働行為は、「会社の人事制度」からの逸脱です。多年度累積差別に先行 

する各単年度の昇給・昇格差別でいえば、人事考課制度の中にある、主観的な人事考課項

目（責任感・積極性・協調性・・・・）等を悪用して行われるのが常です。この場合、制

度そのものは、公正に運用されることを前提とし、規定には、「悪用してよい、差別してよ

い」などとは書いてありません。もし労働委員会が「会社の人事制度」を持ち出してよい

となると、「会社の人事制度・考課制度は公正に運用されることを前提にしており、そこに

は、悪用・差別を許容する規定はない。人事考課によって差別されたという申立人らの申

立は、この会社の人事制度・考課制度と矛盾する。よって、当委員会の採用するところで

はない。」ということになってしまうのではありませんか。 

② 「会社の人事制度」は、基準として適当でしょうか（その２） 

 また、会社の人事制度を持ち出してよいということになると、多年度の累積差別一括是 

正を求める申立そのものが否定されてしまうことになるのではありませんか。というのは、 

企業の「人事制度」には、１年度１段階上昇を限度とするとか、１段階上がるのに２～３ 

年度（もっと多年度の場合もあるでしょう）を要する等の仕組みが埋め込まれている場合 

が少なくありませんから、場合によっては２～４段階（もっと多段階の場合もあるでしょ 

う）にも及ぶ、多年度にまたがる累積格差の一括是正を求めること（本件は、まさにそれ 

に該当します。）は、「会社の人事制度と矛盾する」ことが少なくないと思われるからです。 

 

質問７．労働委員会は、会社の人事制度運用実態に関する主張を、無批判・無

検討のまま丸呑みにしたのではありませんか 

 申立人らの主張・立証を否定するための基準・根拠として、労働委員会が、「会社の人事

制度」を持ち出すことは許されないとして、次の問題は、「その運用実態」が基準・根拠た

り得るかです。これはなり得るし、基準・根拠とされるべきだと考えられます。多くの場

合、人事制度とその運用実態との間には乖離があり、不当労働行為による差別は、さらに

その実態からの乖離だからです。次に引用する先例は、そのこと示しています。 

「このような分布状態から見ると、会社の職能等級制度は、制度それ自体の上では年功型

ではないとしても、実際には入社年次を考慮した運用がなされていると見るのが相当であ

り、一定の入社年次者を単位として職区分・職能等級を比較検討することはむしろ制度運

用の実際に合致している。そして、申立人らの職区分・等級の昇進状況は、そのような年

功的運用傾向と著しく異なっている。」（石川島播磨重工業事件、東京都労委平成２年２月

２０日命令）。 

 まずここで留意すべきは、「このような分布状態」（それ自体、ないし、それを析出可能

にする「原資料」）が、労働委員会審査の場に提出されている、すなわち「運用実態」を労

働委員会、従って申立人らも把握できたという事実です。 

 その上で労働委員会は、「申立人らの職区分・等級の昇進状況」を「会社の職能等級制度」

とではなく、「そのような年功的運用傾向」と比較し、「著しく異なっている。」と認定して
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います。そして結論として、申立人らは救済されています。 

 逆に、もし「運用実態」と比較し、「異なっていない」と判断されれば、「格差は認めら

れない」という理由で、申立は斥けられることになるでしょう。 

 この先例から言えることは、申立人らに対する会社の処遇が、「運用実態」（申立人ら以

外の組合員・従業員に対する会社の処遇の実態）と「異なっている」かどうかについて、

労働委員会が判定するための「分布状態」、ないし、それを知るための「原資料」が、労働

委員会審査の場に提出されることが極めて重要だということです。 

 ところが本件（明治乳業全国事件）では、労働委員会も、申立人らも、「運用実態」を正

確には把握できませんでした。それは、被申立人会社が申立人ら、ならびに、労働委員会

の「人事考課・職分・号給等の資料」開示要請を拒否したからです（命令Ｐ４９～５０）。

この「人事考課・職分・号給等の資料」こそが、「『運用実態』を明らかにするための『原

資料』」に外なりません。 

 このように労働委員会にも、申立人らにも、「運用実態」が明らかではないにもかかわら

ず、命令には、「会社の人事制度及びその運用実態と矛盾するものであり、」とあります。

これは労働委員会が、会社では人事制度どおり運用されていることを前提としているよう

に読めます。そうでなければ、すなわち、両者が全く同じと認識されているのでなければ、

「会社の人事制度及びその運用実態と矛盾するものであり、当委員会の採用するところで

はない。」とはいえないからです。 

 そこで質問です。 

 労働委員会の、「会社では人事制度どおり運用されている」という前提は、次に引用する

会社の主張を無批判・無検討のまま採用したところから生まれたのではありませんか。批

判・検討に必要な実態に関する資料が、労働委員会には提出されていないのですから。 

「（２）被申立人会社の主張 ④ 会社の人事制度の運用には年功的運用実体がなく、人

事制度の趣旨どおりに従業員各人の経路選択や勤務振りに応じた処遇を行っているのであ

るから昇給昇格に合理的な差が生じることは当然の結果であり、本件において、集団間に

おける職分格付の格差を観察してもなんら意味を持たない。」（命令Ｐ４７～４８）。 

 

質問８．「年功的運用」を前提とすることは社内的に妥当ではありませんか？ 

 ところでここでの問題は、「集団的累積格差の存在」の主張・立証の妥当性と、「請求す

る救済の内容」を確定するために申立人らが行った「推定」の妥当性です。特に後者です。 

 申立人らが、会社の職分・賃金制度は年功的に運用されているという前提に立って「推

定」を組み立てたてていることについて、命令（Ｐ４８）は、「しかしながら、会社におい

てそのような職分・賃金制度の年功的運用傾向が存在した事実を認めるに足りる疎明はな

く、・・・・」といって、「かかる申立人らの比較は、・・・・当委員会の採用するところで

はない。」と結論付けます。つまり命令は、申立人らが「年功的運用傾向の存在」を前提と

したことが妥当でないというわけです。 
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 そこでまず、「年功的運用傾向の存在」を前提としたことの、被申立人会社における妥当

性です。 

 そもそも会社の職分・賃金制度は、年功的運用が加味された制度であることについては、

会社自身が労働組合に説明しているところです（甲Ｄ２２号証、Ｐ３３３）。 

 労働組合もまた「年功的要素を残す中で能力・資格といった要因を加味したものへの移

行」と認識していました（同Ｐ５７６）。 

同書証を示され、追求された会社側証人は、申立人ら代理人に対し、「（年功的）要素が

あることについて否定はしません。」（第１４回審問速記録Ｐ２３）。と返答しています。 

 そこで質問です。 

 申立人らが、被申立人会社の職分・賃金制度について、「年功的運用傾向の存在」を前提

として、「推定」を組み立てたことは社内的に妥当ではありませんか。 

 

質問９．「年功的運用」を前提とすることは社会的にも妥当ではありませんか？ 

次に、社会的妥当性についてです。賃金制度は極めて社会的なものですから、社会的妥

当性という角度からも検証しておく必要があると考えます。ただしここでは、最近の成果

主義による職能資格制度への影響の問題、非正規労働者の問題には一切触れません。それ

らはここでの問題には必要ないからです。 

 この「年功賃金」について、労務管理論・労使関係論の専門家であり、中労委公益委員

であった白井泰四郎氏は、次のように述べています。 

「通常、労働者は、規定の初任給で出発し、後は勤続を重ねるに従って定期昇給（時と

して特別昇給 ※後記引用者注参照）の適用を受け、年々の基本給の改定によって賃金収

入を増大させていく。従って労働者の賃金額は、年齢・勤続年数との相関度が高くなる。 

年功賃金とか年功序列賃金といわれるゆえんであり、定期昇給制度は年功賃金の支柱の

役割を果たす。」（「現代日本の労務管理」第２版・第８刷・２０００・Ｐ１７８） 

同氏はまた、年功賃金について次のように述べています（「定義」といえるでしょう）。 

「現実の年功賃金の中身やその構成要素の決定原則は、しばしばあいまいであり、企業

外の労働市場において標準化されないものである。けれどもその共通した特徴は次の２点、

すなわち①年齢・勤続年数に相応して定年までは上昇する賃金カーブ、②したがって年齢

間賃金格差の存在、ということである。」（同・Ｐ１９６）。 

※（引用者注 特別昇給について） いわゆるベース・アップはこれに入ります。また、

１９７０年～１９９０年代前半までに、１０００人以上の民間企業の９０％超に「職能資

格制度」が導入され、明治乳業の職分・賃金制度もこれに属します。この「職能資格制度」

では、低い職能資格（明治乳業では「職分」と呼んでいます。）から、より高い職能資格へ

と「昇格」していきます。この「昇格」に当っても通常賃金が上昇しますから、これもこ

こで言う特別昇給です。平社員から係長への昇進等（職位上昇）も同じです。従業員個々

人の賃金曲線で言うと、定期昇給だけであれば、ゆるい一本の上昇曲線（正確に言えば、
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一年刻みの比較的低い階段を持ったもの）ですが、この「特別昇給」があると、かなり高

い階段ができ、そこからまたゆるい上昇曲線（定期昇給線）が始まります。年功賃金は、

通常は、このようないくつかの階段（一年刻みの比較的低い階段と、数年刻みの比較的高

い階段）を持ち、定年まで続く上昇曲線を描きます。 

もう一人、著名な労働法学者であり、中労委会長でもあった菅野和夫氏の「年功賃金」

についての見解を見ておきます。同氏は次のように述べています。 

 「一組合の組合員全般に対する人事考課上の大量差別が申立てられると、労働委員会は、

まず申立組合の組合員の当該昇給、一時金、昇格などに関する査定が他の組合の組合員又

は従業員に比して全体的に低位にあるかどうかを、主として申立人提出の資料によって検

討する（申立人らとその他の者との比較は同期・同学歴・同職種のグループごとにおこな

われる）。・・・・」（「労働法」第８版・第４刷・平成２１年・Ｐ６４５）。 

 ここには、「申立人らとその他の者との比較は同期・同学歴・同職種のグループごとに行

われる。」とありますが、主語が「労働委員会」ですから、労働委員会と菅野氏が「年功賃

金」であることを、証明を要しない当然の前提と考えていることを示しています。 

 これら２学説から、申立人らが、「集団的累積格差の存在」の主張・立証、「請求する救

済の内容」を確定するための「推定」を行うにあたって、「明治乳業を含めて日本の賃金の

主流は年功賃金である」と考えたのは妥当なことと思います。 

 そこで質問です。 

① 「年功的運用」を前提とすることは社内的・社会的に妥当では？ 

申立人らが、前問と本問とを併せて、「年功的運用」を前提に「推定」を組み立てたこと

は、社内的にも、社会的にも妥当ではありませんか。 

② 立証責任は会社に負わせるべきでは？ 

 上記のように「日本の賃金は年功賃金である」との認識が一般化していると考えられる

状況の中で、会社が、「会社の人事制度の運用には年功的運用実体がなく、」と主張するの

であれば、その立証責任を会社に負わせるのが妥当ではありませんか。 

③ 会社は立証の必要から「原資料」を提出するのでは？ 

 ②の場合、会社は当然に、申立人ら・労働委員会が開示請求した「原資料」を提出すこ

とになるのではありませんか。 

④ 荒木氏は何故審問再開してでも立証させなかったのですか？ 

 荒木氏は、「原資料」提出を会社に要請した労働委員会の責任者でした。会社から「原資

料」を提出させるためにも、積極的に②を立証させるべきだったのではありませんか。何

故そうしなかったのですか。本件審問終結日（平成２３年１１月３０日）と本件合議日（平

成２５年６月１８日）の間には、審問を再開することができたはずです（労委規則４１条

の８ ２項）。 

質問１０．「当委員会の採用するところではない」は労働委員会の任務からの 

逸脱ではありませんか？ 
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 命令は申立人らが、「６１年以降の中位者の選出に当っては、『各入社年度別中位者の６

０年度の職分・号給から毎年１号給ずつ７号給まで昇給し、７号給以降からは翌年に直近

の上位の職分に昇格するもの』としている」ことに対し、「会社においてそのような職分・

賃金制度の年功的運用傾向が存在した事実を認めるに足りる疎明はなく、かかる申立人ら

の比較は、会社の人事制度及びその運用実体と矛盾するものであり、当委員会の採用する

ところではない。』としています（命令Ｐ４８）。  

 このうち、「年功的運用」云々、また、「会社の人事制度及びその運用実態と矛盾するも

の」云々については、既に質問しましたので、ここでは「推定による職分・号給・賃金の

水準の妥当性の問題」と捉えて質問します。 

 質問に入る前に、会社が昭和６１年度以降の申立人ら以外の従業員について、その職分・

号給等の資料の開示を拒否した（命令Ｐ４９～５０）ために、申立人らは、本件（全国事

件）救済申立に不可欠な平成元年度～同５年度についての「請求する救済の内容」を決め

るのに、「推定」によらざるを得なかったことを再確認しておきます。それに対し、「推定」

の出発点である「各入社年度別中位者の６０年度の職分・号給」は、既に質問６．におい

て説明した入手済の２点の資料を分析して算出したものです。つまり、５９・６０年度は

不十分ながら何とか分かったが、６１年度以降は新しく「推定」しなければならなかった

のです。このような場合、６０年度までの資料を分析しその傾向をつかみ、６１年以降も

その延長線上にあるとの前提で作業するのは理にかなったことだと思います。申立人らは

それをやったのです。その結果、申立人ら各自と「その他の従業員」（４１４名）の各入社

年度別中位者との職分比較では、事業所採用者経路内で２～3 職分の格差があり、昇格遅れ

の年数に換算すれば１６年になること、賃金格差にすると、同じく事業者採用者経路内で

年間 100 万円にも達すること、この大きな格差の原因は、2 グループ（申立人グループと「そ

の他の従業員」グループ）間の職分昇格格差の大きさにあること、各５年度（申立人グル

ープについては平成元年度～５年度、「その他の従業員」グループについては昭和６１年度

～平成２年度。この年度の食い違いは、手持ち資料による制約です。）合計の昇格者数の比

較では、申立人グループでは３２名中７名・２１．９％ 対 「その他従業員」グループ

では４１４名中１７２名・４１．５％、より詳しく分析・比較すると、Ｂ以上の人事考課

成績を必要とする基幹職 1 級及び基幹監督職への職分昇格者数においては、2 名・６．３％ 

対 １５６名・３７．７％、となっており、前者は約２倍の、後者は約６倍の昇格率格差

があること、昇格分布においても、「その他の者」のグループでは、昭和６０年度には、２

１６名・５２．２％が、平成２年度には、３０５名・７３．７％が、基幹職１級又は基幹

監督職に昇格しているのに対し、申立人グループでは、それぞれ、０名・０％と４名・１

２．５％となっていること等々、そして、これらの分析結果から、人事制度上は、職分昇

格にはＢ考課を必要とする等々の要件の充足が定められているが、その運用実態は、「その

他の従業員」グループでは、最低経過年数７年を過ぎれば相当高い比率で昇格しているも

の（従って、要件を充足しているもの）と推定して間違いないと考えるに至りました。そ
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うでなければ、同グループからこれ程大量の昇格者は出ないと考えられるからです。 

 そこから、昭和６１年度以降の職分・号給については、各入社年度別中位者の昭和６０

年度の職分・号給から毎年１号給ずつ昇号し、７号給からは翌年に直近の上位職分に昇格

するものとしました。なお、昭和６１年度以降各年度の中位者の職分・号給・賃金を算出

するに当っては、各年度の春闘による賃金引上げ額を加算しました。 

 そしてこれを申立人各人ごとの「請求する救済の内容」としましたので、水準として決

して高すぎることはなく、妥当な水準だと考えています。 

 以上の「推定」内容については、申立人らは、審問で証拠を提示して証言し、申立人最

終準備書面にも整理・記載してあります。しかし、証言に対しては、会社側からは有効な

反論はほとんどなされませんでしたし、申立人最終準備書面に対応する会社側最終準備書

面等の書面も見当たりません。 

 

 ここで、このような場合、学説・先例は、どんな理論・処理をしてきたかを見ます。 

【学説】 「集団間格差の存在（全体的低位性）」を立証する方法としては、２グループ別

の査定結果の平均値、分布状況、最頻値、などを示した申立人組合作成の表などが提出さ

れる。この申立組合作成の資料は、別組合に関する部分などは不完全なものもままあるが、

申立人が収集し得る人事資料には限界があることから格差の存在を疑わす程度まで立証で

きればよいとするのが命令の傾向である。」（日本労働法学会編集・講座２１世紀の労働法

第８巻・２０００年・Ｐ１０８～１０９．なおこの講座は、「刊行の辞」によれば、「文字

どおり学会の英知を結集することに努めた」成果と考えられます。） 

【先例１】 山陽新聞社事件・中労委昭和４８年７月１８日命令 

 この事件では、夏季一時金における査定部分である調整金の差別が争われ、会社が調整

金査定方法を明示しないため、組合が独自で資料を作成し、その正確さが争われました。

その点について命令は次のように述べています。 

「会社が組合に対し調整金査定方法を具体的に明らかにしない以上組合は与えられた資料

の枠内で差別の実情を主張する以外ないのであって、事実前記第１のⅤの３，４、認定の

組合資料によっても組合活動家に対する一時金がより低額である等調整金配分の実情の一

端をうかがうことができる。また会社は、組合の組合員の大部分が平均的成績以下の者と

して取扱われていることについて争っていないのであるから、反証のない限り組合資料を

差別的取り扱いの実情を示すものとして認めざるを得ない。そして会社は、もし組合の資

料が事実に反するのであれば、手持ちの資料によって十分に反論できる立場にあるのに単

に上記主張を繰り返すばかりであるから、その主張は採用できない。」 

【先例２】 松蔭学園（第一次賃金差別）事件・東京都労委平成１２年１２月５日命令 

この事件では、学園側は賃金資料を開示しませんでした。そこでまず組合側は、退職教

員の協力を得る等して、非組合員との間の賃金格差の存在を主張・立証しました。次に「請

求する救済の内容」については、学園内には年齢的に適当な非組合員がいないために、学
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園外の資料「都内私立高等学校教職員の給与等に関する調査報告書」を活用して、申立人

Ｙ・Ｎの各々について、また、各年度について、あるべき賃金を算出し、そこまでの是正

を請求しました。なお、この報告書には、松蔭学園も参加・回答していますが、校名は表

示されていません。都労委は、申立人らの主張・立証を調べると同時に、学園に対しては、

二度にわたって賃金実態を明らかにするよう促しました。一度目は審問廷での証言を、二

度目は文書提出を求めました。しかし、二度とも学園は応じませんでした。このような経

過を経て都労委は次の結論を出しました。 

「（４） 救済方法について 

① 是正すべき給与・一時金額について 

ア 本件においては、学園が学園の給与・一時金の基準と具体的決定方法及び支給実態、

Ｙ・Ｎの給与・一時金の決定根拠及び経緯等について明らかにしていないので、是正すべ

き給与・一時金額に関する判断は、申立人らの主張・立証に基づいて算定せざるを得ない。」

とし、その上で、申立人らの求める是正水準が控え目であると認め、結論として、 

「ウ 以上のとおり、申立人らが請求する給与・一時金は合理性・納得性を具備している

ということができ、一方そのことを否定する疎明はないのであるから、本件においては、

申立人らが請求する給与額を是正後の給与額とすること、一時金は・・・・とすることが

相当である。」としました。 

 そこで質問です。 

 申立人らは、不十分な資料ではあっても、会社における「人事制度の運用実態」を示す

資料を分析し、それを手がかりに合理的な「推定」を加えて、本件における「請求する救

済の内容」となり得る職分・号給・賃金額を確定し、各申立人の「請求する救済の内容」

を決定しました。これに対して、会社は有効な反論をしたとは考えられません。会社の、「会

社の人事制度の運用には年功的運用実体がなく、云々」という主張は、会社側証人が反対

尋問で「年功的要素がある」と認めたことにより破綻していますし、申立人らによる分析

結果も年功賃金性を示しています。「昭和６１年度以降の職分・号給については、各入社年

度別中位者の昭和６０年度の職分・号給から毎年１号給ずつ昇号し、７号給からは翌年に

直近の上位職分に昇格するものとしました。」というのも、昭和６０年度までを分析して分

かった年功的運用実態を６１年以降に延長するということに外なりません。 

そして何より、申立人の分析や、その延長に間違いがあると考えるのなら、会社が持つ

豊富な資料を示して反論すればよいのではないでしょうか。会社が手持ち資料の開示も、

反論もしない中で、労働委員会が、申立人の「請求する救済の内容」について、「当委員会

の採用するところではない。」などというのは、労働委員会の任務から逸脱しているように

思えますがどうでしょうか。先例を見ても、そういえるのではないでしょうか。 

 

 質問はまだ続きますが、第二回目については、一旦ここで終わります。 

以上 


