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抄録：「新しい自律的な労働時間制度」に関する Health

実施し，包括的な健康影響を示した．これらの HIA が

Impact Assessment ：藤野善久ほか．産業医科大学

関係諸機関における制度の検討に資することを期待す

公衆衛生学教室―本研究では現在，厚生労働省等で議論
が進められている「新しい自律的な労働時間制度」いわ

る．
（産衛誌 2007; 49: 45–53）

ゆるホワイトカラーエグゼンプション制度の導入に関し
て ，Health Impact Assessment（HIA）を 実 施 し た ．

キーワード： Health policy, Health Impact Assessment,

この HIA では，the Merseyside model に基づいて rapid

Work schedule tolerance, Personnel staffing and sched-

HIA と呼ばれる方法で実施した．新制度の健康影響評

uling

価にあたっては，専門家の判断に基づいて，生じる可能

─────────────────────────

性のある健康影響を，良い影響，悪い影響とともに抽出
した．次に，インターネット又は PubMed を利用して

Ⅰ．緒

言

文 献 等 を 収 集 し ，抽 出 さ れ た 健 康 影 響 に 関 す る

雇用形態，産業構造，労働者の就業意識の変化など経

Evidence の評価を行った．さらに利害関係者の意見を

済社会の構造変化に伴い，これまでの労働時間規制を前

分析するため，インターネット上において，新しい自律

提とする労働時間法制の改革を求める意見が経済界を中

的な労働時間制度に関する意見を公表している団体の検

1）
心として聞かれるようになった ．特に，成果などが必

索を行い，6 団体が抽出された．長時間労働は専門家お

ずしも労働時間の長短に比例しない性格の業務の増加，

よび利害関係者らの間で最も懸案された健康影響であっ

いわゆるホワイトカラー労働者比率の増加，またモバイ

た．また，新しい自律的な労働時間制度によって，不規

ルワークを可能とするようになった IT 化などの技術革

則な労働パターンが増えることが予想された．不規則な

新，さらに経済活動のグローバル化により 24 時間の対

労働パターンによる健康影響として，睡眠障害，ストレ

応が迫られるニーズの変化も既に特別なものではなく，

ス，心血管系疾患などのリスク増加が挙げられる．さら

これらの状況が労働時間法制の検討を促す背景となって

に，このような不規則勤務による家族機能や社会生活へ

いる．

の影響も指摘された．一方，自律的な労働時間制度によっ

平成 16 年に発表された労働政策審議会の建議「今後

て，裁量度の範囲が広がることで，ストレスが緩和され

の労働時間対策について」において，労働時間法制に関

ることが期待される．さらに，自律的な労働時間制度に

して，使用者委員から，高度な人材の活躍の場を拡げる

よって仕事と生活の調和が向上することや，またこれま

等の観点から，労働時間規制の適用除外についての議論

で労働市場において雇用を得る機会が少なかった障害者

を急ぐべきとの意見が示され，継続して検討する必要性

や育児中の女性などに雇用機会が広がる可能性が示唆さ

2）
が示された ．

れた．しかしながら，現行の裁量労働制やフレックスタ

平成 17 年には厚生労働省労働基準局長が学識経験者

イムなどよりもさらに効果があるかどうかは不明であ

を参集して実施された「今後の労働時間制度に関する研

る．本研究では自律的な労働時間制度に関する HIA を

究会」において，今後の労働時間制度全般について検討
がなされた．平成 18 年 1 月に発表された「今後の労働

2006 年 7 月 11 日受付； 2006 年 12 月 22 日受理
連絡先：藤野善久 〒 807–8555 北九州市八幡西区医生ヶ丘
1–1 産業医科大学公衆衛生学教室
（e-mail ： zenq@med.uoeh-u.ac.jp）

時間制度に関する研究会」報告書では，新たな労働時間
制度の在り方として，一定の要件を満たす労働者を対象
に，「自律的に働き，かつ，労働時間の長短ではなく成
果や能力などにより評価されることがふさわしい労働者
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のための制度」として，労働時間規制の適用除外の枠組

にどのように関与したか，またはしなかったかを評価す

み（以下「新しい自律的な労働時間制度」）の導入が提

ることである．もう一つは，政策実施後に実際にどのよ

3）

案されている ．このような労働時間法制の議論に関し

うな健康影響が生じたかについて短期，長期的に評価す

ては「規制改革・民間開放推進 3 か年計画」においても，

ることである．

労働時間規制の適用除外の拡大について指摘されてい

本研究における HIA は，最も広く活用されている
HIA ガ イ ド ラ イ ン の 一 つ で あ る The Merseyside

る．
さらに，この間の平成 17 年 6 月には，社団法人日本

model5）を参考にしながら，これらの基本的なプロセス

経済団体連合会から，「ホワイトカラーエグゼンプショ

に基づいて実施した．また，現在進行中のテーマである

1）

ンに関する提言」と題した意見書が発表された ．この

ことによる時間的な制約から，テーマに関して迅速に対

ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言は，一定

応するための rapid HIA と呼ばれる方法を採用し，以下

の業務要件，賃金要件を満たす労働者に対してホワイト

の方法で健康評価を実施した．

カラーエグゼンプション制度と称する，労働時間等規制
の適用除外制度を導入しようするものである．

1．提言の分析

このような状況の中で，平成 18 年 2 月に，厚生労働

今回の HIA の対象である「新しい自律的な労働時間

大臣から労働政策審議会に対して，引き続き，今後の労

制度」の内容については公表資料などにおいて明らかに

働時間法制の在り方についての調査審議を求める諮問が

されている

なされた．本研究は，「今後の労働時間制度に関する研

の要件を満たした労働者に対する労働時間規制の除外と

究会」報告書が提案する「新しい自律的な労働時間制度」

言うことができる．「今後の労働時間制度に関する研究

に関して，Health Impact Assessment（HIA）を実施

会報告書」によると，新たな労働時間制度とは「自立的

し，今後の関係諸機関における労働時間法制度の在り方

に働き，かつ，労働時間の長短ではなく成果や能力など

に関する検討に資することを目的とする．

により評価されることがふさわしい労働者のための制

3，7）

．要約すると，業務内容や賃金など一定

ここで HIA とは，政策，施策，事業などが新たに提

度」とあり，労働時間規制に関わらず，より自由に，弾

案された際に，それらの提案が地域住民や関係者に与え

力的に働くことができ，更なる能力発揮が可能」になる

うる健康影響を予測・評価して，それら政策の策定に係

3）
ことを掲げている ．さらに具体的には，労働基準法第

わる人・組織（いわゆる意思決定者）や利害関係者に健

35 条（法定休日）及び第 39 条（年次有給休暇）は適用

康影響に関する情報を与えることで，関係者に健康影響

し，その他の労働時間，休憩及び休日に関する規定並び

に関する熟慮を促し，提案された政策の実施過程におけ

に深夜業の割増賃金に関する規定を適用しないことが提

4）
る修正，改善を求める一連のプロセスのことである ．

案されている 7）．また，対象となる労働者の要件として，

Ⅱ．方

法

1）使用者から具体的な労働時間の配分の指示を受ける
ことがない者であること，及び使用者から業務の追加の

HIA の実施方法に統一されたものはないが，基本的

指示があった場合は既存の業務との調節ができる者であ

なプロセスとして screening, scoping, appraisal, report-

ること，2）1 年間を通じて週休 2 日相当の休日がある

ing, monitoring and evaluation と呼ばれるステップがあ

ことなど，3）出勤日又は休日が 1 年間を通じてあらか

る 4–6）．ここでは各ステップについて簡単に紹介する．

じめ確定していること，4）1 年間に支払われる額が，

Screening では，提案された政策が HIA の対象とすべき

自律的に働き方を決定できると評価されるに足る一定水

かどうかを判断するために健康影響を抽出する．通常，

準以上の額である者，などが提案されている．

この段階では簡便な文献検索や専門家および利害関係者
のインタビューなどを実施する．Scoping では HIA の

2．健康影響の Screening

実施方法等について計画する．Appraisal は HIA の中で

「今後の労働時間制度に関する研究会」報告書に基づ

も最も重要なステップであり，政策によって生じる可能

いて，著者ら研究グループ（公衆衛生，疫学，産業保健，

性があると抽出された健康影響に関して evidence の評

保健福祉制度に関する専門家）において，健康影響を検

価を行う．この際には，定量的な評価だけでなく質的な

討し，抽出を行った．また報告書や一連の関係資料内で

評価を用いることがあるのも HIA の特徴の一つである．

記述されている健康関連の事項についても抽出を行っ

Reporting では，健康影響の評価に基づいて，健康上の

た．抽出に際しては，出来る限り，健康上の便益および

不利益を軽減し，また健康上の便益を促進するために，

不利益の両方を抽出した．また健康影響の抽出には，複

政策の修正や追加的措置などの助言を作成する．

数の HIA ガイドライン

Monitoring and evaluation のステップには，2 つの意味

ルを著者らが改編したものを使用した（表 1）．

がある．一つは，政策形成の過程において HIA が実際

5，6）

で利用されている抽出ツー
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Table 1. Screening step of health impact assessment for “white-collar exemption” by the health experts
Health determinants

Positive

Negative

Individuals Lifestyle:
Smoking, nutrition and health eating, physical activity, alcohol, sexual health, Propensity to use
heath and care services

· Increase in time for self-development and leisure

·
·
·
·

Fragmentation of home life
Irregular dietary pattern
Decrease in sleeping time and loss of sleep quality
Decrease in leisure time

· Increase in telework and time at
home

·
·
·
·

Increase in time out of home
Impact on marital and parent-child relationship
Weakening family function
Loss of opportunity for social participation

· Promote work autonomy (3)
· Decrease in working time (1)
· Increase in incentive to work (3)
· Increase in flexibility of labourmarket (1)

· Weakening capability of managing working time
· Increase in working time(3)
· Fear for above measure increase in work task without restriction of working time(2)
· Increase in stress due to ambiguity between work
and home life, and ambiguity of portal-to-portal hours
· Income declining due to abolition of overtime pay
· Income insecurity

Skills and knowledge, training and
education
Social and Community
Influences affecting health:
Family: Structure and function,
Parenting
Community:
Social support mechanisms, social
networks, neighbourliness, peer
pressure, degree of isolation.
Working conditions:
Employment, workplace conditions,
occupation,
income.

(1) Nippon Keidanren. White-collar exemption ni kansuru teigen “Proposal to white-collar exemption”; 2005 (in Japanese).
(2) Labour Lawyers Association of Japan. Jikanken houkoku kouhyo ni atatte no seimei “Statement on the working paper on
new labour hours regulation”; 2006 (in Japanese).
(3) Ministry of Health Labour and Welfare. Kongo no roudoujikanseido ni kansuru kenkyukai houkokusyo. “Working paper on
new labour hours regulation”; 2006 (in Japanese).

3．Evidence の評価（Appraisal）
2 の screening で抽出された健康影響，および次の利

Ⅲ．結

果

害関係者の意見などから集まった健康影響について evi-

新しい自律的な労働時間制度の導入によって，生じる

dence の収集，評価を行った．Evidence の収集，評価

可能性のある健康影響のスクリーニングの結果を表 1 に

に際しては PubMed およびインターネットの検索サイ

示 す ．そ の 結 果 に 基 づ き ，文 献 検 索 を 中 心 と し た

トを活用した．また，同様の HIA の報告を検討するた

Evidence の収集と評価を実施した．

めに，Internal Health Impact Assessment Consortium
（http://www.ihia.org.uk）が提供するデータベースを利
用した．

1．長時間労働
「今後の労働時間制度に関する研究会」報告書におい
ても指摘されているように，新しい自律的な労働時間制

4．利害関係者の意見の分析

度が導入された場合，労働時間の上限規制による長時間

利害関係者の意見の収集のため，インターネットによ

労働の抑制の枠組みが働かないことから，労働時間が長

る検索を活用した．インターネット上の検索サイト

3）
時間化する懸念は強い ．このことは現行の専門業務型

Google（http://www.google.co.jp）に お い て ，
「新 し い

裁量労働制および企画業務型裁量労働制が適用されてい

自律的な労働時間制度」のキーワードで検索し，174 件

る労働者を対象になされた調査において，裁量労働制の

のサイトが表示された（検索日： 2006 年 7 月 4 日）．こ

適用に関する不満の中で，業務量が過大との訴えが専門

の中から，新しい自律的な労働時間制度および一連の労

業務型で 49 ％，企画業務型で 46 ％，また，労働時間

働時間法制の改革に関する意見を表明していた団体を抽

（在社時間）が長いとの訴えは，専門業務型で 46 ％，企

出した．その結果，6 団体の意見が抽出された．

8）
画業務型で 39 ％あることからも強く示唆される ．現

行の裁量労働制においては，みなし労働時間という労働
時間の上限規制が一応は適用されていることを鑑みる
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と，新しい自律的な労働時間制度の導入においては，業

された選択であれば，断片的な労働，および生活時間の

務量負担の増加および労働時間の長時間化は想定するべ

断片化も個人にとってメリットがあるものと言えよう．
一方で，不規則な勤務によって生じる生活時間の断片

きことである．
長時間労働による健康影響への不利益は既に多くの知
見が得られている

9–15）

．Spurgeon ら 13）がまとめたレ

化は家庭機能や社会生活にも影響を及ぼすことが指摘さ
れている

17）

．労働時間の断片化に伴い，労働者が家庭

ビューにおいて，長時間労働が健康と安全に影響を及ぼ

不在になる時間が増えることが予想される．このような

すとする十分な根拠があるとの報告している．長時間労

状況は，労働者のみならず，夫婦間や家族間の関係，育

働による不利益な健康影響としては，心血管系疾患，特

児や養育，介護といった家庭生活全般に大きな影響を及

に虚血性心疾患，自覚的健康度の低下，疲労や倦怠感，

ぼす．特に，夫婦共働きの家庭や子どものいる世帯にお

睡眠障害，抑うつなどが指摘されている．

いては影響が大きい．また労働時間の断片化は同様に地

一方で，労働者が自律的な働き方を選択した結果，労

域参加の機会喪失にもつながる可能性がある．社会生活

働時間が短縮する可能性を「ホワイトカラーエグゼンプ

の不全や地域参加の機会減少が個人および地域集団の健

1）

ションに関する提言」では主張している ．そのような

康を損なうことは近年明らかにされている

19，20）

．

場合は，労働時間の短縮による健康面での便益が認めら
れるであろう．ただし，新しい自律的な労働時間制度が，

3．夜勤または交替制勤務

現行の裁量労働制とは別に提案されていることを考える

新しい自律的な労働時間制度は，夜勤労働や交替制勤

と，果たして労働時間が短縮に向かうかの効果は疑わし

務のような不規則勤務を直接的に意図するものではない

い．例えば，不要な待ち時間などで勤務時間に拘束され

が，労働者の自律的な選択の結果として，夜勤労働や交

ているような労働者など，新しい自律的な労働時間制度

代勤務と同じような不規則勤務の機会が増えることは予

によって労働時間が結果的に短縮するような労働者につ

想される．

いては，健康面での便益が期待されることから，制度導

夜勤および交代制勤務による健康影響は既に多くの知
21–30）

．夜勤および交代制勤務に従事する

入前にこのような労働者，職種を把握することが重要で

見を得ている

ある．

労働者は昼間に働く労働者に比べて，精神的なストレス
が高く，疲労や不眠が多いことが知られている．また，
脳心臓血管系，高血圧，糖尿病についてもリスクの増加

2．不規則な労働パターン
新しい自律的な労働時間制度では，「労働者の中には，
仕事を通じたより一層の自己実現や能力発揮を望む者で

が報告されている．さらに安全や生産性においても不利
益が指摘されている．

あって，自律的に働き，かつ，労働時間の長短ではなく
成果や能力などにより評価されることこがふさわしい」，
3）
またはそれを望む労働者を想定している ．

この新しい自律的な労働時間制度において新しく可能

4．仕事に関する裁量（job control）
新しい自律的な労働時間制度によって最も期待される
ところは，労働者の仕事に関する裁量権の拡大である．

となることは，労働者が必要と望んだ場合の長時間労働

仕事に関する裁量権とは，仕事の手順や方法，優先度な

や，断片的な労働である．後者については，例えば集中

どを労働者が自主的に選択することができる裁量の程度

的に働いた後に，一定期間の休暇を得るといったことが

である．仕事上の心理的要求が高く，逆に裁量度の範囲

比較的可能になることが予想されるし，また日々の生活

が狭い場合にストレスの増加をもたらし，健康上の不利

の中で非連続的に労働することも可能となる．

益が増える

非連続的な労働が労働者の自律的な選択によってなさ

31）

．仕事の裁量度が低いほど，高血圧や虚

血性心疾患を含む循環器疾患，自覚的健康度，抑うつな
31–33）

．従って，

れた場合，健康上の便益も予想される．例えば，現行の

どのリスクが高いことが示されている

裁量労働性の導入によって認められたメリットとして，

新しい自律的な労働時間制度が導入された場合に健康上

通勤難が緩和・解消される，就業時間の合理化によって

の恩恵を得るためには，仕事に関する裁量権の強化が担

仕事が効率的になるなどが挙げられた

16）

．また，労働

保されていることが必要である．

者の便宜に基づいた労働時間の選択が可能となれば，育
児家庭においては，送迎時間の確保によって，女性労働

5．上司，同僚，家族からの支援

者が育児中も就業を続けることが可能となるといった便

職業性ストレスモデルなどにおいては上司，同僚，家

益が得られる．一般的に，雇用を得ていることが健康に

族からの支援は，労働者のストレス反応に対する緩衝要

良い影響を与えるということはこれまでの知見によって

因として扱われている

17，18）

31，34）

．上司，同僚，家族からの

．このように個人の生活様式

支援は，社会的支援とも呼ばれ，こうした社会的支援は

が多様化した社会においては，個人の意志が十分に反映

労働者のストレス反応やうつ傾向の軽減，心血管系への

明らかにされている
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負担の軽減などにつながるとの結果が多くの研究におい

8．利害関係者からの意見の分析

て報告されている．裁量労働制を採用している 5 社 242

新しい自律的労働時間制度に関して意見を表明してい

人を対象に実施された裁量労働制に関する調査において

た団体はインターネット上の検索の結果，日本労働弁護

は，現行の裁量労働制の導入デメリットとして「組織や

団，民主法律協会，日本労働組合総連合会，全国労働組

部門の一体感がなくなる」または「社内の情報伝達やコ

合総連合，自由法曹団，地方自治問題研究機構の 6 団体

ミュニケーションに支障をきたす」と回答した労働者は

が抽出された．その中から，特に健康影響に関連する意

それぞれ約 15 ％であった

16）

．

見を分析し，紹介する．
利害関係者の多くが，新しい労働時間制度による健康

6．在宅勤務，テレワーク

上の影響として，特に長時間労働を助長させるとの意見

新しい自律的な労働時間制度では，在宅勤務やテレワ

を表明している．

ークなどの事業所外勤務に関する言及はされていない
が，事業場外みなし制の見直しの必要性について訴えて

「『新しい自律的な労働時間制度』は，働き過ぎの放

いる．事業場外みなし制の見直しによってテレワークま

置や長時間労働を助長することにつながり，導入す

たは在宅勤務が促進されるかについては定かではない

ることには大きな問題がある．」（日本労働組合総連

が，労働者の自律的な労働形態の選択にテレワークや在

合会事務局長「厚生労働省『今後の労働時間制度に

宅勤務が含まれるとすれば，以下のような健康影響が考

関する研究会』報告に対する談話」）

えられる．「仕事と生活の調和に関する検討会議」報告
書において指摘されているように，テレワーク，在宅勤

「…即ち，新対象者は，1 日 8 時間・ 1 週 40 時間の

務では，労働者の通勤負担や精神的負担の軽減や，在宅

法定労働時間の保護を受けられなくなり，無限定な

35）

労働に対する法的歯止めを失うことになる．…（中

時間の増加による家族機能の向上などの長所がある

．

さらに，テレワーク，在宅勤務が選択できることによっ

略）…新対象者が今以上の無限定労働を強いられ，

て，これまで労働市場に入れなかった人々（例：障害者，

過労死などの心身の健康被害等がさらに広がること

育児中の女性など）が雇用を得る機会が増えるものと予

が強く危惧されるのであって…」（日本労働弁護団

想される

17）

．雇用を得ることは健康上の便益が増える

と考えられている

17，18）

．一方で，在宅勤務，テレワー

幹事長「声明―時間研［今後の労働時間制度に関す
る研究会］報告公表にあたって」）

クの健康上の不利益として，管理されている事業所の作
業環境に比べて，在宅の作業環境は一般的に劣っている

「…現在これらの労働者が，無制限・無定量の労働

ことや，上司，同僚からの支援を受けにくいこと，チー

（その多くはサービス残業である．）を余儀なくされ，

ムワークやコミュニケーションを通して得られる健康上

過労死や過労自殺が多発していることを見れば明ら

の便益に劣ることが示唆されている 36）．

かである．」（民主法律協会「裁量労働制の導入に断
固反対する決議」）

7．雇用の拡大
日本経済団体連合会による「ホワイトカラーエグゼン

「…長時間労働を解消するうえできわめて不十分と

プションに関する提言」によると，ホワイトカラーエグ

考える．」（全国労働組合総連合事務局長「談話―労

ゼンプション制度の導入が雇用の流動化の素地作りにな

働政策審議会『今後の労働時間対策について』の建

1）
る可能性を指摘している ．また前述のモバイルワーク

議にあたって」）

の拡大などはさらに雇用の拡大に貢献すると考えられ
る．一方で，
「今後の労働時間制度に関する研究会報告

「…管理監督者の手前に位置する労働者まで時間管

書」においては，日本では米国ほど転職が容易ではない

理からはずすことは，たとえ要件を厳格化したとし

労働事情があることを理由に，諸外国のホワイトカラー

ても，長時間労働をより深刻化させると見るのが相

エグゼンプションをそのまま日本に導入することは適切

当である．」（全国労働組合総連合議長「労働時間法

3）
ではないとしている ．仮に「新しい自律的な労働時間

制についての審議に関する要請」

制度」の導入によって，労働市場における雇用の流動化
が促進されるようになれば，障害者，女性労働者，高齢

「…労働時間規制の適用を除外する制度を創設する

者などの雇用機会の創出につながり，健康上の便益が期

ことは，…（略）…労働者をいっそうの長時間労働

待される．しかしながら，雇用の流動化という点におい

に駆り立てる筋道を作り出すものである」（自由法

て，現行の裁量労働制と「新しい自律的な労働時間制度」

曹団団長「新しい自律的な労働時間制度の導入に反

に差違があるかは不明である．

対する声明」）
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また，現行法においても自律的な労働は既に可能であ
るとの立場から，新しい制度の必要性の曖昧さを挙げる
意見も多い．

政策以外において重要性を強調されるのはこのような背
景からである．
著者らが知り得る限り，国内においては HIA が活用
された事例はない．そこで本研究では，自律的な労働時

「…裁量労働制や変形労働時間制，フレックスタイ

間制度に関する HIA を実施して，関係者間における当

ム制など労働時間制度はすでに十分に弾力化・柔軟

該政策形成の議論に資するとともに，国内における

化されており，いまなぜ新しい制度が必要なのか，

HIA のケーススタディとして提示することを意図した．

甚だ疑問である．」（日本労働組合総連合会事務局長

また，HIA の性格上，対象となった政策や制度につい

「厚生労働省『今後の労働時間制度に関する研究会』

ては中立の立場をとっており，従って本研究は「新しい

報告に対する談話」）

自律的な労働時間制度」の導入に対しての賛否に答える
ものではない．目的は，新制度が導入されるにあたって

「労働時間の規制は，『生活時間を確保しつつ，仕事
と生活を調和させる』ための最低限の保証であり，

予想される健康影響を予測し，健康影響の観点から検討
の方向性を示すことにある．

現行法は決して自律的な働き方を阻害するものでは

Evidence の評価および利害関係者の意見において優

ない．また，既に現行法でも裁量労働制や変形労働

先度の高い論点は，新しい自律的な労働時間制度が長時

時間制，フレックスタイム制といった…（略）」（民

間労働を助長する可能性についであった．従って，新し

主法律協会「裁量労働制の導入に断固反対する決

い労働時間制度においては，新制度の対象となる労働者

議」）

が結果として現行法の労働時間と同程度になるような調
整の枠組みが，健康影響を配慮する上では必要である．

「…即ち，現行法が『一層の能力発揮』を阻害して

ただし，この新しい労働時間制度における労働時間抑制

いるというのである．…（中略）…要するに，いう

の枠組みは，労働時間の算出するための期間や設計にお

ところの『能力発揮』を阻害している規定は現行

いてより自由度が高いものであることが考えられる．一

法・制度には存在しないのである．」（日本労働弁護

方で，新しい労働時間制度によって，労働時間が短縮す

団幹事長「労働契約法制および労働時間法制の在り

る可能性を指摘する意見もあった．従って，このような

方について（案）に対する意見」）

制度の導入の影響については諸外国の事例も参考として

Ⅳ．考

さらに検討が必要である．いずれにしても制度導入時に

察

は，労働時間が結果的に長時間労働とならないような制

HIA とは，提案された政策，施策，事業によって生
じる可能性のある健康影響や健康事象に関連するあらゆ

度の仕組みが必要である．
また新しい自律的な労働時間制度によって，家庭機能

る要因（医学生物学的，社会的，環境的，経済的など）

や社会生活への影響も予想された．自律的な労働時間制

の変化，及びそれらの影響を受ける集団を認識すること

度が，家庭機能や社会生活に良い影響を与えるか，不利

によって，健康影響に関する便益を促進し，かつ不利益

益を与えるかは，労働者個人の特性，家族構成，ライフ

を最小にするように，提案された政策，施策，事業を最

ステージなどにおいて異なる．このことは，必ずしも会

37）

社における労働者の立場や業務内容のみで決まるもので

既に欧州においては空港，ダム，廃棄物埋め立て処分場

はないことを意味する．新制度が導入される場合は，労

の建設などの大型事業や，都市計画，雇用，住宅供給政

働者の立場，職務内容，収入など雇用上の要件のみで対

策など，多くの分野において HIA が実用されている

象者が選定されるのではなく，家族構成などにも配慮さ

適化していく一連の過程とその方法論のことである

．

HIA が普及した背景として，近年の社会疫学や健康

れた上で，労働者の自由な選択が担保される必要がある．

格差といった分野の研究成果から，社会経済状況，文化，

一方，「労働契約法制及び労働時間法制の在り方につい

環境，住宅，労働，社会や地域の特性，収入の格差など

て（案）」や経団連のホワイトカラーエグゼンプション

が健康を規定する強力な要因であることが認識されるよ

に関する提言でも，制度導入要件として労使協定の締結

うになったことが挙げられる

19，20）

．したがってこれら

や労使委員会の決議を基本としている

1，7）

．労使の協議

の要因に系統的に影響を及ぼす政策や政治的判断は，社

が労働者の意見をある程度反映するものであっても，労

会的な健康規定要因を介在して，最終的には集団の健康

使の協議に基づく一律的な制度の適用は，労働者個人の

に直接，間接的に影響を与える．さらに，このように集

選択を阻む懸念がある．

団の健康に強く影響を及ぼす政策の多くが，経済，産業，

仕事の裁量度は，自覚的健康度や抑うつ，睡眠障害お

住宅，交通，農業，教育やその他の「健康とは関係のな

よび循環器系疾患と関連が強いことが多くの研究におい

い政策分野」の領域にある．HIA が狭義の保健・医療

て報告されている．仕事の裁量度の拡大という点におい
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ものである．

向の便益が得られると予想される．しかしながら，現行
法にあっても十分に自律的な労働が可能であるという利

謝辞：本研究は，平成 18 年度厚生労働省科学研究費補

害関係者らの主張がある．これに対して，例えば日本経

助 金 （政 策 科 学 総 合 研 究 事 業 ）
「Health Impact

済団体連合会の「ホワイトカラーエグゼンプションに関

Assessment に関する包括的研究」（課題番号 H18 −政

する提言」においては，現行の裁量労働制や変形労働時

策−若− 005）の補助を受けて実施された．

間制，フレックスタイムの適用範囲の狭さや，運用の煩
雑さによる導入の困難さのため，労働者が自律的に働け
るような環境が十分に整備されていないと主張してい
る．しかしながら，新しい労働時間制度によってどの程
度，現行法以上の自律的な労働が可能になるかの説明は
報告書等においても十分になされていない．従って，新
しい自律的な労働時間制度の導入に際しては，新制度が
労働者の自立的な労働の選択を可能とする点において，
現行制度より優れているという合理的な説明が必要であ
る．
現行制度下において労働市場に参入できない人々が，
自律的な労働が選択可能となることで雇用の機会を得る
ことは健康面の便益につながる．しかしながら，新しい
自律的な労働時間制度が雇用の拡大において，現行制度
を超える影響があるかは不明である．従って，新しい自
律的な労働時間制度を導入する場合には，雇用の拡大を
補完するという視点を含めた制度設計が望まれる．
今回実施した HIA の限界を述べる．本来の HIA では，
新しい政策や施策などの提案が検討される初期の段階か
ら，評価者が政策関係者，利害関係者と相互に関与しな
がら HIA を実施していくことが，政策の健康影響の最
適化という HIA 本来の目的には最も理想的であるとさ
れる．今回は，関係者の関与という点においては HIA
が効力を最も発揮できるプロセスを実施することはでき
なかった．また，今回実施した evidence の収集，評価
方法については，いわゆるシステマティックレビューの
形式を取っていない．提案された政策の「潜在的な」健
康 影 響 を 探 索 す る と い う HIA の 趣 旨 か ら ，今 回 は
screening で抽出された健康影響（便益，不利益を含む）
を示唆する文献資料を収集し採用した．今回の結果から，
システマティックレビューを含めた，in-depth HIA や
complete HIA と呼ばれるさらに詳細な検討の必要性が
示唆された．
本研究では，現在，労働政策審議会建議等を経て次期
通常国会へ関連法案が提出される予定である新しい労働
時間制度について HIA を実施した．HIA の手法を用い
ることで，政策担当者はより包括的な視点から当該プロ
グラムの効果や生じうる問題点を明らかにすることがで
き，同時に健康上の便益を認識し，さらにそれを促進す
るように，提案に対して修正や改善を図ることができる．
健康影響の観点も含めて，政策形成に係わる諸機関，お
よび利害関係者らの間で検討がなされることを期待する
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Health Impact Assessment of “White-Collar Exemption” in Japan
Yoshihisa FUJINO and Shinya MATSUDA
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Abstract: This work conducted a health impact assessment (HIA) of the Japanese Government’s proposal concerning the introduction of so called “white-collar exemption” into the Japanese labor market. We adopted the
Merseyside model and performed a rapid health impact
assessment to assess the potential health effects of whitecollar exemption. In this HIA, several health determinants
which may possibly be affected, both positively and negatively, were identified based on experts’ judgments.
Literature evidence was assessed using PubMed and other
databases. In addition, we searched for the opinions of
those affected by white-collar exemption from internet
web sites, and six concerns were identified. Long working hours were identified as the most serious concern by
both experts and those affected. White-collar exemption
may increase irregular working patterns which may be
related to sleep disorder, stress, and cardiovascular dis-

ease. Family function and social participation will also be
affected by irregular working patterns. On the other hand,
in terms of stress, white-collar exemption may benefit
from a higher degree of job control. There are possibilities that white-collar exemption may enable an improved
work-life balance and enable access of some groups of
the population, such as people with disabilities or parents
looking after children, greater access to the labour market. However, it is uncertain whether the benefits of
white-collar exemption would overcome those of the current free-time or flex-time systems. The present work provides a wide range of health impacts of white-collar
exemption, and will hopefully attract the attentions of
decision-makers and those likely to be affected in order
to contribute to policy-making.
(San Ei Shi 2007; 49: 45–53)

