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　安倍内閣は、2015年4月3日に、ホワイトカラー・
エグゼンプション制度の導入を柱とした労働基準
法改正案を閣議決定した。今国会で成立させ、
2016年度の実施を目指している。本稿が出版さ
れるころには、すでに法律が成立しているかもしれ
ない。ホワイトカラー・エグゼンプションとは、ホワイトカ
ラー労働者のうち、一定の所得水準を超える労働
者について、労働時間規制を適用しない制度であ
る。この制度の下では、労働時間ではなく、仕事の
成果に基づいて賃金が支払われる。所定労働時
間がないので早く仕事が終われば、早く帰ることが
できる反面、いくら残業をしても給与は増えない。
経営者側からみれば、長時間労働に対して残業
代がかからないというメリットがある。
　ホワイトカラー・エグゼンプションの議 論は、
2005年に日本 経 営 者 団 体 連 合 会（経 団 連）
が導 入を提 言したのが始まりである。2006年
には第 一 次 安 倍 内 閣が法 案 要 綱を審 議 会
に諮 問し、厚 生 労 働 省が法 案を作 成したが、
国 民 の 強い 反 対にあい、国 会 提 出が見 送ら
れたという経 緯がある。安 倍 首 相にとっては
因 縁の法 案であり、同じ轍を踏まないよう、周
到に準備してかかっている様子がうかがえる。 
　経団連をはじめとする導入推進派によれば、こ

の制度によって「だらだら残業」がなくなり、労働
時間が短縮され、生産性向上につながる。さらに
は、柔軟な勤務時間により、多様な働き方が可能
になり、ワーク･ライフ･バランスが実現すると主張す
る。
　しかし、はたしてホワイトカラー・エグゼンプション
は、労働時間を短縮し、ワーク･ライフ･バランスを
改善するのだろうか。労働時間ではなく成果に
よって賃金が決まるようになったからといって、職
場の文化が急に変わるとは思えない。毎日残業し
ていた労働者が、さっさと仕事を片付けて自分だ
け早く帰ることができるだろうか。私は、むしろ逆で
はないかと思う。今でさえ、残業が多い日本のホワイ
トカラー労働者の労働時間がますます延びるので
はないだろうか。現行制度の下では違法な不払い
残業が横行しているが、それを合法化する危険性
がある。
　以下では、第２節で、ホワイトカラー・エグゼンプ
ションが多くの労働者に適用されているアメリカの
実態を紹介し、第３節で、現在国会に提出されて
いる法案を紹介する。そして、第４節で、現在の日
本で不払い残業をしている労働者のストレスが高
く、幸福度が低い実態を紹介し、第５節で議論をま
とめる。

1. はじめに

ホワイトカラー・エグゼンプション制 度は
ワーク・ライフ・バランスを改 善するか？

同志社大学政策学部　教授　川口　章
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2. アメリカのホワイトカラー・エグゼンプション

　ホワイトカラー・エグゼンプション制度は、アメリカ
や一部のヨーロッパで導入されているが、特にアメ
リカでは多くの労働者に適用されている。そこで、
まずアメリカの実態を紹介したい。

　アメリカでは、公正労働基準法でホワイトカラー・
エグゼンプションの適用者の範囲が決められてい
る。それによると、ホワイトカラー・エグゼンプションが
適用されるには、「俸給要件」と「職務要件」の二
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つを満たさなければならない。ホワイトカラー・エグゼ
ンプションの対象労働者は、法定労働時間が適
用されないのみならず、最低賃金制度も適用され
ない。そのため、最低賃金以下で働くホワイトカラー
労働者も少なくない。
　俸給要件は、給与が週455ドル以上であること、
職務要件は、管理職、専門職、システム・エンジニ
ア、監督職、事務職、営業職などいわゆるホワイトカ
ラーであることである。週455ドルは1ドル＝120円
で換算すると54,600円で、年収にすると300万円
に満たない。全労働者の21％がホワイトカラー・エグ
ゼンプションの適用を受けている。つまり、アメリカ

のホワイトカラー ･エグゼンプションは、一部の高給
取りに適用される制度ではなく、大半のホワイトカ
ラーに適用される制度なのである。
　アメリカの最低賃金は1時間7.25ドル（870円）
であるから、週給455ドルのホワイトカラー労働者
は、週労働時間が63時間を超えると、最低賃金よ
り低い賃金で働くことになる。実際に最低賃金以
下で働くホワイトカラー・エグゼンプション適用者が
多いため、2014年にはオバマ大統領が、俸給要
件引き上げの必要性を訴えている（White House 
2014）。

3. 日本のホワイトカラー・エグゼンプション制度案

　現在、政府が成立させようとしている労働基準
法改正案では、ホワイトカラー ･エグゼンプション制
度を「特定高度専門業務・成果型労働制」または

「高度プロフェッショナル制度」と呼んでいる。一
部のホワイトカラー労働者には、労働法第４章で定
める労働時間、休憩、休日および深夜の割増賃金
に関する規定を適用しない制度である。雇用主が
この制度を導入するためには、以下の条件を満た
さなければならない（厚生労働省 2015a）。

１）労働者との合意
使用者および労働者代表からなる委員会において、
委員の5分の4以上の多数によって制度の導入が決
議され、個々の労働者が書面等の方法により制度の
適用に同意すること

２）対象業務
高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事し
た時間と成果の関連性が高くないと認められるものと
して厚生労働省令で定める業務であること
使用者との間の書面等の方法による合意に基づき職
務が明確に定められていること

３）給与
1年間あたりの給与の額が、平均的労働者の給与の
3倍を相当程度上回る水準として厚生労働省令が定
める額以上であること

４）労働時間把握義務
労働者が事業場内にいた時間と事業場外において
労働した時間との合計時間（以下「健康管理時間」
という）を使用者が把握する措置を講ずること

５）労働時間の制限
始業から24時間以内に、厚生労働省令で定める時
間以上の継続した休息時間を確保すること
1か月における深夜業の回数を厚生労働省令で定め
る回数以内とすること
健康管理時間を、厚生労働省令が定める時間を超え

ない範囲以内とすること
4週間を通じ、4日以上かつ１年間を通じ104日以上の
休日を確保すること

６）健康管理
対象労働者の健康管理および福祉を確保するため
に、有給休暇（年次有給休暇を除く）、健康診断、そ
の他厚生労働省令が定めるものを使用者が講ずるこ
と

７）苦情処理
対象労働者からの苦情の処理に関する措置を使用
者が講ずること

８）不利益取り扱いの禁止
労働者が制度の適用に合意しない場合、その労働に
対して解雇その他の不利益な取り扱いをしてはならな
い

　なお、給与要件については、年収1,075万円以
上とすることを厚生労働省が発表している。この
金額がどのような根拠で決定されたかは、明らか
でない。法案では、「毎月勤労統計における決まっ
て支給する給与額を基礎にして計算する」となっ
ている。本年２月の「毎月勤労統計」によると「毎
月決まって支給する現金給与額」は257,074円で
あるから、年収に換算すると3,084,884円、その3
倍はおよそ925万円である。確かに、1,075万円は
それを上回っている（厚生労働省 2015b）。
　国税庁の調査によると、年収1,000万円以上
の労働者は、約180万人で、雇用者の3.2％に相
当する。その多くは、管理職である。アメリカでは年
収300万円に満たないホワイトカラーも制度の対象
になっているのとは大きな違いである。
　法案によると、労働基準法の適用を受けないと
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は言いながら、休憩時間、休日、労働時間などが、
厚生労働省令によって規制されている。また、健
康管理についても省令によって義務付けられてい
る。このように一見すると、問題のない法案のよう
に思えるが、筆者は大きな懸念を持っている。
　一つは、重要なことはすべて省令で決められ、
法律は大枠しか示していないことである。省令で決
めるということは、国会で審議することなく、時の政
府の意向でかなり容易に変更が可能ということだ。
　もう一つは、たとえ国会で審議が必要な場合で
も、対象労働者の拡大は、制度の導入よりは心理
的障害が低いため、対象労働者がなし崩し的に増
えていく危険性があることである。たとえば、労働者
派遣法がいい例である。1986年に制度が導入さ
れた当初は対象業務を13業務に限っていたが、
10年後には26業務に拡大、さらに3年後には原則
自由化されてしまった。
　経団連が2005年に行った「ホワイトカラーエグ
ゼンプションに関する提言（以下「提言」と略す）」
は、ホワイトカラー ･エグゼンプション制度が成立し
た場合、その後経営者がどのような改正要求をし
てくるかを占う上で、重要である。
　「提言」は現行の労働基準法にある「裁量労
働制」について、「みなし労働時間であって、労働
時間の適用除外でない」「対象業務の範囲が狭
い」「導入要件が厳格にすぎる」という批判をして
いる。
　第１の点について言えば、裁量労働制は、所定
労働時間と一定の残業時間を合わせた時間をみ
なし労働時間とし、労働者の給与は実際に働い
た労働時間ではなく、みなし労働時間に対して支
払われる制度である。この制度の下では、みなし
労働時間に所定外労働が入っていれば、雇用主
は通常の割り増し賃金を支払わなければならな

い。また、労働時間が恒常的にみなし労働時間を
超えていれば、追加の残業代を支払わなければな
らない。つまり、ここには残業代支払いを避けたい
という意図がみられる。
　第２の「対象業務の範囲が狭い」という点は、
裁量労働制が適用できる業務が専門業務や企
画管理業務など、一部の業務に限られていること
に対する不満である。1987年に同制度が導入さ
れたときは、システム・エンジニアなどの専門職に
限定されていたが、1998年の改正により、企画・
立案・調査・分析などを含む19業務に拡大された。
それでも、経営者からは、裁量労働制は使いにく
いという声を多く聞く。
　第３の「導入要件が厳格にすぎる」とは、導入
のためには、労働者の過半数が加入する労働組
合の代表または、労働者の過半数を代表する者
と書面による協定を結び、それを所管労働基準
監督所長に届け出なければならないことである。さ
らに、労使協定には対象業務に従事する労働者
の労働時間状況の把握と、把握した時間に応じ
て実施する検討･福祉を確保するための措置の
具体的内容を定めなければならない。
　さらに「提言」では、年収400万円以上の労働
者にホワイトカラー･エグゼンプションを適用するとし
ている。日本のフルタイム労働者の平均年収は約
480万円なので（「平成26年度賃金構造基本統
計調査」）、平均年収以下の労働者にも適用され
ることがわかる。提言から推測するところ、経団連
は、残業代を支払わない制度を多くの労働者に
容易に適用できる制度を導入したいようである。提
言と比較すると、現在審議中の法案は、雇用主に
対し対象労働者の時間管理、健康管理を要求す
るなど、非常に厳しい要件を課している。また、所
得の要件も厳しい。

4. 不払い残業がストレスと幸福度に及ぼす影響

　ホワイトカラー・エグゼンプション制度の下では、
所定内労働時間や残業の概念がなくなるため、
当然のことながら、週40時間の法定労働時間を
超えても残業代は支払われない。「残業代0円制
度」と呼ばれる所以である。現行の制度の下でも、
管理職や裁量労働制が適用されている労働者に
は、残業代は支払われない。また、違法に残業代

を支払わない雇用主もいる。
　Kawaguchi and Kasai (2015 近刊)は、週
労働時 間、不 払い残 業の有 無、ストレス、勤 労
所 得、幸 福 度などの関係を分 析している。興味
深い分析結果が出ているので、その一部を紹介
したい。より厳 密な統 計 解 析はKawaguchi and 
Kasai (2015 近刊)を参照していただきたい。わ



図 1. 週労働時間、不払い残業の有無とストレスの関係（男性）

図 2. 週労働時間、不払い残業の有無とストレスの関係（女性）

注：図1から6は、すべてKawaguchi and Kasai (2015 近刊）より引用している。
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れわれが用いたデータは、同志社大学ライフリス
ク研 究センターが2012年に実 施した「地 域の
生活環境と幸福感に関するアンケート」である。 
　まず、労働時間とストレスの関係をみる。ストレス
の程度は、以下の質問に対する回答を用いて計
測している。

質問：ここ数週間で、あなたは、自分の仕事に対し
てどのように感じてきましたか。

　回答者は、「熱中」「満足」「不安」「憂鬱」「興
奮」「気持ち良い」「緊張」「落胆」「興味」「リラッ
クス」「心配」「みじめ」の12の言葉に対し、「大い

にあてはまる」「ややあてはまる」「どちらでもない」
「あまりあてはまらない」「全くあてはまらない」の
5段階で答えている。12の言葉のうち「不安」「憂
鬱」「落胆」「心配」「みじめ」の5つを、ストレスを表
す言葉と解釈し、それぞれについて「大いにあて
はまる」を4点、「ややあてはまる」を3点、「どちらでも
ない」を2点、「あまりあてはまらない」を1点、「全くあ
てはまらない」を0点とする。そして、5つを合計するこ
とで、0点から20点までのストレス指標を作成する。
　図1と図2は、週労働時間、残業の有無とストレ
スの関係を描いている。図1が男性、図2が女性で
ある。横軸は、不払い残業を含む週あたりの総実
労働時間を10時間刻みで示している。縦軸は仕



図 3. 週労働時間、不払い残業の有無と年収の関係（男性）

図 4. 週労働時間、不払い残業の有無と年収の関係（女性）
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事によるストレスの程度を表している。実線は不払
い残業をしている人を、破線は不払い残業をして
いない人を表している。縦の細い線は、平均値の
標準誤差である。
　男女とも、実線が破線の上に位置している。つま
り、総実労働時間が同じであれば、不払い残業を
している人は、そうでない人よりも高いストレスを感
じていることを示している。それは、なぜだろうか。
一つには、不払い残業の分だけ、勤労所得が低いこ
とが考えられる。もう一つは、不払い残業をすることに
対して不公平感や不満感をもっていることである。
　一つ目の理由としてあげた、不払い残業をして
いる人の賃金が低いか否かを確かめるために、不

払い残業をしている人としていない人の賃金を比
較する。図3と4がそれである。これらの図は、縦軸
に1年間の勤労所得をとっている。横軸は図1、2
と同じく週総実労働時間である。
　これらの図は、いくつか例外はあるが、男女とも
おおむね実線が破線の上に位置している。つま
り、総実労働時間が同じ場合、不払い残業をして
いる人のほうが、そうでない人より勤労所得が高
いのである。これは、やや意外な結果であるが、そ
の理由は、いくつか考えられる。一つは、所得の高
い人は職を失いたくないので、不払い残業をして
高い業績を上げようとしていることである。もう一つ
は、所得の高い人には、専門職や管理職が多いこ



図 5. 週労働時間、不払い残業の有無と幸福度の関係（男性）

図 6. 週労働時間、不払い残業の有無と幸福度の関係（女性）
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とが考えられる。彼らの賃金は、仕事の成果によっ
て決まる部分が多いために、たとえ不払いでも成
果を上げるために残業をする。さらには、不払い残
業の多い人の人事評価が高いために、昇格、昇
進という形で長期的には不払い分が埋め合わさ
れている可能性もある。
　いずれにしても、不払い残業をしている人のスト
レスが高い理由は、賃金が低いためではないこと
がわかる。おそらく、不払い残業に対する不公平
感や不満感が原因であろう。
　最後に、不払い残業と幸福度の関係をみてい
るのが図5、6である。幸福度は、「非常に不幸」を
0点、「非常に幸福」10点とし、回答者に自分の幸
福度を１点刻みで評価させている。図をみると、男
女とも総実労働時間が同じであれば、不払い残業
を行っている人のほうが、おおむね幸福度が低い

ことがわかる。図3、4でみたように、勤労所得は不
払い残業をしている人のほうが高いにもかかわら
ず、幸福度は低いのである。
　以上の結果をまとめると、不払い残業も含めた
総実労働時間が同じであれば、不払い残業をして
いる人はそうでない人と比べて、勤労所得が高い
にもかかわらす、幸福度は低い。その理由は、不払
い残業をしている人のストレスが大きいからである。
　不払い残業をしている人のストレスが高く、幸福
度が低いという結果は、現在の労働時間制度の
下で働いている人たちの分析であるから、ホワイトカ
ラー・エグゼンプションの下で働く人に対してそのま
ま当てはまるわけではない。しかし、長時間労働が
報酬に直接結びつかない人たちのストレスが高く、
幸福度が低いことは、ホワイトカラー･エグゼンプショ
ンにも共通するかもしれない。
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5. まとめ

参 考 文 献

　安倍内閣が導入しようとしているホワイトカラー・
エグゼンプション制度とは、ある一定の給与水準を
超える労働者に対する法定労働時間の適用を撤
廃し、労働時間ではなく成果に基づいて賃金を支
払う制度である。制度導入に積極的な人たちは、
制度によって「だらだら残業」がなくなり、労働時
間の短縮、生産性の向上、ワーク･ライフ･バランス
の実現が可能になると主張するが、それに対し筆
者は大きな疑問を持っている。職務範囲が曖昧
で、協調性が重視される日本の職場で、効率よく
仕事をする人が早く退社できるとは思えない。与え
られた目標の達成に満足せず、常により高い目標
を目指すという姿勢が評価される職場環境では、
より高い成果を目指してますます労働時間が長く

なる可能性が高い。
　ただ、法案では、職種や給与水準によって対象
労働者を厳格に制限しているうえに、健康管理に
ついても雇用主の義務を明記している。したがっ
て、この法案が成立したからといって影響を受ける
労働者は多くないし、雇用主による健康管理がこ
れまで以上に厳格に行われるのは労働者にとっ
ても望ましいことである。
　しかし、安易に対象労働者を増やそうとする雇
用主に対し、監督当局がどの程度厳格に指導す
るのか、また、厚生労働省令による対象労働者の
範囲や健康管理の方法がどの程度厳格なものか
については、注視していく必要がある。この点につ
いて労働組合の役割は重要である。

日本経営者団体連合会（2005）「ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言」
https://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2005/042.html〈2015年4月20日閲覧〉

厚生労働省（2015a）「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-
Roudoujoukenseisakuka/0000075870.pdf〈2015年4月20日閲覧〉

厚生労働省（2015b）「毎月勤労統計調査　2015年2月」
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001133690〈2015年4月20日閲覧〉

Kawaguchi, Akira and Kasai, Takato (2015 近刊) “Effects of Paid and Unpaid Overtime Work 
on Stress, Earnings, and Happiness,” Tachibanaki, Toshiaki (ed.) Advances in Happiness 
Research: A Comparative Perspective, Springer.

White House（2014）FACT SHEET: Opportunity for All: Rewarding Hard Work by Strengthening 
Overtime Protections, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/13/fact-sheet-
opportunity-all-rewarding-hard-work-strengthening-overtime-pr〈2015年4月20日閲覧〉


