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(要旨) 
 

○先の労働基準法改正案の審議の過程で、自己管理型労働制、いわゆるホワイトカラー・エグゼンプシ

ョンの創設が検討された。「残業代ゼロ法案」と批判され、政治的な配慮もあって規定は見送られた

が、そもそも一般国民の理解と議論を欠いていた印象は否めない。 

○自己管理型労働制とは、一定の条件を満たすホワイトカラー労働者について、労働時間規制の適用を

除外する制度である。対象は、①労働時間では成果を適切に評価できない業務に従事し、②業務上の

重要な権限及び責任を相当程度伴う地位にあって、③業務遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使

用者が具体的な指示をしないこととし、④年収が相当程度高い者と想定されていた。 

○法定労働時間の原則を緩和する現行の労働時間制度には変形労働時間制とみなし労働時間制があり、

後者には、事業場外労働のみなし労働時間制と裁量労働制がある。自己管理型労働制は裁量労働制に

類似した制度といえる。 

○裁量労働制は、あくまで一定の時間労働したものとみなす
．．．

もので、休日労働や深夜労働に対する割増

賃金の規定が適用される。一方、自己管理型労働制は労働時間規制の適用除外の制度であって、休日

の設定以外、労働時間に関する規定がそもそもない。 

○自己管理型労働制を考えるにあたっては、それが賃金について労働時間との関係を緩め、成果に平仄

を合わせるためのものという観点から議論を始める必要がある。そうすれば、労働時間規制の適用除

外という本質を理解でき、「残業代ゼロ法案」という批判が適切ではないことも容易に分かる。 

○労働時間規制の適用が除外される場合の問題は、労働者の健康確保である。過労死の労災認定や使用

者に対する損害賠償請求が増えている状況の下、新たな労働時間制度を創設するにあたっては、健康

確保措置の確実な履行と適切な労働時間管理をどう確保するかが最も重要な課題となるだろう。 

 
１．はじめに 

産業構造の変化によりホワイトカラーが増加

し、国際競争の激化で業務の高付加価値化が求

められている中で、労働時間制度に関する法制

の見直し機運が高まっている。 

また、仕事と生活の調和を図る、いわゆるワ

ーク・ライフ・バランスが各方面で提唱され、

その実現のために、労働者の自律的な労働時間

管理が必要だという意見も多い。 

先の国会に上程された労働基準法改正案の審

議の過程で、自己管理型労働制、いわゆるホワ

イトカラー・エグゼンプションの創設が検討さ

れた。「残業代ゼロ法案」と批判され、参議院

選挙対策という政治的な配慮もあって最終的に

規定は見送られたが、そもそもホワイトカラー

の仕事と生活に大きな影響を及ぼす論点である

にも係わらず、一般国民の理解と議論を欠いて

いた印象は否めない。 

本稿執筆時点では、労働基準法の改正自体も

今次臨時国会での成立が見送られる模様だが

（注１）、同制度については、厚生労働大臣が

再検討する考えを表明しており、近い将来、重

要な論点として再浮上する公算が大きい。 

そこで本稿では、改めて議論されるであろう
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ことを見据え、先に政府が提案した自己管理型

労働制について、労働基準法改正案要綱（注２）

に基づきその概要を説明すると共に、現行の労

働時間制度とも比較のうえ、制度創設にあたっ

ての課題を指摘したい。 

 
（注１）2007 年 11 月５日現在。「労働基準法改正案 

今国会成立を断念」日本経済新聞朝刊 2007 年 11

月１日付。 

（注２）労働政策審議会答申「労働基準法の一部を改

正する法律案要綱」（2007 年２月）。これには

自己管理型労働制という名称でホワイトカラ

ー・エグゼンプションが盛り込まれていたが、改

正法案が国会に上程される段階で規定が見送ら

れた。 

 

２．改正案要綱における自己管理型労働制 
まず、労働基準法改正案要綱における自己管

理型労働制の概要を確認する。 

 

（１）制度内容 

自己管理型労働制とは、一定の条件を満たす

ホワイトカラー労働者について、労働時間、休

憩、時間外・休日労働、時間外・休日・深夜労

働の割増賃金に関する法令の適用を除外する制

度をいう。 

労働基準法には１日８時間、週 40 時間という

労働時間の上限規制があり、いわゆる 36 協定を

締結した場合に限り、時間外労働や休日労働が

可能となる。自己管理型労働制は、法定労働時

間を始め、労働時間に係わるこれら一連の規定

を適用除外とするものである。 

 

（２）対象労働者 

改正案要綱では、対象労働者を以下のすべて

に該当する者としていた。 

① 労働時間では成果を適切に評価できない

業務に従事する者 

② 業務上の重要な権限及び責任を相当程度

伴う地位にある者 

③ 業務遂行の手段及び時間配分の決定等に

関し使用者が具体的な指示をしないこと

とする者 

④ 年収が相当程度高い者 

いわゆる管理職等の管理監督者については、

そもそも労働時間規制の対象外であるため、改

正案要綱では、対象労働者の範囲について、以

下のような注記が付されている。 

すなわち、「対象労働者としては管理監督者

の一歩手前に位置する者が想定されることから、

年収要件もそれにふさわしいものとすることと

し、管理監督者一般の平均的な年収水準を勘案

しつつ、かつ、社会的に見て当該労働者の保護

に欠けるものとならないよう、適切な水準を検

討した上で厚生労働省令で定める」である。厚

生労働省では、年収要件を 900万円以上と想定、

対象労働者の従事業務についても、企画、立案、

研究、調査、分析の５業務に限定する方針であ

ったようだ（注３）。 

 

（３）実施要件 

同制度は、労使委員会が以下の事項について、

委員の５分の４以上の多数で決議し、それを労

基署に届け出た場合に実施できることとなって

いた。 

① 対象労働者の範囲 

② 賃金の決定、計算及び支払方法 

③ 週休２日相当以上の休日の確保及びあら

かじめ休日を特定すること 

④ 労働時間の状況の把握及びそれに応じた

健康・福祉確保措置の実施 

⑤ 苦情処理措置の実施 

⑥ 対象労働者の同意を得ること及び不同意

に対する不利益取扱いをしないこと 

⑦ その他、厚生労働省令で定める事項（決議

の有効期間、記録の保存等） 

なお、④の健康・福祉確保措置については、

「週当たり 40時間を超える在社時間等がおおむ

ね月 80時間程度を超えた対象労働者から申出が

あった場合には、医師による面接指導を行うこ

と」を労使委員会で必ず決議し、実施すること

となっている。 

 

（４）労働時間 

同制度案には、みなし労働時間という概念も

含め労働時間に係わる規定はないが、休日の確



保が使用者に義務化されていた。具体的には、

対象労働者について、４週を通じて４日以上か

つ１年間を通じて週休２日分の日数（104 日）以

上の休日を確実に確保しなければならないこと

となっていた。 

逆にいえば、上記の休日を確保すれば、それ

以外の労働時間に関する規定は一切ないことに

なる。みなし労働時間制でもないことから、時

間外労働という考え方がなく、時間外労働や深

夜労働の割増賃金の適用もない。 

ただし、４週を通じて４日以上、年間 104 日

以上の休日については、確実に取得させなけれ

ばならない。この点については、労基署の監督

指導が想定されており、休日労働をさせた場合

には、労基法違反として使用者に罰則を科すこ

ととされていた。 

 
（注３）「労働時間規制除外 企画など５業務」日本

経済新聞朝刊 2007 年 1 月 12 日付。 

 

３．変形労働時間制とみなし労働時間制  

法定労働時間の原則を緩和する現行の労働時

間制度としては、変形労働時間制とみなし労働

時間制がある。自己管理型労働制に類似してい

るものもあるため、以下で概説する。 

 

（１）変形労働時間制 

前述の通り、１日８時間、週 40 時間が法定労

働時間として規定されているが、業務の繁閑等

に対応することができるよう、現行でも変形労

働時間制が導入できることとなっている。これ

は、労働時間を１日及び１週単位ではなく、単

位期間における週の平均労働時間によって規定

する制度である。同制度には、以下の４種類が

ある。 
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①１年単位の変形労働時間制 

これは、１か月を超え１年以内の一定期間を

平均して週の所定労働時間が 40時間を超えない

ことを条件として、業務の繁閑に応じて労働時

間を配分し、ある特定の週の所定労働時間を 40

時間超、ある特定の日の労働時間を８時間超と

することができる制度である。 

 

②１か月単位の変形労働時間制 

これは、１か月以内の一定の期間を平均して

週の所定労働時間が 40時間を超えないことを条

件として、ある特定の週の所定労働時間を 40 時

間超、ある特定の日の所定労働時間を８時間超

とすることができる制度である。 

 

③１週間単位の非定型的変形労働時間制 

これは、常用労働者が 30 人未満の小売業、旅

館、飲食店等で、週の所定労働時間が 40 時間を

超えない定めをした場合に、１日８時間超 10 時

間までを所定労働時間とすることができる制度

である。 

 

④フレックスタイム制 

これは、１か月以内の一定の期間の総労働時

間を定めておき、労働者がその条件の下で始

業・終業の時刻を自分で選択する制度である。 

 

変形労働時間制については、約６割の企業が

いずれかの制度を採用している。内訳をみると、

１年単位の変形労働時間制は中小企業で、１か

月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制

は大企業で採用企業の割合が高いという傾向に

あることが分かる（資料１）。 

 

資料１ 変形労働時間制を採用している企業（2006 年）
（％）

　 　

計 58.5 39.5 15.2 6.3
1,000人以上 69.7 23.0 36.2 31.2
 300～999人 66.5 31.8 24.9 19.7
 100～299人 58.5 37.2 17.3 7.8
30～ 99人 57.3 41.5 13.0 3.8

変形労働時間制の種類（複数回答）
変形労働時間制

の採用企業 １年単位の
変形労働
時間制

１か月単位の
変形労働
時間制

フレックス
タイム制

（出所）厚生労働省「就労条件総合調査」より第一生命経済研

究所作成 



（２）みなし労働時間制 資料２ みなし労働時間制を採用している企業（2006 年）
（％）

事業場外
労働のみなし
労働時間制

専門業務型
裁量労働制

企画業務型
裁量労働制

計 10.6 8.8 2.8 0.7
1,000人以上 25.9 20.6 9.5 4.3
　300～999人 21.3 17.8 5.9 1.8
　100～299人 14.5 13.2 2.6 0.7

30～ 99人 7.9 6.3 2.3 0.4

みなし労働時間制の種類（複数回答）みなし労働時間
制の採用企業

（出所）厚生労働省「就労条件総合調査」より第一生命経済研

究所作成 

①事業場外労働のみなし労働時間制 

これは、営業など事業場外で従事し、使用者

の指揮監督が及ばないため労働時間を算定する

ことが困難な場合に、所定労働時間または労使

協定等の定めにより、その業務に通常必要とさ

れる時間を労働したものとみなす制度である。 

 

②専門業務型裁量労働制 

これは、その業務の性質上、遂行方法を労働

者の裁量に委ねる必要があるため、業務遂行の

手段や時間配分の決定などに関して使用者が具

体的な指示をしないこととして、その業務に通

常必要とされる時間を労働したものとみなす制

度である。 

対象業務は厚生労働省令と厚生労働大臣告示

で定める 19 業種に限られており、具体的には、

研究開発、情報処理システムの分析または設計、

デザイナー、公認会計士、弁護士等が該当する。 

ただ、この制度を採用している企業は 2006 年

時点で 2.8％に止まっており（資料２）、専門業

務が企業によって一律ではないことから、対象

業務の範囲を拡大すべきだとの意見もある。 

 

③企画業務型裁量労働制 

これは、事業運営に係わる企画、立案、調査、

分析の業務を行うホワイトカラー労働者を対象

として、労使委員会で決議した時間労働したも

のとみなす制度である。導入には、労使委員会

における５分の４以上の決議と対象労働者本人

の個別同意を要する。 

なお、この制度についても、採用済みの企業

は 2006 年時点でわずか 0.7％に過ぎず、1,000

人以上の大企業に限っても 4.3％に止まる。 

普及の妨げとなっている要因として、専門業

務型と同様に対象業務の範囲が狭いこと、対象

の事業場が本社・本店や独自に事業計画等の決

定を行う支社・支店に限定されていること、制

度導入にあたって５分の４以上の労使委員会決

議が必要という厳しい要件があること等が指摘

されている。 

 

（３）自己管理型労働制と裁量労働制との比較 

自己管理型労働制は裁量労働制に類似した制

度だが、それらを比較したのが資料３である。 

対象業務の範囲は自己管理型労働制が最も広

くなっているが、収入要件の設定によっては対

象労働者は相当絞り込まれることになろう。ま

た先述の通り、政府には、企画、立案、研究、

調査、分析の５業務に限定する構想もあった模

様で、その場合はさらに対象が絞られ、企画業

務型裁量労働制と同様、普及が進まない事態も

想定される。 

労働時間については、両制度では基本的な考

え方が大きく異なる。裁量労働制は、あくまで

一定の時間労働したものとみなす
．．．

ものであって、

休日労働や深夜労働に対する割増賃金の規定が

適用される。みなし労働時間が法定労働時間を

上回る場合は 36 協定の締結も必要である。 

一方、自己管理型労働制は労働時間規制の適

用除外の制度であって、休日の設定以外、労働

時間に関する規定がそもそもない。 

 

４．自己管理型労働制創設にあたっての課題 

自己管理型労働制は、自律的で自由度の高い

働き方にふさわしい労働時間制度として提案さ

れた。延いてはそれがワーク・ライフ・バラン

スにも寄与するとの意見もあった。 

だが、そもそも自己管理型労働制が構想され

た背景に、仕事の成果で査定される労働者の増

加があったということに注目すべきである。 

つまり、自己管理型労働制を考えるにあたっ

ては、それが賃金について労働時間との関係を

緩め、成果に平仄を合わせるためのものという

観点から議論を始める必要がある。そうすれば、
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資料３ 自己管理型労働制と裁量労働制の比較 

自己管理型労働制
（ホワイトカラー・エグゼンプション）

専門業務型裁量労働制 企画業務型裁量労働制

対象業務
労働時間では成果を適切に評価できない業務
業務遂行の手段及び時間配分の決定等に関し
使用者が具体的な指示をしないこととする業務

新商品・新技術の研究開発、情報システムの分
析・設計、取材・編集、デザイナー、公認会計
士、弁護士等19業務

企業等の運営に関する事項についての企画、
立案、調査及び分析
業務遂行の手段及び時間配分の決定等に関し
使用者が具体的な指示をしないこととする業務

対象労働者
　　　　             対象業務従事者
業務上の重要な権限及び責任を相当程度伴う
地位にある者

対象業務従事者 対象業務従事者

対象労働者の
収入要件

相当程度高い者
（年収900万円以上？）

なし なし

労働時間
定めなし

（４週４日以上かつ年間104日以上の休日確保）
みなし みなし

時間外労働 適用除外
みなし労働時間が法定労働時間を

超える場合は36協定を締結
みなし労働時間が法定労働時間を

超える場合は 36協定を締結

割増賃金 なし 深夜業、休日の規定の適用 深夜業、休日の規定の適用

実施要件 労使委員会決議を労基署に届出 労使協定を労基署に届出 労使委員会決議を労基署に届出

労働者の同意 個別同意 不要 個別同意

（出所）厚生労働省資料より第一生命経済研究所作成 

労働時間規制の適用除外という本質を理解でき

るであろうし、「残業代ゼロ法案」という批判

が適切でないことも容易に分かる。 

労働時間規制の適用が除外される場合に問題

となるのは、残業代ではなく、労働者の健康確

保である。これについて自己管理型労働制では、

一定の在社時間を超える労働者に対し医師によ

る面接指導を求めたり（注４）、休日付与義務

違反に対する罰則を規定するなど、現行よりも

手厚い健康確保措置が想定されていた。 

また、労働者が労働時間を自己管理する新た

な制度が導入されたとしても、使用者に安全配

慮義務が課されていることに変わりはなく、そ

のためにも引き続き労働時間管理が求められる。 

過労死の労災認定や使用者に対する損害賠償

請求が増えている状況の下、新たな労働時間制

度を創設するにあたっては、これらの健康確保

措置の確実な履行と適切な労働時間管理をどの

ように確保するかが最も重要な課題となるであ

ろう。 

 
（注４）労働安全衛生法では、医師による面接指導に

ついて、労働時間が 100 時間を超過した場合に義

務、80 時間を超過した場合に努力義務となって

いる。一方、自己管理型労働制における医師面接

の適用時間の算定は、労働時間ではなく在社時間

によるものであり、より厳しい基準となっている。 

 

５．おわりに 

本連載では、今年の通常国会に提出された一

連の労働関連法案について、成立したものに止

まらず、未成立の法案や関連の法令・政策にま

で言及しながら、その概要を解説してきた。 

審議の過程で重要な論点が先送りされたり、

一部の法案は未成立のままであるなど、「労働

国会」と称されたような当初の想定からは相当

後退したものとなった。 

しかしながら、産業構造の変化や国際競争の

激化で企業の人事労務管理の多様化が進んでお

り、労働者のワーク・ライフ・バランスを実現

するという観点からも、働き方に応じた柔軟な

仕組み作りが不可欠となっている。 

多様な働き方への対応を実現することは、労

働者の労働意欲を高め、その能力が最大限発揮

されることにつながる。そして、心身の健康を

維持し、働きに合った適切な収入を得られるよ

うな充実した職業生活を送ることができる社会

とするためにも、時代に適合した雇用ルールの

的確な整備が求められているといえるだろう。 
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