報

告

生活時間の確保（生活主権）を基軸に
した労働時間法制改革の模索

－今後の労働時間法制のあり方を考える調査研究委員会報告書－（概要）

連合総研では、2018年度より「今後の労働時間

もに、諸外国の研究者との意見交換や労働者の生

法制のあり方を考える調査研究委員会」を立ち上

活時間に関する実態と意識を把握、解析する等の

げ、調査研究を進めてきた。本委員会が立ち上げ

国際的・学際的な検討作業も同時に進めてきた。

時点から抱き続けてきた問題意識は、従来の労働

こうした検討結果をまとめた本報告書は５つの

時間法制をめぐる諸課題を踏まえつつ、いま一度、

パートによって構成されている。第Ⅰ部は総論と

労働時間法制が本来基軸に据えるべき基本原理を

して、新たな労働時間規制を構想する際の基本的

問い直し、規制を再構成する必要があるのではな

視点を示すものである。第Ⅱ部は、アンケート分

いかというものであった。従来、労働時間の問題

析の手法を通じて、本委員会の重要概念である「生

は労働者の「健康」や高度プロフェッショナル制

活時間」についての労働者の意識や生活時間の確

度創設に代表されるように「賃金」との関連で語

保状況を詳細に記したものである。第Ⅲ部は、第

られることが多かったといえる。しかし、これら

I部・第II部を踏まえつつ、各執筆者の独創性の下

の２つの要素と並んで、いや、それ以上に、労働

であるべき労働時間法制の姿を法律論として詳述

者の「生活」との関連において、労働時間規制を

したものである。第Ⅳ部は、本委員会の中での議

捉え直すべきではないのか。持続可能な社会づく

論を通じてコンセンサスが得られた事項を中核と

りや労働者のワークライフバランスの重要性が改

しつつ、これらを提言として明瞭な形で取りまと

めて強く認識される今日においては、労働時間法

めたものである。最後に第Ⅴ部は、本委員会での

制のこれまでの発想を超えて、労働者が仕事だけ

議論を今後の労働運動においてどう受け止め、ま

でなく、持続可能な社会の担い手として家庭や地

た、それを発展させるべきかという観点からの考

域社会での責任を果たし、生きがいをもって生活

察を加えたものである。以下では、本報告書の上

を送るために必要な生活時間の確保を基軸とする

記パートのうち、第Ⅰ部・第Ⅱ部・第Ⅳ部を中心

法整備が求められているのではないか。

に、その内容を紹介することとしたい。その他の

このような問題意識の下で、本委員会では特に

第Ⅲ部・第Ⅴ部を含む報告書の全文については、

労働者一人ひとりが現実に生活時間を確保できる

連 合 総 研 ホ ー ム ペ ー ジ（https://www.rengo-

仕組み（労働者の生活主権を確立するための仕組

soken.or.jp/work/kenkyu/）に掲載されている

み）を模索すべく、労働法学を専攻する研究者を

ため、詳しくはこちらを参照されたい。

中心にあるべき規制のコンセプトを構想するとと
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（文責：連合総研事務局）
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－今後の労働時間法制のあり方を考える調査研究委員会報告書－
（概要）

第Ⅰ部 総論：今後の労働時間法制の在り
方を考える視点と論点

労働時間法制のあり方を考える必要性もある。ミニ・
ジョブ、ギグ・ワーク等の副業・複業的就労に従事
して生活を維持せざるを得ない労働者も増大してい

労働時間は、健康を左右する要素（ 健康時間）であ

ることを考えれば、賃金収入を確保するうえで必要

るだけでなく、賃金額や賃金収入を左右する要素（ 賃

な労働時間を確保するための法的規制も求められて

金時間）
、家庭生活や社会生活のあり様を左右する要

こよう。そして、コロナ禍によるテレワークの拡大は

素（ 生活時間）
、雇用量を左右する要素（ 雇用時間）

生活時間と労働時間の調整問題を現実の問題として

でもある。しかし、現行労基法労働時間法制は、工

いる。それゆえ、いまや、労働時間法は、健康、賃金、

場法以来の保護法的規制として、健康・安全の確保

生活、雇用の全てのファクターを視野に入れ、公法

に主眼をおいた公法的規制であるため、労働時間が

的規制のみならず私法的規制を用いた総合的労働時

もつ多様な側面を必ずしも十分に配慮調整したもの

間法としての単独立法を構想することが望ましいと

とはなっていない。更に、近時の労働時間法政策は、

いえよう。

市場経済のグローバル化に伴い成果主義処遇制度の
導入を進める企業経営の動向と相まって、賃金と労
働時間の切断をはかる賃金時間の弾力化を基軸に展
開されてきた。賃金時間の弾力化は決して健康確保
措置を不要とするものではないにもかかわらず、裁
量労働制等の弾力化措置は、現実には賃金時間の弾
力化にとどまらず健康時間の弾力化をもたらし、長
時間労働の温床にもなった。

第Ⅱ部 生活時間のなかの労働時間―「第
40 回勤労者短観」データにみる労
働時間と生活時間状況の関連
（ 1）検討課題
ここでは労働時間の長さが生活時間の圧迫に繋が
っているのかを検証すべき問いとして検討を進めて

かかる問題を生み出してきたのは、労働時間をと

ゆく。具体的には以下の３点に焦点を当てる。これ

もすれば賃金や健康の問題としてのみ捉え、労働者

らの点に関する分析結果を総合的に検討し、問いに

が自己啓発をはかる時間や家庭生活や社会生活の充

対する暫定的な結論を得たい。

実をはかる時間、つまり、市民社会の一員として市
民社会の充実をはかる生活時間の問題としてみる意
識が希薄であったからではないか。長時間労働は労
働者の健康を阻害するだけでない。長時間労働を範
型とする雇用慣行は、育児や介護のケアを担う労働
者を非正規労働に追いやり、ジェンダーバイアスをも

（ 1 ）長
 時間労働によって生活時間の不足が生じる
のか
（ 2 ）人
 々が必要とする生活時間のパターンが、長
時間労働によって異なるのか
（ 3 ）人
 々は時間外労働への処遇に対し何を希望す
るか

生む。そして、何よりも、家庭生活の貧困や市民社

なお以下では、本報告書における１日の最長労働

会の土台をなす地域社会の貧困をももたらす。それ

時間を 10 時間とすることに沿って、週あたり実労働

ゆえ、今日の労働時間法制は、労働者の健康確保の

時間が 50 時間以上である場合を長時間労働とみなし

みならず、社会生活や家庭生活を営む時間の確保に

て分析を進める。

も目を向ける必要がある。いや、柔軟な働き方が喧
伝される現在だからこそ、生活時間の確保にこそ労
働時間規制の主眼がおかれなければならない。

（ 2 ）データと方法
労働者が生活時間に対してどのような意識を抱い

更に、情報通信技術の発達に伴い、
「 雇われない

ているのか、また労働時間が生活時間の状況にどの

働き方 」といわれる非雇用型就労が拡大しているこ

ように関連しているのかを明らかにするため、
「第

とも考えれば、個人就業者（自営的就労者）を含めて

40 回・勤労者の仕事と暮らしに関するアンケート（ 勤
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労者短観）
」データを用いて検証をおこなう。同調査

女性についてみると、週あたり労働時間分布のピ

の対象は「 全国に居住する 20 代から 60 代前半まで

ークが「 20 時間未満 」と「 40 時間以上、45 時間未満 」

の民間企業に雇用されている者 」である。標本抽出

にあることがわかる。年齢層が上がるほど「 40 時間

は（ 株）インテージリサーチのモニターに対する割当

以上、45 時間未満 」の割合が減る一方、
「 20 時間未

抽出であり、2020 年 10 月１日から 10 月５日までの

満 」の割合は増える。これは、結婚や出産、介護な

あいだウェブ法により調査が実施された。以下で用

どの家族形成、ケアに関わるライフイベントの発生に

いるデータのサンプルサイズは 4307 である。

沿って、フルタイムの仕事からパートタイムの仕事に
シフトする状況を反映したものといえるだろう。50

（ 3 ）分析結果

時間以上の実労働時間の割合は男性よりも小さい。

①週あたり労働時間の男女別・年齢層別分布

しかしながら、この数値をもって女性と長時間労働

まず、労働時間の分布を確認しておこう。図表１

が無関係であるとまで論じることはできない。有配

は男女別、年齢別に週あたり労働時間の分布を示し

偶者や子どものいる女性は家庭での役割遂行が期待

たものである。

されるため、結果として労働時間が長くなりづらい

男性の集計結果のうち、50 時間以上の週あたり労

ということに過ぎないかもしれないからである。

働時間についてみると、いずれの年齢層でも 10％以
上となる結果となった。週あたり労働時間が 60 時間

②生活時間の確保状況

以上である場合に限ってみても、20 代から 50 代半

次に、生活時間の確保状況に関する人々の意識に

ばまでで 10％弱となっている。週 60 時間以上の実

ついて、確保を重視しているか、また実際に確保で

労働時間がいわゆる「 過労死ライン 」と呼ばれる月 80

きているかの割合と、両者の比をグラフに示した図

時間以上の時間外労働に対応していることをふまえ

表２をみてみよう。

ると、長時間労働の量的規模が依然として無視でき
ないものといえるだろう。

る時間の中で最も割合が大きいのは睡眠（ 80％）
、趣

図表１
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男性の集計結果をみてみると、確保を重視してい

男女別・年齢層別の週あたり労働時間の分布
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－今後の労働時間法制のあり方を考える調査研究委員会報告書－
（概要）

味（ 77％）であり、仕事（ 72％）
、家事（ 68％）
、家族

の比を示しているのが図表２の折れ線グラフであり、

との団らん（ 64％）が続く。これらと比べて割合が小

これによれば、比の値が大きいのは順に仕事（ 1 . 1 ）
、

さいのは地域活動（ 27％）
、社会参加活動（ 31％）で

家事
（ 0 . 98 ）
、
地域活動
（ 0 . 96 ）
、
家族との団らん
（ 0 . 93 ）

ある。この結果から窺い知ることができるのは、男

であり、少なくとも主観的にはこれらの活動に対す

性の生活時間においてプライベートな活動が重要な

る不足はあまり意識されていない。一方、比の値が

位置を占めているということであろう。先に見たと

小さいのは順に副業（ 0 . 7 4 ）
、学習・訓練（ 0 . 7 6 ）
、

おり、全体として長い労働時間の中で、心身をリフ

交際（ 0 . 8 ）
、社会参加活動（ 0 . 81 ）
、睡眠（ 0 . 82 ）で

レッシュするための時間を重視していることが結果

ある。社会的な活動や自己研鑽、あるいは心身を休

としてあらわれている。

めるための時間が相対的に不足しているといえるだ

一方、実際に時間が確保できていると考えてい
る割合に目を移すと、最も割合が大きいのは仕事

ろう。
同様に女性の集計結果をみると、重視している割

（ 79％）であり、
趣味（ 67％）
、
家事（ 66％）
、
睡眠（ 65％）

合が高いのは順に睡眠（ 88％）
、家事（ 84％）
、趣味

が続く。確保を重視している割合と比較すると、男

（ 80％）
、仕事（ 77％）である。
「 勤労者短観 」に無業

性にとって趣味や睡眠時間が不足している認識がみ

の有配偶女性（ いわゆる「 専業主婦 」
）が含まれてい

てとれる。

ないことを踏まえると、働く女性が家事労働と市場

この点をもう少し詳細に検討するため、確保でき

労働の板挟みに合っているという問題を反映してい

ている割合を重視している割合で除すことで比を計

るといえる。そのなかで、男性と同じく心身の回復

算した。希望と現実がバランスしている場合にはこの

のための時間を重視している傾向が読み取れる。重

比の値は１となる。一方、確保を重視している割合

視している割合が小さいのは男性と同じく地域活動

に対して実際に確保している割合が大きい場合には
１を超え、小さい場合には１よりも小さくなる。こ

図表２

（ 19％）
、社会参加活動（ 24％）である。
実際に確保できている時間についてみると、割合

生活時間の確保状況
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が高いのは仕事（ 84％）
、家事（ 81％）であり、睡眠

かでの差が大きい。特に「 家庭・地域時間不足 」の

（ 71％）
、趣味（ 71％）
、家族との団らん（ 70％）が続く。

割合について 35 時間以上 50 時間未満と 50 時間以上

男性と概ね同様の結果であり、睡眠や趣味の時間を

の間で比較すると、男性では２倍以上、女性では３

確保しづらい状況であると解釈できる。

倍弱の開きがある。規範的是非は別にして、人々が

生活時間を確保できているかと重視しているかの

市場労働のみに生活時間をあてようとしているのな

比についてみると、仕事（ 1 . 1 ）
、地域活動（ 0 . 98 ）
、

らば、図表３のような分布にはならないはずである。

家事（ 0 . 97 ）
、家族との団らん（ 0 . 92 ）は概ね希望と

全ての人がそうではないかもしれないが、平均的に

現実がバランスしているようにみえる。一方、学習・

は長時間労働がその他の活動の機会を奪っていると

訓練（ 0 . 72 ）
、副業（ 0 . 73 ）
、社会参加活動（ 0 . 77 ）
、

考えるべき結果だといえる。

睡眠（ 0 . 8 ）
、交際（ 0 . 82 ）は、相対的に確保ができて
いない活動であるといえる。男性と類似の結果であ
るが、その背景は長時間労働そのものではなく、市

④時間外労働への処遇として何を希望するか
図表４をもとに、時間外労働に対する補償として、

場労働と家事労働の合計による社会経済的義務の性

残業手当（ 割増賃金）
、休暇のいずれを望むのかにつ

格が強い時間の長さによるといえるだろう。

いての回答結果を確認しよう。
男女や週あたり実労働時間の別を問わず、最も多

③実労働時間別の生活時間の状況

いのは残業手当で 60％から 70％台となっている。男

各類型の分布は週あたり実労働時間によってどの

女間では女性の方が残業手当を望む割合が大きく、

ように変わるのだろうか。図表３は週あたり実労働

労働時間の点では 35 時間以上 50 時間未満のグルー

時間別に生活時間不足類型の分布を示したものであ

プで最も大きく、35 時間未満で最も小さい。この質

る。

問が仮想的な状況での回答を求めるものであるため、

男女ともに、実労働時間が長いほど生活時間不足

残業手当を望む回答者の割合が大きいことは自然だ

を意識する傾向があり、とりわけ週 50 時間以上か否

といえる。また、あくまで解釈に過ぎないが、現状

図表３
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生活時間不足の類型の週あたり実労働時間別分布
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－今後の労働時間法制のあり方を考える調査研究委員会報告書－
（概要）

図表４

時間外労働に対する処遇選好の分布

の賃金の支払額が生活にとって十分ではないという

による休暇の選好に表れているともいえる。全体平

意識が反映されている可能性もあるのかもしれない。

均では休暇を望む人は少ないが、職場の外に重要な

また、35 時間未満で相対的に割合が小さいことは、

活動領域を有する（ にもかかわらずそのための活動

短時間労働に従事する人びとには残業手当（ 割増賃

時間が確保できていない）人びとは、確かに休暇を

金）を受け取る権限がないことも反映していると思わ

望んでいるのである。休暇選好の少なさをもって生

れる。

活時間アプローチの意義を過小評価すべきではない。

休暇を選好する割合は男女ともに小さいものの、

ここでの分析結果は、わたしたちが何のために日々

女性については、週あたり実労働時間が 50 時間以上

の生活を送っているのか、労働という活動領域の外

である場合に休暇を選好する割合が他の場合よりも

に自分の持ち場、居場所を確保できているのか（ そ

４％ポイント程度高い。そもそもこの労働時間区分に

もそも、そうしたものが必要だと思っているのか）と

該当する女性回答者の数が少ないため判断には慎重

いう問題を提起しているともいえる。

でなければならないが、長時間労働に従事せざるを
えない女性は生活時間が絶対的に不足していること
を示唆している可能性があるかもしれない。

第Ⅳ部

（ 4 ）分析結果のまとめ

生活時間の確保（生活主権）を
基軸にした労働時間法制改革に
向けた提言

以上の分析結果を踏まえると、タイム・ユースの自

この提言は、現行法が定める労働時間規制に必ず

由（ 個々人の時間の使い方は自由意思に委ねられる

しもとらわれることなく、将来（ 10 年、20 年先）を

べきだという考え方）と社会全体の文化を発展、成熟

も見据えた形で「 労働時間法のあるべき方向性 」を本

させるための社会全体での活動総量である「 社会の

委員会の中で論議した結果、コンセンサスが得られた

時間 」の多様性の実現から、現代の日本社会はまだ

事項を取りまとめたものである。以下、その概要を

遠い位置にあるといわざるをえない。そのような社

紹介する。

会状況が、
家庭、
地域、
趣味の時間不足に置かれる人々
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（ 1）労働時間法の基本理念、法の規制手法

務と調整し難い時間帯（
「 生活コアタイム 」
）における

労働時間が「 労働者の心身の健康 」
、
「 生計の基礎

職務の免脱に関する使用者の配慮義務や労働者の職

をなす賃金 」
、
「 労働市場における雇用量 」
、
「 労働者

務免脱請求権等の私法的規制の定立を目指すべきで

の個人としての生活、家庭生活、市民社会の一員と

ある。

しての生活 」に与える影響を踏まえ、将来の労働時

次に、働く「 場所 」の主権を確保するための規制の

間法制においては、
「 健康確保 」
、
「 生計維持のため

あり方としては、まず、契約当事者双方の利益を踏

の賃金確保 」
、
「 労働市場における雇用確保 」
、そし

まえつつ、労働者の働く場所の選択権としての「 在

て「 生活確保 」を基本理念とした総合的規制の定立を

宅勤務・テレワークの選択権 」及び「 在宅勤務・テレ

目指すべきである。

ワークを選択しない権利 」を尊重すべきである。

上記目的の違いに応じて、労働時間規制の手法に

加えて、労働者が在宅勤務・テレワークに従事す

ついても相対的な把握を目指すべきである。労働基

る場合においては、
「 仕事 」と「 生活 」を明確に区分

準法 32 条以下を中心とする現行の労働時間規制は監

した休息時間を確保すべきである。

督行政・罰則適用による履行確保を基礎にした公法

更に、労働者が在宅勤務・テレワークに従事する

的規制としての性格を強く持つものであるが、将来

場合において、使用者には労働者の私生活・私的領

の労働時間法制を考える際には、公法的規制にとど

域（ 生活時間・生活空間）を尊重し、それら私生活・

まらず、私法的規制の拡充（ つまり、労働時間に関

私的領域を侵害しないよう配慮が求められる。

する労働者の契約上の権利、使用者の契約上の義務
の拡充）をも視野に入れた形での規制の定立を目指
すべきである。

②１日単位の最長労働時間・最低生活時間規制
労働者の心身の健康確保及び労働市場における雇
用確保の観点、並びに、全ての労働者にとって私生活・

（ 2 ）基本理念を踏まえた労働時間法の諸原理
① 労働者の「 生活主権 」

家庭生活・社会生活は１日単位で展開されるもので
あり、その生活を事後清算することができないこと

第一に、労働時間・労働場所が賃金と並ぶ労働契

を踏まえ、
「１日 」を単位として労働時間数の上限を

約の中核的要素であることを踏まえ、その決定につ

定め、延いては、その裏側にある最低限度の生活時

いては、使用者が一方的になすのではなく、労使対

間を労働者が日々確保できることを目指すべきであ

等の決定を目指すべきである。特に、私生活・家庭

る。

生活・社会生活の確保が全ての労働者の重要な法益

上記考え方の下で、より具体的には、原則として、

であることにかんがみて、使用者には、働く時間の

１日の労働時間数の上限を 10 時間（ 休憩時間込みで

配置及び働く場所に関する労働者の選択を尊重・配

11 時間）とし、その裏側にある最低生活時間につい

慮することが要請される（ 労働者の「 生活主権 」
）
。

ては１日 13 時間の確保を目指すべきである。

第二に、この「 生活主権 」とは、前述の通り、働く
「 時間 」の主権（
「 時間主権 」
）と働く「 場所 」の主権か

③時間外労働に対する時間清算原則

ら成り立つものであるが、それぞれの主権を確保す

労働者の心身の健康確保及び私生活・家庭生活・

るための規制の基本的な方向性は、次のようにまと

社会生活の確保という観点から、現行労基法 32 条が

めることができる。

規定する１日８時間を超えて行われる労働について

すなわち、上記「 生活主権 」のうち、働く「 時間 」

は、これに相当する時間の休暇を労働者に与えるこ

の主権を確保するための規制のあり方として、労働

とによる補償（ 時間清算）を原則として目指すべきで

者が一生活者としての人間らしい豊かな生活を全う

ある。

するために、その生活の中で重要な意味を持ち、業
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もっとも、具体的な制度設計のあり方として、労
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働者のニーズ等も考慮に入れつつ、全ての超過時間

て、一時的な形で労働時間の短縮を請求した労働者

について時間清算原則を貫徹するのではなく、例外

が、一定期間経過後に短縮以前の労働時間数の下で

的に、超過時間のうち、月単位で一定時間を超えな

の就労を求める権利（ 復帰権）を検討すべきである。

い部分については金銭清算も認めるべきである。か

第二に、生計を維持するうえで複数のパートタイ

かる金銭清算の例外が妥当する限度時間については、

ム労働を掛け持ちせざるを得ない労働者を念頭に置

法律及び集団的合意の下でそれを規律する方向性が

きつつ、その者に対して、最低限度の労働時間数の

考えられる。

下での就労を保障する制度や、当該労働者が就労す
る職場でフルタイムとして働ける可能性がある場合に

④使用者の労働時間管理・把握のあり方

は、フルタイム労働への転換を促す制度を検討すべき

第一に、労働時間の持つ多様性を踏まえ、労働時

である。

間把握がなされるべきである。
第二に、賃金支払の基礎となる労働時間について
は、賃金の適正支払を確保する観点から、使用者に

⑦個人自営業者への労働時間規制の適用
個人自営業者についても、特に健康確保や生活時
間確保の要請が及ぶことを前提に、労働時間・生活

は厳密な日々の管理が求められる。
第三に、健康確保の目的の下で把握を要請される
労働時間についても、使用者はこれを適切に把握し

時間規制の適用可能性を引き続き検討していくべき
である。

なければならない。特に、労働に関連する通勤・研
鑽時間や副業・兼業に従事する時間についても、使

⑧労働時間規制の履行確保のあり方について
現行労基法は監督行政・罰則による労働時間規制

用者による適切な形での把握が求められる。
第四に、労働者自身による権利行使のための前提

の履行確保を予定しているところ、それに代わる、

として、使用者に労働時間に関する情報の開示義務

あるいはそれを補強する履行確保の仕組みとして、

を課すべきである。

事業主に対して、労働時間・時間外労働・生活時間

第五に、使用者は、労働者が持つ生活時間に対す

に対する労働者の意識に関する情報開示義務を定め

るニーズを把握し、かかるニーズを踏まえた適切な

ること等を通じたモニタリングシステムを構築するこ

対応を行うべきである。

とを目指すべきである。

⑤労働時間の短縮請求権
労働者の私生活における環境変化や家庭生活・社
会生活における役割・責任が変化することを踏まえ、
かかる変化への対応として、使用者の経営上の必要
性との衡量の下で、一時的な形での労働時間の短縮
を労働者が請求する権利（ 労働時間短縮請求権）を私
法的規制において定立することを目指すべきである。
⑥労働時間の延長請求権
賃金決定要素としての労働時間の性格に鑑みて、
収入確保のために労働時間数の延長を求める者のた
めの労働時間の延長請求権を検討すべきである。
より具体的には、第一に、生活環境の変化に伴っ
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