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11 変形労働時間制とは変形労働時間制とは

　ご存知のように，労働時間は，原則とし
て１週40時間以内，１日８時間以内とされ
ていますが（労働基準法32条。以下，「労
基法」という），事業の性質上，連続操業
や長時間営業のために交替制の勤務を必要
とする場合や，事業の繁閑から所定労働時
間の長い日と短い日とを組み合わせる必要
が生じる場合なども存在します。
　労基法においても，所定労働時間が，１
カ月以内などの一定期間内で平均化して週
40時間以内であれば，一定期間内の一部の
日または週でみたときに，その所定労働時
間が１週40時間・１日８時間という法定労
働時間を超えていても，その所定労働時間
の限度では法定労働時間を超えたとの取扱
いをしない，とする変形労働時間制の拡充
が図られてきました（１カ月単位の変形労
働時間制として法32条の２，１年単位の変
形労働時間制として法32条の４，１週間単
位の変形労働時間制として法32条の５）。
　変形労働時間制を導入する具体的なメリ
ットとしては，上記のような要件を満たし
た場合には，１日８時間を超える労働に対
しても「法定労働時間を超えたとの取扱い」
がなされないことにより，時間外労働の割
増手当を支給する必要がなくなるという点
がありますが，反面，労働者にとっては「１

週40時間，１日８時間」という毎週・毎日
一定の労働時間の上限が不規則なものにな
り，日によっては８時間以上の勤務を求め
られるという点で，不利益を課されるとも
言えます。
　そこで，実際に変形労働時間制を導入し
適用していくためには，労基法や行政によ
る通達により，多くの要件を満たすことが
求められています。
　本稿で取り上げる事案は，１カ月単位の
変形労働時間制を定める就業規則の定めの
有効性が争われたものですので，以下では
１カ月単位の変形労働時間制について検討
します（以下，１カ月の変形労働時間制の
ことを単に「変形労働時間制」という）。
〈労働基準法〉

（１カ月単位の変形労働時間制）

32 条の２　使用者は，当該事業場に，労働者

の過半数で組織する労働組合がある場合に

おいてはその労働組合，労働者の過半数で

組織する労働組合がない場合においては労

働者の過半数を代表する者との書面による

協定により，又は就業規則その他これに準

ずるものにより，１箇月以内の一定の期間

を平均し１週間当たりの労働時間が前条第

１項の労働時間を超えない定めをしたとき

は，同条の規定にかかわらず，その定めに

より，特定された週において同項の労働時
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　 間又は特定された日において同条第２項の

労働時間を超えて，労働させることができ

る。 

２ 　使用者は，厚生労働省令で定めるところ

により，前項の協定を行政官庁に届け出な

ければならない。 

22 変形労働時間制を導入変形労働時間制を導入
するための要件するための要件

（1 ）事業場の労使協定または「就業規則
その他これに準ずるもの」によって変
形労働時間制の具体的な内容を定める

　したがって，例えば，事実上勤務割表を
作成して，これに基づいて従業員の勤務日
や勤務時間を定めているだけでは変形労働
時間制を導入したとは認められません。
　なお，「その他これに準ずるもの」とは，
常用する従業員が10人以下の場合にはそも
そも就業規則が設けられていないことがあ
り得ることから規定されたものにすぎず，
就業規則が存在する場合には，労使協定ま
たは就業規則によって定めることが必要に
なります（労使協定によって定めた場合に
は，労働基準監督署への届出が必要である
が，就業規則によって定めた場合でも，変
更後の就業規則を届け出ることが必要にな
るので，届出の要否という点では両者に差

異はない）。

（2 ）労使協定または就業規則等に，変形
期間（１カ月以内の一定期間）を定める

　このとき，変形期間の起算日を明らかに
する必要があります（労基法施行規則12条
の２）。

（3 ）原則として，変形期間内の各日，各
週の始業時刻・終業時刻・所定労働時
間を特定する

　これは，労基法32条の２第１項が，労使
協定または就業規則等によって定めた労働
時間が単位期間内を平均して所定労働時間
が法定労働時間の枠内に収まっているとき
は，「特定された週」または「特定された日」
について，１週40時間・１日８時間の法定
労働時間を超えて労働させることを認める
と規定していることから必要となります。
　さらに，労基法89条１項で，就業規則に
は始業時刻・終業時刻を規定する必要があ
ると規定していることからも必要となりま
す（昭63.1.1基発１号。以上を踏まえた規
定例として「規定例１」）。
　しかし，複数の従業員が複数の勤務シフ
トを組み合わせて勤務する場合など，労使
協定や就業規則により単位期間内における
各従業員の各日の始業時刻・終業時刻・所
定労働時間をあらかじめ規定することが困

（始業時刻，終業時刻および休憩時間） 
第 ○条　毎月１日を起算日とする１カ月単位の変形労働時間制とし，所定労働時間は，１カ月を平均して
１週間40時間以内とする。 
第○条　各日の始業時刻，終業時刻および休憩時間は，次の通りとする。 

日 始業時刻 終業時刻 休憩時間
１日から24日まで 午前９時 午後５時 正午から午後１時まで
25日から月末まで 午前８時 午後７時 上記に同じ

（休日）
第○条　休日は，毎週土曜日および日曜日とする。 

●規定例１

 （厚生労働省ホームページより）
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難な場合には，変形労働時間制の基本事項
（単位期間，各勤務シフトの始業終業時刻，
各勤務シフトの組み合わせ方，勤務割表の
作成手続およびその周知の方法など）を定
めておき，これに従って各従業員の各日の
所定労働時間を勤務割表によって特定する
ことも，法32条の２第１項の「特定」の要
件を満たすものとされています（昭63.3.14
基発第150号）（以上を踏まえた規定例とし
て規定例２）。

33 問題となった就業規則①問題となった就業規則①
（岩手第一事件を基に，事案を一部単純化）（岩手第一事件を基に，事案を一部単純化）

（1 ）岩手第一事件（仙台高判平13.8.29労判
810号11頁）では，従業員が，就業規則
のうち変形労働時間制を定める部分が無
効であることの確認を求め，裁判所は，
同規定が労基法32条の２第１項で定める
「特定」の要件を満たしていないことを
理由に，これを認めました。

（2 ）問題となったのは以下の規定です。会
社では，この定めに基づいて勤務割表を
作成し，毎月，変形期間の開始日である

21日の３日から５日前に掲示していまし
た。

（勤務時間）
第 ａ条　社員の所定労働時間は，毎月21日を
起算日とする１カ月単位の変形労働時間制
とし，１週間の労働時間は１カ月を平均し
て40時間以内とする。

２ 　１日の労働時間は７時間10分以内とし，
始業・終業の時刻および休憩の時間は，先
番，後番の２交替制で次の通りとする。

　先番　始業時刻 午前８時45分
　　　　終業時刻 午後５時15分
　　　　休憩時間 午後12時から午後１時まで
　後番　始業時刻 午前11時40分
　　　　終業時刻 午後７時35分
　　　　休憩時間 午後３時から午後４時まで
３ 　各変形期間内の特定の日については，１
日の労働時間を短縮し，変形期間の法定労
働時間を超えないように勤務割表を作成す
るものとする。

（勤務時間等の変更）
第 ｂ条　前条の始業・終業の時刻および休憩
の時間は，季節，または業務の都合により
変更し，一定期間内の特定の日あるいは特

（変形労働時間制）
第 ○条　労働時間は，１カ月を平均し，１週間当たり40時間を超えない範囲において変形勤務を行う。
２　前項の１カ月とは，毎月１日から末日までの暦日とする。
３　１日の所定労働時間は，７時間とする。
４　始業，終業の時刻および休憩時間は，別表１のいずれかとする。
５ 　休日は，１カ月に６日を交替で与えるものとし，月曜日を起算日とする１週間に１日を確保する。各
日の勤務時間および休日は，変形期間の開始前日までに書面により提示する。

別表１　始業時刻，終業時刻および休憩時間

始業時刻 終業時刻 休憩時間
Ａ勤 午前７時00分 午後３時00分 正午～午後１時
Ｂ勤 午前８時00分 午後４時00分 正午～午後１時
Ｃ勤 午前９時00分 午後５時00分 正午～午後１時
Ｄ勤 午後３時00分 午後11時00分 午後７時～午後８時

●規定例２

 （「労政時報」　第3709号110頁［下山智恵子執筆］より）
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　 定の週について労働時間を延長し，もしく
は短縮することがある。この場合でも，１
週間の労働時間は，１カ月を平均して40時
間の範囲を超えないものとする。
２ 　前項の労働時間の延長，短縮および特定
の日，特定の週については事前に勤務割表
で明示するものとする。

（休日）

第 ｃ条　社員の休日は，次の通りとする。

①～⑤　（略）

⑥ 　前各号の休日の他，変形期間毎の勤務割
表により，変形期間を平均して１週間の労
働時間が40時間になるように休日として指
定した日。

44 裁判所の判断①裁判所の判断①

　裁判所は，労働基準法32条の２第１項が
「特定された週」「特定された日」とのみ抽
象的に規定している点に対して，「変形労
働時間制においては，使用者が日又は週に
おいて法定労働時間を超えて労働させるこ
とが可能になるため，労働時間の過密な集
中を招くおそれがあり，労働者の生活に与
える影響が通常の労働時間制の場合に比し
て大きくなることから，この不利益を最小
限にとどめるため，同条のいう『その定め
により』，法定労働時間を超える日及び週
がいつであるのか，その日，週に何時間の
労働をさせるのかについて，これらをでき
る限り具体的に特定することが求められて
いるものというべきである」との考え方を
示しました。
　そのうえで，上記の就業規則の規定につ
いては，ａ条３項が，特定の日については
労働時間を短縮するとしている点，および
ｃ条６号が会社が休日を指定するとしてい
る点から，労働時間を短縮する日をいつと
するのか，その労働時間を何時間とするの
かについて，就業規則上何らの定めがなく，

会社が任意に決めることができる規定とな
っていると指摘しました。
　また，ｂ条についても，会社が任意に労
働時間を変更することができる内容となっ
ており，労働者が，この規定のみからどの
ような場合に労働時間の変更が行われるの
かを予測することは到底不可能であると指
摘しました。
　これらの点から，上記規定は，労基法32
条の２第１項が定める「特定された週」ま
たは「特定された日」の要件を満たしてお
らず，違法，無効なものであると判断され
ました。

55 問題となった就業規則②問題となった就業規則②（JR西日本（JR西日本
［広島支社］事件を基に，事案を一部単純化）［広島支社］事件を基に，事案を一部単純化）

（1 ）　JR西日本（広島支社）事件（広島高
判平14.6.25）では，会社が従業員に対し
て，変形労働時間制に基づいて「変形７
形ｄ」勤務を指定し，変形期間が開始し
た後に，業務上の必要からこれを「乗務
員」勤務に変更して勤務させたところ，
従業員が，変更後の勤務時間が変更前の
勤務時間を超過する部分について，時間
外労働としての割増賃金の支払いを求
め，裁判所は，会社において変形労働時
間制が採用されていることを前提とし
て，勤務指定後の変更についての規定が
労基法32条の２第１項の「特定」の要件
を満たしていないことを理由に，これを
認めました。

（2 ）　問題となった就業規則は，以下の通
りです。

（勤務種別の指定）
第 ｄ条　社員の勤務は，別表に規定する勤務
種別の中から指定する。

２ 　業務上の必要がある場合は，２種以上の
異なった勤務種別を組み合わせて指定す
る。
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（勤務の指定および変更）
第 ｅ条　社員の勤務は，第ｄ条に基づき，次
の各号により指定する。ただし，業務上の必
要がある場合は，指定した勤務を変更する。

別表（抄）
勤務種別 労働時間 １日平均労働時間
変形７形ｄ ７時間45分 ７時間45分
乗務員 指定した乗務

行路表による
７時間10分

66 裁判所の判断②裁判所の判断②

　裁判所は，「業務の実態から月ごとに勤
務割表を作成する必要がある場合には，就
業規則においては，勤務は指定した乗務行
路表によると定め，各日ごとの勤務割は変
形期間開始前までに具体的に特定すること
も許されると解される」と判断し，会社に
おける変形労働時間制そのものの効力は否
定しませんでした。
　次に，会社が一旦指定した勤務を変更し
たことについては，「公共性を有する事業
を目的とする一定の事業場においては，」
という条件付きではありますが，「勤務指
定前に予見することが不可能なやむを得な
い事由が発生した場合につき，使用者が勤
務指定を行った後もこれを変更しうるとす
る変更条項を就業規則等で定め，これを使
用者の裁量に一定程度まで委ねたとして
も，直ちに当該就業規則等の定めが同条の
要求する『特定』の要件を充たさないとし
て違法となるものではないと解するのが相
当である」と判断し，一定要件の下で，会
社が勤務を指定した後に変更を命じること
も可能であるとの考えを示しました。
　しかし，裁判所は続けて，「勤務変更が，
勤務時間の延長，休養時間の短縮及びそれ
に伴う生活設計の変更等により労働者の生
活に対し，少なからず影響を与え，不利益
を及ぼすおそれがあるから，勤務変更は，

業務上のやむを得ない必要がある場合に限
定的かつ例外的措置として認められるにと
どまるものと解するのが相当であり，使用
者は，就業規則等において勤務を変更し得
る旨の変更条項を定めるに当たっては，同
条が変形労働時間制における労働時間の
『特定』を要求している趣旨にかんがみ，
一旦特定された労働時間の変更が使用者の
恣意によりみだりに変更されることを防止
するとともに，労働者にどのような場合に
勤務変更が行われるかを了知させるため，
上記のような変更が許される例外的，限定
的事由を具体的に記載し，その場合に限っ
て勤務変更を行う旨定めることを要するも
のと解すべきであって，使用者が任意に勤
務変更しうると解釈しうるような条項で
は，同条の要求する『特定』の要件を充た
さないものとして無効であるというべきで
ある」と指摘し，勤務変更が許されるため
の要件を示しました。
　そして，本件のｅ条１項についても検討
し，同条項ただし書は，「『ただし，業務上
の必要がある場合は，指定した勤務を変更
する。』と規定するだけの一般的抽象的な
規定となっているのであり，その解釈いか
んによっては，被告が業務上の必要さえあ
ればほとんど任意に勤務変更をなすことも
許容される余地があり，労働者にとって，
いかなる場合に勤務変更命令が発せられる
かを同条項から予測することは，著しく困
難であるといわざるを得ない」として，同
条項の勤務変更規定は，法32条の２第１項
が要求する「特定」の要件を満たさないも
のとして，その効力を否定しました。

77 ま と めま と め

（1 ）裁判所の判断①からは，有効な変形労
働時間制を導入するためには，法定労働
時間を超える日および週をいつにするの
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か，またその日および週に何時間の労働
をさせるのかについて，就業規則等にお
いてできる限り特定する必要があること
になります。
　 　問題となった就業規則①では，ａ条３
項において，労働時間の短縮があり得る
ことを規定していたにもかかわらず，ど
のような場合に労働時間が短縮されるの
かについては規定していないことから，
「特定された週」「特定された日」の要件
を欠くことになりました。
　 　有効な規定とするためには，ａ条３項
を設けないか，同条項を設けるのであれ
ば，どのような場合に労働時間が短縮さ
れるのかも併せて規定することが必要で
あったと考えられます。

（2 ）また，裁判所の判断②からは，一旦従
業員に対して指定した勤務を後から変更
するためには，変更する事由を具体的に
記載し，その事由に限って勤務変更を行
う旨を定めることが必要であることにな
ります。
　 　問題となった就業規則②では，ｅ条に
おいて，「ただし，業務上の必要性がある
場合は，指定した勤務を変更する」と規
定されていましたが，指定した勤務を変
更する事由としては「業務上の必要性が
ある場合」という規定では不十分でした。
　 　判決では，どのような規定であれば十
分であったかという点は触れられていま
せんが，この事件と同様に，変形労働時
間制において一旦指定された勤務の変更
命令の有効性が争われたJR東日本（横
浜土木技術センター）事件（東京地判平
12.4.27労働判例782号６頁）の判決にお

いては，会社が，訴訟を提起された後，
就業規則を「指定した勤務については，
別に定めるとおり取扱い，任意に変更し
ない」と改定し，「別の定め」として通
達を発して，一旦指定した勤務を変更す
る場合として，「他の社員の欠勤，転勤，
解雇等，ダイヤ改正業務執行体制の変更，
臨時列車，警備の必要，争議の発生，非
常災害，急遽団体添乗業務が必要となっ
た場合，天候状況等による作業の変更」
等と定めたことが表れています。
　 　この部分は，労働者から会社に対する
不法行為に基づく損害賠償請求の当否
（会社が勤務変更命令を行ったことが不
法行為にあたる，との労働者による主張
が認められるか否か）を判断する過程に
おいて言及されたものであり，変更事由
の規定として十分であるか否かについて
の直接の判断はなされていませんが，裁
判所が，上記「別の定め」について「変
更事由を…個別具体的に列挙して規定」
したものと表現していることから，変更
事由をどの程度具体的に規定するかを考
えるうえで参考になるものと思われます。

（3 ）　就業規則においては，配置転換を命
じる場合や懲戒処分を行う場合など，会
社の命令を行うことができる場合を広く
規定するために，「業務上必要がある場
合」や「その他これに準ずる場合」など
抽象的・包括的な規定を設けることがあ
りますが，変形労働時間制の導入・運用
にあたっては，限定的・具体的に規定す
ることが必要であり，抽象的・包括的な
規定はかえって制度全体を無効としかね
ないため，注意が必要です。
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