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要約 

 日本において年々非正規雇用者数は増加している。平成 19 年度では非正規雇用者比率が約

33％であるのに対して、平成 23 年度では約 35％である。つまり、現在の日本において約 3 人

に一人が非正規雇用で働いているので非正規雇用者数だけでなく、非正規雇用者比率も増加し

ていることがわかる。平成 19 年度では約 33％であるのに対して、平成 23 年度では約 35％で

ある。男女別にみると、パートは圧倒的に女性が多くなっている。契約社員・嘱託以外はいず

れも女性が男性を上回っている。非正規雇用者の約 7 割は女性が占めているのである。なぜ現

在の日本の社会において、ここまで非正規雇用者が増加したのだろうか。その主な要因とし

て、正規雇用者にかかる社会保険料の問題が挙げられる。また、非正規雇用者数が増えたもう

一つの要因として、労働派遣法の規制緩和も挙げられる。1990 年以降のバブル崩壊以降、正規

雇用者よりもコストの低い非正規雇用者を求めたいと企業が思うことと、この労働者派遣法の

規制緩和が合い重なって、現在日本では非正規雇用者が増加していると我々は考える。 

 また、M 字カーブに見られる女性の雇用についても取り上げたい。 

 女性は結婚、出産を機に退社を余儀なくされる。そして、職場復帰や新たな職を得にくくな

る。その一方で、年々女性の職業に対する印象も変化している。それは、子どもが大きくなれ

ばいずれは職を得たいと考えている人の割合が年々増加していることである。 

 また、潜在的な女性の労働力も相当なものがあり、この女性の雇用を活かしていきたいと考

える。 

 とはいっても、女性は家事や育児があるため、定時で働くことは難しいと考えられる。その

ため、デンマークの「ゴールデントライアングル」に代表される柔軟な雇用を取り込んでいき

たい。 

 また、非正規雇用にはメリットとデメリットがある。それも労働者側からみたものと企

業側から見たものに分けられる。 

 労働者側から見た非正規雇用のメリットとしては、勤務時間・勤務地が正規雇用労働者より

も選びやすいということである。また、労働者側からみたデメリットとして、正規雇用労働者

よりも賃金が安いことが挙げられる。近年、非正規雇用者は正規雇用者と同じ仕事をするこ

とが多くなっている。しかし、非正規雇用者は昇給のチャンスがほとんどなく、また退職

金やボーナスがないことにより、正規雇用者に比べると給与は大幅に少なくなる。また、

雇用期間に定めがあるため、安定した生活を保障することができないことなどが労働者側

からみた非正規雇用者のデメリットとしてあげられる。次に企業側から見た非正規雇用者

のメリットは、非正規雇用者を雇うことにより、人件費を削減することができることであ

る。非正規雇用者は正規雇用者に比べて賃金が安く、また社会保険の加入義務もないた

め、企業は社会保険料にかかるコストを抑えることができる。次に企業からみた非正規雇

用者のデメリットは、非正規雇用者は OJT(On the Job Training)を享受することができな

いということである。そのため正規雇用者に比べると生産性が低いということが一般的に

言われている。また非正規雇用者は、正規雇用者に比べて会社に対する忠誠心、責任感が

薄く、職場でのチームワークに欠けることが企業側にとってのデメリットと言えるだろ

う。 

前記の内容から企業にとって非正規雇用中心となった状況がコスト削減以外に、どういう影響

を企業自身に与えているのかについて、様々な業界について分析を行った。 

また、売上高だけでなく、企業業績のデータを用いて分析を行って非正規雇用労働者が企業に

作用するか考察を行った。 

結果、非正規雇用労働者が企業の業績に影響を及ぼしているのではないかと推測した。 
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非正規雇用労働者を雇用が企業にプラスの影響を与え、非正規雇用の際に見られるデメリット

をメリットに変える政策を提案する。 

 よって非正規雇用労働者が増え、企業側がコスト削減し企業業績が上がるだけでなく、同時

に企業の生産性の向上により日本経済を動かす原動力となると推測する。 

 先行研究は 2 つ用いた。1 つ目は森川正之「企業業績の不安定性と非正規労働」で、これは 

1994 年～2006 年、8 千社超の企業パネルデータを使用し企業活動の不安定性と非正規雇用の

関係性を分析したものである。 

 

分析結果はグローバル化、技術革新・規制緩和等に伴って企業業績の不安定性・不確実性が高

まる中、企業にとって労働投入量の拡大・縮小の柔軟性が不可避であり労働者のセーフティ

ネットや人的資本投入の機会を確保しつつ、労働投入量の調整を可能にすることが必要になっ

ていることを示唆している。 

 もう 1 つは、宮本・守島・立道・藤本・奥津・中村の「日本の企業と雇用-長期雇用と成

果主義のゆくえ-」(2007)の中の４章「日本企業における非正規労働者の活用-現状・影

響・展望-」を用いる。 

 そこでは、非正規雇用者を様々な観点から重回帰分析を行っている。分析結果は、非

正社員の増加や、あるいは基幹・戦力化型、併用型の非正規労働者活用のパターンを採っ

ていることと、企業業績の上昇または継続に関しては、統計上に見ても優位な正の相関が

みられることが明らかになった。また競争優位の確立との関連性について、売上高、生産

性、利益率における競争優位の程度は、非正社員の増加と正の相関があることも明らかに

なっている。この結果を見て考えられることは、非正規労働者は様々な活用パターンの中

で活用していくことで、企業の目的である業績の上昇において良い影響を与えているとい

うことである。 

 これらの先行研究を踏まえ、我々は産業別に非正規雇用者比率と企業業績の関係性を分析す

る。企業業績の変化を示す指標として、売上高営業利益率、売上高経常利益率を用い回帰分析

を行って、非正規雇用が企業業績に与える影響の大きさを分析する。 

企業の売上高や利益率の変化が企業業績に直接的な正の影響を与えるのか、各産業の非正規

雇用者比率と売上高、経常利益率、そして営業利益率を回帰分析し、それぞれが正の相関を持

つか検証する。X に非正規雇用者比率を、Y に売上高、経常利益率、営業利益率を用い、パネ

ルデータ分析を行った。 

 その結果、いくつかの産業で非正規雇と企業業績においていくつかの優位性が見られた。 

 さらに、実際に女性を活用している企業を事例に挙げて分析した。 

最後に政策提言としては女性に着目していきたい。 

 働きやすい職場づくり、意識が大切なのではないのかと考えた。さらに、「103 万、130 万

円の壁」のような所得税がかかるような日本の従来の制度と海外の柔軟性を足して税金を気に

せずに、柔軟に女性が働きやすい雇用システムを構築していく政策提言を行う。 

 

キーワード：雇用制度、雇用環境、企業業績 
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はじめに 

 近年、非正規雇用者の増加が著しい。その一方で、バブル崩壊後の不況や、リーマン

ショックの煽りを受け、企業業績が不振となっているところもある。非正規雇用はコスト

面だけ取り上げられることが多いが、果たしてそうなのか。企業業績の面で、非正規雇用

者が語られることは少なく、非正規雇用＝コスト削減というイメージができているように

感じる。また、非正規雇用に関してポジティブな印象を抱いているという人は少ないはず

だ。 

 さらに、非正規雇用者のうち、およそ 7 割が女性であるという事実も無視できない。 

女性は結婚、出産を機に退社し、育児をする。しかし、子どもが大きくなっても職場に復

帰できない、復帰しにくい、また年齢的に新たな職業を見つけられないといった問題が生

じている。そのことが、M 字カーブに象徴されている。 

 そのうえ、まだ子どもを出産したあと、あるいは子どもが大きくなった後で職場に復帰

したい、新たな職を見つけたいと感じている女性が多く存在することが分かった。 

 このように潜在的な女性の労働力は相当なものである。 我々は非正規雇用のネガティ

ブな印象を払拭し、非正規雇用も貴重な戦力であり、さらに、結婚、出産で会社を離れ

る、M 字の底の部分を活用していこうと考えた。 

 よって、女性を活用して企業業績（売上高、営業利益率、経常利益率と本稿では定義す

る）を上げていくことが可能なのかパネルデータ分析を行った。 

 いくつかの産業で非正規雇用者と企業業績について関係性が得られたため、女性を非正

規雇用で活用して企業業績を上げていく。しかし、もう 1 つの問題は家事、育児をする時

間も取らなければならないため、柔軟な労働が必要になってくる。 

 我々は最終的に、家事、育児と雇用を両立していけるような政策提言を行う。 
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第1章 現状分析 

第1節 非正規雇用者の推移 
日本の雇用形態には様々な形があるが、大きく分けると、「正規雇用者」と「非正規雇

用者」がある。正規雇用者とは、雇用者が使用者の元でフルタイム勤務をして、雇用期間

に定めがない雇用者のことである。正規雇用者は他の雇用形態の労働者に比べて勤務日数

が長く、業務上の責任も重いなどの特徴がある。非正規雇用者とは正規雇用者以外の労働

者のことを指し、具体的には契約社員、嘱託社員、準社員、臨時社員、季節社員、パート

タイマー、アルバイト、派遣社員、請負社員などが挙げられる。また非正規雇用者は正規

雇用者よりも労働時間が短く、雇用期間に定めがあり、給与が少ないなどの特徴が挙げら

れる。現在の日本において、この非正規雇用者が年々増加傾向にある。経済産業省 平成

25 年企業活動基本調査によると、平成 20 年の日本において、非正規雇用者数は

3,657,593 人であったのに対し、平成 24 年度の日本においての非正規雇用者数は

4,267,203 人とかなり増加しているのが日本の現状である。また、非正規雇用者数の推移

の平成 15 年度～平成 24 年度までの推移は以下のようになっていて、この 10 年度でおよ

そ 2 倍弱までかなり増加していることが読み取れる。 

非正規雇用者比率の平成 19 年度～平成 23 年度の推移は以下のようになっている。（経済産業

省 企業活動基本調査平成 23 年度より作成） 

 

 
 

このように、日本において年々非正規雇用者数は増加している。 

また、非正規雇用者比率にも着目していきたい。例えば、従業員数が多い企業と少ない企

業で同じ非正規雇用者数を示していたとしても、大きさが異なるため、比べることが出来

ない。よって、非正規雇用者数ではなく、非正規雇用者比率に着目していく。 
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非正規雇用者比率の平成 19 年度～平成 23 年度の推移は以下のようになっている。（経済

産業省 企業活動基本調査平成 23 年度より作成） 

 

 
 

平成 19 年度では非正規雇用者比率が約 33％であり、平成 23 年度では約 35％となっていて微

増していることが分かる。 

つまり、現在の日本において約 3 人に一人が非正規雇用で働いているのである。このグラフを

見ると非正規雇用者数だけでなく、非正規雇用者比率も増加していることがわかる。次に女性

の非正規雇用労働者についてみていきたい。女性の非正規雇用者は年々増加しており、2000 年

代には正規労働者の割合を上回り、非正規雇用の割合は 5 割超となっている。具体的には、

2011 年の女性の非正規労働者の割合は 54．7％となっている。（厚生労働省 非正規雇用の現

状 派遣・有期労働対策部企画課より）また、2012 年の平均の雇用形態別の雇用者数は、正規

が 3340 万人、非正規が 1813 万人となっている。非正規の内訳をみると、パートが 888 万人で

最も多く、その次に契約社員・嘱託が 354 万人、アルバイトが 353 万人となっている。また派

遣社員は 90 万人となっている。これを男女別にみると、パートにおいて圧倒的に女性が多く

なっている。契約社員・嘱託以外はいずれも女性が男性を上回っている。非正規雇用者の約 7

割は女性が占めているのである。（総務省統計局 労働力調査の結果を見る際のポイント

No.16 より） 

 

 

第2節 非正規雇用者増加の要因 
 では、なぜ現在の日本の社会において、ここまで非正規雇用者が増加したのだろうか。その

主な要因として 2 点が考えられる。1 点には、正規雇用者にかかる社会保険料の問題が挙げら

れる。正規雇用者は労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入しなければならな

い。その 

所得税にかかる保険料のうち、企業が負担しなければならない割合が定められている。労災保

険は、会社負担が 0.300％である。雇用保険は社員負担が 0.500％で、会社負担が 0.850％であ
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る。健康保険は社員負担が 4.985％、会社負担が 4.985％である。厚生年金保険は社員負担が

8.560％で、会社負担が 0.850％である。これらを合わせると、会社は、正規雇用者にかかる保

険料のうち、約 14.695％を負担しなければならないのである。それに比べて、非正規雇用者は

労災保険以外に加入する義務がないため、非正規雇用者を雇うということは、会社にとってコ

ストを低く抑えることができるということである。国際化が進み、競争が激化するなかで日本

の企業が生き残るためには低価格で勝負することが必要となっている。低価格を実現するため

には人件費などのコストを抑える必要がある。人件費が経費の中で大きな割合を占めるため、

この部分を削減していくことが企業にとって必要となる。つまり、企業にとって、業績をあげ

るためにいかにコストを低く抑えるのかということは、最も重要なことなのである。正規雇用

では前述の通り、非正規雇用に比べて企業にとってより多くのコストがかかる。その結果、多

くの企業において、人件費が安くて済む非正規雇用者が雇われるようになり、非正規労働者が

増加傾向にあると我々は考える。 

 

また、非正規雇用者数が増えたもう一つの要因として、労働派遣法の規制緩和も挙げられ

る。労働者派遣法の正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就

業条件の整備等に関する法律」である。この労働派遣法は 1986 年より施行された。この

労働者派遣法において、一部の業務が「適用除外業務」として指定されている。その適用

除外業務は、港湾運送業務、建設業務、警備業務、団体交渉などにおける使用者側当事者

として行う業務、病院等における医療関係の業務（紹介予定派遣を除く）である。また、

①人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する協定の

締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務、②弁護士、外国法

事務所弁護士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士または行

政書士の業務、③建築士事務所の管理建築士の業務などの業務についても労働者派遣事業

を行うことはできないとされている。労働者派遣法は 1986 年に施行されて以来、社会環

境の変化に対応して何度か改正されてきた法律である。労働者派遣法の元来の目的は、派

遣労働者の権利を守り、常用代替を防止するために、労働者派遣の活用を制限することで

あった。しかし、法改正により、1999 年には労働者の活用範囲は原則的に自由化された。

また 2004 年からは、①物の製造現場や福祉施設での医療関係業務への派遣の解禁、②最

長 1 年と定められていた雇用期間が最長 3 年に変更、③紹介予定派遣において事前面接が

解禁されるなど、労働者派遣に関してさらに規制緩和が行われた。このことは、企業が非

正規雇用者を雇うインセンティブになったことに間違いない。1990 年以降のバブル崩壊以

降、正規雇用者よりもコストの低い非正規雇用者を求めたいと企業が思うことと、この労

働者派遣法の規制緩和が合い重なって、現在日本では非正規雇用者が増加していると我々

は考える。 

 

 

第3節 非正規雇用のメリット、デメリット 
そうは言っても、非正規雇用にはメリットとデメリットがある。また、労働者側に立つ

メリット・デメリットと、企業側に立つメリット・デメリットでは違いが出てくる。労働

者側から見た非正規雇用のメリットとしては、勤務時間・勤務地が正規雇用労働者よりも

選びやすいということである。そのため、結婚して出産した主婦にとって、非正規雇用で

働くことによって、家庭と仕事を両立させることができる。また、労働者側からみたデメ

リットとして、正規雇用労働者よりも賃金が安いことが挙げられる。近年、非正規雇用者

は正規雇用者と同じ仕事をすることが多くなっている。しかし、非正規雇用者は昇給の
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チャンスがほとんどなく、また退職金やボーナスがないことにより、正規雇用者に比べる

と給与は大幅に少なくなる。また、雇用期間に定めがあるため、安定した生活を保障する

ことができないことなどが労働者側からみた非正規雇用者のデメリットとしてあげられ

る。次に企業側から見た非正規雇用者のメリットは、非正規雇用者を雇うことにより、人

件費を削減することができることである。非正規雇用者は正規雇用者に比べて賃金が安

く、また社会保険の加入義務もないため、企業は社会保険料にかかるコストを抑えること

ができる。次に企業からみた非正規雇用者のデメリットは、非正規雇用者は OJT(On the 

Job Training)を享受することができないということである。そのため正規雇用者に比べる

と生産性が低いということが一般的に言われている。また非正規雇用者は、正規雇用者に

比べて会社に対する忠誠心、責任感が薄く、職場でのチームワークに欠けることが企業側

にとってのデメリットと言えるだろう。 

 

 

第 4 節 EU の労働環境とデンマークの政策 
 次に EU(欧州連合)における、非正規雇用の労働環境について述べる。EU（欧州連合）

諸国でも非正規雇用に従事する人々が増えている。EU の統計局ユーロスタットによる

と、EU27 カ国(2013 年 7 月加盟のクロアチアを除く)でパートタイム労働者が全被雇用者

に対して占める割合は、2000 年の 15.8%から 2012 年の 19.2%に、長期的雇用の見通しが

ないテンポラリー労働者(日本で言う有期契約社員など)は 12.2%から 13.7%に増加してい

る。このように日本だけではなく、EU 諸国でも非正規雇用者数が増加していることがわ

かる。「EU の機能に関する条約」第 157 条などの EU 法規では、同一労働・同一賃金に

基づく男女の均等待遇が定められている。また人種、年齢、障害などによる雇用差別も禁

止されている。次に EU において非正規雇用がどのように規制されているか述べる。現在

EU で非正規雇用に関する規則は、パートタイム労働指令、有期労働指令、テンポラリー

派遣労働指令、テレワークに関する枠組協約などがある。これらはいずれも均等待遇が原

則である。EU は、非正規労働者と正規労働者との均等待遇を原則に、非正規労働者の雇

用条件を改善し、雇用者が求めるフレキシビリティと従業員が求めるセキュリティを均衡

させるフレキシキュリティを模索してきている。EU と加盟国レベルの社会的パートナー

(労使団体)は、1997 年にパートタイム労働、1999 年に有期労働に関する枠組み協約を締

結した。テンポラリー派遣労働に関しては、2008 年の協約で、派遣労働者の適切な保護を

強調しつつ、リスボン戦略において派遣労働が果たしうる役割が認知された。パートタイ

ム労働指令は、欧州レベルの社会的パートナーが締結した枠組み協約に基づいて、基本原

則と最低要件が規定されている。パートタイム労働者に対して、職務内容が同等で比較可

能なフルタイム労働者に劣る処遇を行うことは、客観的事由がない限り認められないこと

になっている。適当と判断される場合でも、雇用条件は時間比例原則に基づく。また、フ

ルタイム労働からパートタイム労働、またはパートタイム労働からフルタイム労働への転

換希望に対して、使用者は情報提供することなどの配慮が求められる。社会保障制度の適

用に関しては、加盟国の判断に委ねられている。有期労働指令は、均等待遇原則の適用と

有期契約の連続利用により労働者の乱用の防止を定めている。このように EU 諸国では、

非正規雇用者が不満を感じずに働けるように、非正規労働者の規制が定められている。 

 

次にデンマークの労働市場の特徴について述べていく。デンマークでは「ゴールデン・ト

ライアングル」というデンマーク式労働市場モデルが形成されている。このゴールデン・
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トライアングルを形成する要素は、①フレキシブルな労働市場、②手厚い失業給付、③積

極的労働市場政策で 

ある。OECD はこのゴールデン・トライアングルを「フレキシキュリティー」と名付け、

フレキシブルで権利保障が手厚いデンマークの労働政策の特徴としている。このように、

デンマークの労働市場は、きわめてフレキシブルであるのが有名である。デンマークでは

1 年間に転職する労働者の数が労働人口の約 3 分の 1 に当たる約 80 万人にも及ぶことが

経済省統計局のデータから分かった。1 年間に約 25 万件の職が喪失しているが、その反

面、1 年間に 25 万件の新規雇用が創出されているのである。これはデンマークの労働市場

のフレキシブルさを顕著に表している。デンマークのフレキシブルな労働市場は、積極的

労働市場政策に関する法律が掲げる「活性化路線」を柱とする積極的労働政策を基本とし

ている。この活性化路線は、失業してから次の職に就くまでを「活性化期間」と定義し

て、失業保険給付と職業訓練、研修、企業実習等などを通して失業者を積極的に支援する

ものである。 

また、デンマークのフレキシキュリティのひとつに手厚い失業給付がある。デンマークで

は、労働者が失業した場合の給付が２種類ある。失業保険からの給付と援助による給付で

ある。失業保険からの給付を受けるためには、失業保険に加入することに加え、52 週間働

いた実績(それに満たなくても、大学卒業後継続的に働いていること)が必要である。保険

料は日本円で月約 5000 円程度であり、国家からの資金援助が多額であるため、労働者個

人での負担は軽く、使用者の負担はない。失業給付の場合は、働いていたときの賃金の

90%、もしくは金額で 1 カ月に 1 万 4000 クローネ(日本円で約 22 万)が給付額の上限であ

る。また援助金の支給は上記の、失業保険への加入、52 週間働いた実績に加えて、なおか

つ求職中の者が対象である。また、世帯の所得、配偶者の所得、財産を有していることな

どにより支給の条件は変わる。世帯所得が 2 万 6500 クローネ以上あると給付は受けられ

ない。支給金額はナショナル・ミニマムとして国によって定められており、地方自治体間

で違いはない。失業給付の期間は、現在は最長 2 年間となっている。 

 

このように EU(欧州連合)においては、日本より遥かに非正規労働者を支える制度が充実し

ている。 

 その結果、EU 諸国では、日本より人口は少ないものの、労働生産性については日本より

も高い数値を示している。 

第 5 節 女性の労働と可能性について 
 次に女性の労働について見ていく。 

 M 字カーブとは、日本における女性の年齢階級別労働力率(15 歳以上人口に占める労働

力人口(就業者＋完全失業率)の割合)をグラフで表したときに描かれる M 字型の曲線のこと

である。このカーブは、出産・育児期にあたる 30歳代で就業率が落ち込み、子供が大きく

なり、子育てが一段落した後の 40代後半で再就職する人が多いことを表している。この形

が M 字であるので M 字カーブと呼ばれる。 

厚生労働省の平成 25 年人口動態統計月報年計(概数)の概況によれば、日本において、第一

子出生時の母の平均年齢は、30.4 歳である。 

以下のグラフは、平成 24 年の年齢階級別労働力率の就業形態別内訳である。 
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(内閣府男女共同参画局 http://www.gender.go.jp/より引用) 

 

 

女性の就業形態をみると、男性に比べると非正規雇用が多いことがわかる。また、多くの

女性が結婚・出産期にさしかかる 25 歳以降には、正規雇用が減少して非正規雇用が増加

している傾向にある。社会に出たときには正規雇用で働いていた女性も、結婚や出産等の

ライフイベントを重ねるにつれて、就業形態を非正規雇用にしたり、一時的に離職したり

するなどの選択を行っていることがわかる。このように、非正規雇用は、M 字カーブの谷

及び右側の山を含む各年齢階級において、正規雇用に比べると労働力率が高いことがわか

る。 

以上のことより、近年の全般的な労働力率の上昇、また M 字カーブの解消傾向には、非正

規雇用者数の増加が影響していると考えられる。 

 

 また、女性の潜在的労働力についても触れておきたい。 

下図は平成 21 年における女性の潜在的労働力率を表している。（公共財団法人 せんだ

い男女共同参画財団より引用） 
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実際労働力率と潜在的労働力率ではやはり差があることが分かる。特に、30 歳から 44 歳

までの両者の差が大きくなっている。これは、前述した M 字カーブと同じようになってい
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る。 

 このことから、やはり、女性が結婚、出産を迎える年代での潜在的な労働力があるとい

うことになる。この、潜在的労働力と実際の労働力率の差を埋めていく、小さくすること

がこれからは必要になるのではないだろうか。 

 

 また、女性の職業観に対する考え方もここ 20 年で変化しているように感じられる。 

 下の表は内閣府が行っている女性が職業をもつことについての考え方の世論調査を表し

ている。 

 平成 4 年では、子どもができても、ずっと職業を続ける方がよいの割合は 23.4％であっ

たが、年々その割合は増加していき、平成 24 年の調査では、その割合が 47.5％と倍に

なった。また、女性は子どもができてもずっと職業を続ける、子どもができたら職業をや

め、大きくなったら再び職業をもつ方がよいと答えた合計の割合も平成 4 年から一貫して

伸びている。このことから、子どもができてもいずれは職業をもちたい、または続けたい

と考えている人が多いと考えられる。 

 

 
出典：内閣府「男女共同参画に関する世論調査」より筆者作成 

  

 

 

これらのことを踏まえて、次の問題意識に移る。 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成4年

平成7年

平成12年

平成14年

平成18年

平成19年

平成21年

平成24年

女性が職業をもつことについての考え方

女性は職業をもたない方がよい

結婚するまでは職業をもつ方がよい

子どもができるまでは、職業をもつ方がよい

子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい

子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方がよい
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第 2 章問題意識 

 日本の雇用制度において非正規雇用者の立場に立って政策を考えていくうえで、女性の

活用と非正規雇用者にとって働きやすい環境をつくっていくことが目標となる。そこで企

業業績に関わるデータを用いて分析を行っていくことでどのように非正規雇労働者が企業

に作用しているかについて考察を行った。その結果、非正規雇用労働者が企業の業績に影

響を及ぼしているのではないかと推測した。パネルデータ分析を用いて後の章で詳しい説

明を行うことする。非正規雇用労働者を雇用することが企業に対してプラスの影響を与え

る上に女性を活用し雇用環境がさらに整備されることから、非正規雇用労働者が増え、企

業側がコスト削減し企業業績が上がるというだけでなく、同時に企業の生産性が向上する

ことにより日本経済を動かす原動力となるのではないだろうか。 

 女性の労働問題については既婚者であれば家事および育児と仕事の両立は難しく、会社

を離職してしまう、再復帰が難しいといったケースが見受けられる。さらに女性の管理職

が日本の社会において少数派を占める現状では正規雇用より非正規雇用で女性を活用でき

るのではないかと考えている。もちろん未婚者も多く育児の必要がない女性においても活

用できる余地が大いにみられるので既婚者、未婚者問わず問題意識において女性全般を扱

うことを考えている。 

非正規雇用者の 3 分の 2 が女性ということを基に女性にとって働きやすい環境づくりをつ

くることが課題なのではないかといった点においてもこれからの議論の進展に期待がかか

る。 

 非正規雇用者にとって働きやすい環境とは何か。私たちが注目したのは「103万円、130

万円 

の壁」の活用である。パートやアルバイト、派遣社員、などの給与所得額が年収 103 万円

以下だと、雇用者自身が所得税を払わなくてもいい。主婦の場合は夫の所得税の計算時、

配偶者控除を受けられ、夫の所得税が減額される。16 歳以上の学生の場合は親の所得税の

計算時、扶養控除を受けられ、親の所得税が減額される。現状では所得税を気にかけて仕

事をする非正規雇用者も多いと思われる。しかし、逆にこの 103 万円、130 万円という

「基準」を活かして所得税に左右されず生計を立てるために非正規雇用者の仕事量を増や

す。そうすることで、被雇用者も働きやすく雇用者側、つまり企業としても人件費を削り

非正規雇用者を雇いやすくなり生産性の向上も図れるのではないだろうか。 
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第 3 章先行研究 

第1節 企業業績の不安定性と非正規労働に関

する先行研究 
 

本章では非正規雇用に関する先行研究を 2 つ挙げる。 

先行研究として森川正行氏（経済産業研究所）の「企業業績の不安定性と非正規労働」

－企業パネルデータによる分析－(2010)を取り上げる。この論文は、1994 年から 2006 年

まで、8 千社を超える企業パネルデータを用い、非正規雇用と企業業績の不安定性の関係

を分析したものである。米国の上場企業において売上高伸び率のヴォラティリティ3が驚喜

的に高まってきているため、グローバル化・技術革新等に伴って高まる企業の売上高ヴォ

ラティリティに焦点をあて、パートタイム労働者だけでなく派遣労働者を含めて分析を行

う。 

本先行研究では企業業績の時系列的なヴォラティリティに関心があるため、13 年間を通

じて存在する企業に対象を絞って balanced panel を作成している。企業業績の不確実性や

不安定性の増加は弾力的な雇用量の調整を要請し、非正規労働への需要を高めることが予

想され、逆に、売上高が大きく変動する中で労働投入量の調整を行うことができない企業

のパフォーマンスは低下する可能性がある。実際、日本の政策現場において、柔軟な雇用

調整が不可能な国の事業所や企業は雇用調整が可能な国へと移転し、国内の雇用機会減少

をもたらすことが懸念されている。このような状況を踏まえたうえで、経済産業省「企業

活動基本調査」の 1994 年から 2006 年の 13 年間のパネルデータを用いて、非正規雇用に

焦点をあて、企業業績の売上高ヴォラティリティ、非正規雇用、企業パフォーマンスであ

る生産性の 3 つ間の関係を分析するとともに、ジョブ・フローおよび雇用調整の実態を計

測する。具体的には、フルタイム、パートタイム、臨時・日雇、派遣の雇用形態別に、①

企業レベルの粗雇用創出・粗雇用創出、②企業の売上高の変化に対する雇用調整の弾性値

を計測する。 

この研究では企業数はかなり多いが、どれくらいの規模の企業を対象にしたのか、また

企業規模の異なる企業がどれくらいの割合で分布しているのかについては疑問が残る。 

しかし、非正規雇用と企業業績の関係性を把握する上で、一定の傾向を示していると考

える。 

「企業活動基本調査」は、以前から企業ごとのパートタイム労働者数および臨時・日雇労

働者数を調査してきているが、2001 年の調査（対象は 2000 年度末）以降、派遣労働者数

を調査対象に加えている。これにより、2000 年から 2006 年における非正規雇用の動きを

包括的に把握することが可能となった。次に、非正規労働と企業業績の不安定性の関連を

分析するために、産業、企業規模等をコントロールしたうえで、企業業績の不安定性（前

年比売上高変化率の標準偏差）が高いほど非正規労働者比率が高いかどうかをパートタイ

ム、臨時・日雇、派遣労働別に推計した。最後に企業の非正規労働の利用が企業の生産性

に及ぼす効果を、企業のヴォラティリティとの関係に注目しながら推計し、ヴォラティリ

ティの高い企業ほど非正規労働者の使用により生産性を高める効果が大きいという関係が

あるかどうかを確認する。この調査の対象企業は、鉱業、製造業、卸・小売・飲食店、一

                                                      
3 ヴォラティリティとは企業の売上高伸び率のことである。 
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部のサービス業に属する事業所を有する企業で、従業者 50 人以上かつ資本金または出資

金 3,000 万円以上の企業である。毎年のサンプル企業数は約２万５千～約３万企業だが、

相当数の出入りがあるため、長期にわたり接続可能な企業数はかなり少なくなる。 

分析結果をまとめると以下の通りである。 

・派遣労働、臨時・日雇労働のジョブ・フローを見ると、粗雇用創出、粗雇用喪失率とも

に高く、両者を合計した粗雇用再配分率は正規（フルタイム）雇用の約 6 倍にのぼる。

これらの雇用形態の仕事は不安定性が高い。パートタイム雇用は正規雇用と派遣の中間

に位置するが、どちらかと言えば正規に近い。 

・正規雇用と派遣労働は代替的ではなく、むしろ補完的である。中期的には、派遣とパー

トタイムや臨時・日雇の間の負相関が強く、非正規の中での雇用形態での代替が示唆さ

れる。 

・売上高の前年比変化に対する雇用変動の弾性値を計測すると、非正規雇用は正規雇用の

2 倍以上であり、特に派遣労働の弾性値が大きい。正規雇用も中期的に売上高が変化し

た場合にはかなり大きく変動するが、短期的（1 年）な変化への反応は小さい。 

・売上高の年々のヴォラティリティが高い企業ほど非正規雇用への依存度が高く、その量

的なマグニチュードはかなり大きい。すなわち、ヴォラティリティがサンプル企業平均

よりも 1 標準偏差が大きいと、全非正規労働者比率は 5％（8％ポイント）程度高い。こ

の関係はサービス産業よりもヴォラティリティ自体が大きい製造業において強い。 

・長期的に売上高の成長率が高い企業ほど派遣労働者比率が高い傾向がある。パートタイ

ム、臨時・日雇ではこうした関係は明瞭ではない。 

・ヴォラティリティが低い企業と比較したときに、企業レベルでの売上高のヴォラティリ

ティが高い企業では派遣労働の利用が TFP に対して正の効果を持つことが示唆される。 

以上の分析結果は、一括して議論される傾向がある「非正規雇用」中でも、パートタイム

労働、派遣労働、臨時・日雇労働は性格が異なることを示している。特に非正規「間」の

代替効果の存在は、非正規雇用のうちの一部に対する制度変更が他の形態の非正規雇用を

増減させる可能性があることを示唆している。 

グローバル化・技術革新・規制緩和・世界的な需要変動等により企業業績の不安定性・

不確実性が高まる中、企業にとっては労働投入量の拡大・縮小の柔軟性が必要であり、労

働者のセーフティネットや人的資本投資の機会を確保すると同時に、労働投入量の調整を

可能にすることが必要となっていることを示唆している。それが企業パフォーマンスにも

影響を持つ。マクロ経済的にも、個々の企業の生産変動に対して再配分が行われ、稀少な

人的資源の稼働率が高まることは望ましいが、ジョブ・フローや雇用調整の分析で見た通

り、非正規雇用のうち派遣及び臨時・日雇の仕事の安定性が低いことも間違いない。 

この先行研究を踏まえたうえで、我々は経済産業省「企業活動基本調査」の平成 9 年か

ら平成 18 年の 10 年間、5 産業のデータを用いる。パネルデータ分析を使用し、非正規雇

用が企業業績に与える影響は正に働くか負に働くかまたその大きさを分析する。その結果

から、非正規労働者側の立場に立ち、より非正規雇用者が活躍することのできる政策提言

を行う。 

 

 

第2節  日本の企業と雇用に関する先行研究 
 もう 1 つの先行研究として独立行政法人労働政策研究所に属している宮本・守島・立

道・藤本 

・奥津・中村の「日本の企業と雇用-長期雇用と成果主義のゆくえ-」(2007)の中の４章

「日本企業における非正規労働者の活用-現状・影響・展望-」を取り上げる。この論文で
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は、1994 年の労働省「就業形態の多様化に関する実態調査」によって証明された雇用者の

3 人に 1 人が非正社員（2003 年）という実態をもとに、日本企業における非正規労働者の

活用について記述されている。現在、日本では非正規雇用者の数が年々増しているが同時

にその活用の種類も増えてきている。1985 年に制定された労働派遣法は 1999 年に改正さ

れ、2004 年 3 月には 1999 年の法改正後も禁止されていた、モノの製造業務への労働者派

遣も認められるようになった。こうした規制緩和の影響もあり、企業における派遣労働者

の活用は急速に拡大している。パートタイム労働者が多数雇用されている小売業や飲食店

の職場を対象とした数多くの調査･研究から、パートタイマーの増加にしたがって、その

仕事振りが正社員に接近する「基幹化」の実態が明らかになった日本企業の非正規労働者

の活用状況について、まずは量的な側面から見てみる。図 1‐1 は、回答企業の過去 5年間

における非正社員の増減状況をまとめたものである。グラフによれば、最も多かったの

が、「±5％の範囲で増減」つまり過去 5年間で非正社員数はほぼ一定であったという企業

で 30.5％、次いで多かったのは最も増加幅の大きかったグループである「20％増加」とい

う企業（20.6％）であった。 

 

 
[図 1-1] 

図１-2 は非正社員の増加と、それに関連し過去 5 年間で需要度が最も高まった指標とし

て 3 つの指標を挙げている。このグラフから分かることは、いずれにせよ非正規労働者が

増加することで規模の成長性、収益力、顧客満足度の指標は増加し、企業に良い影響をも

たらしていることである。図 1-3 は過去 5 年間における国内外企業との競争の激しさ、お

よび主要事業分野における技術革新のスピードについての企業の認識を点数化し、非正社

員の増減状況によるカテゴリーごとに、その平均値を算出している。非正社員が増加する

ことで、技術革新の速度は速くなっているという結果が出ている。 
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[図 1‐2] 

  
[図 1‐3] 

 

JILPT 企業調査では、パート・アルバイト、契約社員、派遣社員の 3 つの雇用形態につ

いて、基幹事業における役割をたずねている。上記の雇用形態が各社の基幹事業において、

①人件費削減のために不可欠な存在、②一定以上の技能や知識を有している点で不可欠な

存在、③正社員の代替も可能な存在、④予期しない雇用量の変動や短期的な必要に応じる

という点で不可欠な存在のいずれにあたるのかを聞いている。パート・アルバイトは①と

指摘した企業が 53.8％、④と指摘した企業が 41.7％で、人件費削減や労働需要の変動に適

した雇用形態であるとみなされる傾向にある。これに対し、契約社員は③と答える企業が

45.9％で最も多く、②と答える企業も回答企業のおよそ 3 分の 1 に達する。人件費削減手

段や調整役としてみなす企業も一定程度あるが、契約社員は非正規労働者の中では、コア

人材である正社員に近い存在、あるいは正社員にはないスキル・知識の持ち主と捉えられ

ている。派遣社員については④と指摘する企業が約半数を占めており、パート・アルバイ

トと同様、短期需要に即応するための雇用形態と考えられる傾向が強いが反面③と答える

企業も 3 割ほどあった。各雇用形態の位置づけにおける特徴をより明確に示すため、①ま

たは④と捉えて活用することを「数量的調整」、②または③と捉えて活用することを「基

幹・戦力化」として整理する。パート・アルバイトは、サービス業や一般機械器具製造業

では数量的調整のための存在とみなす企業の割合が高く、一方金融・保険業は基幹・戦力

化して捉える企業が相対的に多い。また、卸売・小売業ではいずれの回答率も他産業に比

べて高くなっている。契約社員の基幹事業における役割については、サービス業、建設業、

運輸業、精密機械器具製造業において、数量的調整のための存在であると捉える傾向がや

や強い。また、パート・アルバイトと同様、従業員規模が大きくなるほど、数量的調整の

ための存在という回答、基幹・戦力化している、いう回答双方の割合が上昇する。 

 

規模の成長性 収益力 顧客満足度

減少 13.8 52.9 12.6

ほぼ一定 17.3 48.8 13.6

5～19％増加 18.6 48.8 14.6

20％以上増加 16.9 54.5 10.6

非
正
社
員
の
増
減

過去5年間で重要度が最も高まった指標
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次に企業による非正規労働者全体の活用パターンに注目すると、上記の類型のうち「併

用型（形態使い分け）」に該当する企業の約 7 割はパート・アルバイトを、約 6 割は派遣

社員を数量調整のための存在と位置付けている。また、対照的に契約社員については数量

的調整のための存在として捉える企業は 1 割にも満たず、8 割以上は基幹的人材あるいは

重要な戦力としての位置を占めると考えている。こうした状況から、併用型（形態使い分

け）の企業では、パート・アルバイトまたは派遣社員を人件費削減や短期的な需要の変動

に対応するために活用し、契約社員は様々な知識・スキルで基幹事業の遂行に貢献する人

材、あるいは正社員に代わることができる人材として活用するというパターンが広く定着

しているものと推測される。 

企業が非正規労働者を活用することのメリットは、非正社員が様々なパターンで労働に

徹する為、正社員が本来するべき仕事に集中できる環境をもたらし、その結果として職場

や企業全体の生産性が高まるということが考えられる。企業業績に関する指標として、ま

ず過去 5 年間の業績状況に視点をおく。JILPT 企業調査では、売上高、生産性、利益性を

回答企業に 5 段階尺度で評価してもらい調査に利用している。以上の変数を従属変数とし

たうえで、過去 5 年間の業績についてはロジスティック回帰分析を、競争優位の程度に対

しては重回帰分析を実施している。その結果、非正社員の増加や、あるいは基幹・戦力化

型、併用型の非正規労働者活用のパターンを採っていることと、企業業績の上昇または継

続に関しては、統計上に見ても優位な正の相関がみられることが明らかになった。また競

争優位の確立との関連性について、売上高、生産性、利益率における競争優位の程度は、

非正社員の増加と正の相関があることも明らかになっている。この結果を見て考えられる

ことは、非正規労働者は様々な活用パターンの中で活用していくことで、企業の目的であ

る業績の上昇において良い影響を与えているということである。 
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第 4 章実証分析 

第 1 節変数について 
 

本章では非正規雇用者比率と企業業績の関係性を分析していく。本論文では、はたして企

業の売上高や利益率の変化が企業業績に直接的な正の影響を与えるのか、各産業の非正規

雇用者比率と売上高、売上高経常利益率、そして売上高営業利益率を用いてパネルデータ

分析し、それぞれが正の相関を持つか検証する。また、産業を絞らず、全産業で分析する

ことを本論文の独自性とする。 

 パネルデータとは、同一の対象が複数時点にわたって観察されているデータのことを指

す。パネルデータ分析を用いる利点としては、第一に情報量が豊富であることによる技術

的な強みが挙げられる。単回帰分析で産業別に検証する場合に比べ、データ数が増え、自

由度も大きくなるため、推定効果が向上するといえる。第二に、これまでのクロスセッ

ション・データや時系列データでは不可能であった主体間の異質性をモデルに取り込むこ

とが可能になる。本分析では、取り扱った５産業をすべて一つのパネルデータに加えるこ

とで、産業別の特性を分析した。また、X が Y を決定し説明するものとし、一般的に X を

説明変数、Y を被説明変数と呼ぶこととする。本稿では、X に非正規雇用者比率を、Y に

売上高、売上高経常利益率、売上高営業利益率を用い、Excel で分析を行なった。 

 

 

説明変数 

 

 非正規雇用者数とは正規雇用者以外を指すため産業の全従業員数(本分析では常時従業者

数)から正規雇用者数を差し引いたものとし、その非正規雇用者数を全従業員数で割った数

値を非正規雇用者比率とする（数式１）。データは経済産業省が公開している経済産業省

企業活動基本調査4の平成９年から平成１８年の企業活動基本調査確報を用いる。この期間

で分析を行った意図として、先行研究で用いた森川正之氏の論文にも書かれていたように、

２００６年秋以降は世界恐慌の影響を受けているものと判断し、その期間を除いて分析を

行ったことが挙げられる。 

また、分析する産業は、この１０年間で共通して調査が行なわれている、鉱業、製造業、

卸売業、小売業、飲食業の５つである。 

 

 

   非正規雇用者比率＝（全従業員数−正規雇用者数）÷全従業員数×１００ （数式

１） 

 

被説明変数 

 

1. 売上高 

 企業の本業からの収益で表される売上高は、一般的に商品・製品・サービスの販売など

で得られた代金の総額を示す。データの出典は、非正規雇用者数と同じで経済産業省公開

                                                      
4 http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kikatu/result-2.html 
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のものを用いる。以下の２つ（営業利益率・経常利益率）に関しても、同資料から引用す

る。 

 

 

2. 営業利益率 

 営業利益率とは、収益性分析の際に用いられる指標の一つであり、企業が本業でどれだ

け効率的に利益を出したのかを示すため、企業業績の変動に大きく影響していると考える。

計算式は以下のように表される（数式２）。 

 

   5営業利益率＝（営業利益÷売上高）×１００ （数式２） 

 

 

3. 経常利益率 

 経常利益率は、企業の収益力を示す。新聞などで使われる「減益」や「増益」などはこ

の経常利益率のことを指すため、企業業績に大きく関係すると考え被説明変数として本論

文では用いる。計算式は営業利益率とほぼ同じく、以下の通りである（数式３）。 

 

   経常利益率＝（経常利益÷売上高）×１００ （数式３） 

 

第 2 節分析 
 分析を進めるにあたって非正規雇用者数の推移を確認する。現状分析でも示したように、

非正規雇用者数は年々増加しており、その背景には経済不況や国際競争の激化により経営

の効率化が求められたことが挙げられる。非正規雇用者の比率は平成２３年の段階で 3 割

を超えており、非正規雇用者数が増加している今、非正規雇用と企業業績に正の相関が見

当たれば、これは企業にとって喜ばしい検証となる。 

 以下が回帰分析の結果である。 

※ いずれも、ダミー１（鋼業）、ダミー２（製造業）、ダミー3（卸売業）、ダミー４

（小売業）、     

切片（飲食業）とする。 

 

表１ 

 

非正規雇用者比率 と 売上高 

  係数 標準誤差 t  P-値 

切片 
-

96735.85124 
502849.4303 

-

0.192375 
0.8483333 

非正規雇用者 

比率 
1693.099038 6391.585146 0.264895 0.7923274 

ダミー１ 100816.1724 494300.5122 0.203957 0.8393273 

ダミー２ 2757242.634 455287.2742 6.056050 0.0000003 

ダミー３ 2218523.644 429305.3838 5.167705 0.0000055 

ダミー４ 687771.5041 187646.9496 3.665242 0.0006616 

                                                      
5 営業利益率・経常利益率ともに、既に求められているものを用いて分析した。 
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表２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3 

非正規雇用者比率 と 営業利益率 

  係数 標準誤差 t  P-値 

切片 
-

10.98331745 
18.92542528 

-

0.580347194 
0.564641025 

非正規雇用者 

比率 
0.189641281 0.240556039 0.788345544 0.434721574 

ダミー１ 36.49144447 18.60367506 1.961518052 0.056165124 

ダミー２ 13.82573088 17.13535855 0.8068539 0.4240907 

ダミー３ 9.99855925 16.15749461 0.618818665 0.539226588 

ダミー４ 3.473157644 7.0623493 0.491785027 0.625315926 

 

  

 表１は、非正規雇用者比率と売上高の相関関係を表している。T 値が約 2 以上、p 値が

0.1 以下のものを有意性がるとみなし、赤字で示している部分は、相関が強いとされる数

値に達しているものである。結果として、製造業、卸売業、小売業において、非正規雇用

者比率と売上高に正の相関があることが見てとれる。 

 表２は、非正規雇用者比率と経常利益率の相関関係を、表３は非正規雇用者比率と営業

利益率の相関関係表している。表１と同様に赤で示された産業において、相関関係が読み

取れる。結果として、鋼業のみにおいて、非正規雇用者比率と経常利益率そして営業利益

率に正の相関があることが見てとれる。 

 

表４ 

各産業の相関関係 

 売上高 経常利益率 営業利益率 

鋼業 × ◯ ◯ 

製造業 ◯ × × 

卸売業 ◯ × × 

小売業 ◯ × × 

飲食業 × × × 

非正規雇用者比率 と 経常利益率 

  係数 標準誤差 t  P-値 

切片 -13.21529859 21.07571712 -0.627039095 0.533873957 

非正規雇用者 

比率 
0.216442457 0.267887826 0.807959289 0.423460798 

ダミー１ 38.6307632 20.71740991 1.864652163 0.06890903 

ダミー２ 15.9603044 19.08226444 0.836394677 0.407452435 

ダミー３ 12.18329849 17.99329637 0.677102085 0.501885817 

ダミー４ 4.464043057 7.864767841 0.567600106 0.573191499 
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 以上の分析結果（表４）から、鋼業においては、経常利益率・営業利益率ともに正の相

関があることがわかった。また、被説明変数に売上高を入れた場合の結果は、５産業中３

産業で有意と、興味深い結果が得られた。すなわち、被説明変数によって結果は異なるも

のの、いずれの場合も非正規雇用者比率が増加すると企業業績もアップするといえる。 

 

第 3 節 女性活用の事例 

また、女性を活用している企業である資生堂を取り上げて、企業業績との関係性を考察し

ていく。資生堂を選択した理由は女性誌「日経 WOMAN」が実施した「企業の女性活用度

調査」において 

2014 年の総合ランキング 1 位を獲得したからである。この調査は日経 WOMAN が創刊し

た 1988 年から実施しており、12 回目となる。上場企業などの国内有力企業 4183 社を対

象に実施し、499 社から回答が得られた。 

1、 女性役員の有無など女性の管理職登用度、2、ワークライフバランス度、3、女性活用

度、4、男女均等度の 4 項目を測定し採点し、その得点が大きいものでランキングを決

めるというものである。 

資生堂は 2014 年 4 月 1 日現在で 20,462 人の女性従業員が働いている。これは全従業員数

にお 83％に当たる。もともと、女性向きの事業を展開しているということもあるが、やは

り女性に対する保障は手厚い。例えば、育児休業制度、育児時間制度がある。それぞれ、

平成 2 年、平成 3 年に導入をした。 

 これらの制度以外にも様々な制度を導入している。 

一概に売上高に女性の雇用が影響を与えるとは言い切れないが、企業の女性活用度調査に

おいて総合ランキングでトップになるまで、売上高は増加している。 
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（資生堂 業績ハイライト売上高から引用） 
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第 5 章政策提言 

 非正規雇用者が企業業績に影響を与えるという分析結果が得られた。そこで我々はいか

にして非正規雇用者を増加させていくか提言していく。非正規雇用者にとって大きな障害

となっているのが「103 万の壁」「130 万の壁」といわれる収入制限の問題である。一年

間の収入が 103 万円以上である場合は所得税を払わなければならず、また被扶養者の認定

の範囲で収入が 130 万円未満でないと扶養者の健康保険、厚生年金等の被扶養者からはず

れ、自分で負担しなければならなくなる。このような負担分をカバーできるだけ働くこと

ができればいいが働き方を選択できない非正規労働者は収入を制限せざるを得ないのが現

状である。これらの収入制限は非正規雇用者にはもちろんのことだが、収入を調整するた

めに労働時間を減らされてしまっては企業側にとってもメリットであるとはいえないはず

である。また、女性の労働力率は結婚や出産に当たる世代で大きく低下し育児が落ち着い

た時期に再び上昇するいわゆる M 字カーブを描くことが一般に知られている。総務省「労

働力調査」、平成 24 年の女性の労働力率の推移は 30～34 歳が 68.6、35～39 歳が 67.7 と

なり、全年齢階級の中でも最も低い値である。平成 7 年で最も低い値となった 30～34 歳

が 53.7 であるので労働力は増加傾向にあり、年々M字の底の部分は浅くなりつつあるが、

平成 24 年で最も高い数値は 25～29 歳の 77.6 で最も低い数値が 35～39 歳の 67.7 であり

およそ 10％もの差が生じている。総務省「労働力調査（詳細集計）」（平成 24 年）によ

れば，非労働力人口の女性のうち 303 万人がなお就労を希望しているというデータがある。

そのうちの半分以上に当たる 161 万人はグラフの谷底にあたる 25～44 歳の年齢階級に属

しており，25～44 歳の女性の人口に対する割合は 9.6％に及んでいる。また内閣府による

と“国立社会保障・人口問題研究所「第 14 回出生動向基本調査（夫婦調査）」（平成 22

年）によると，出産前に就業していた女性の約 6 割が出産後に離職している。結婚前から

出産後までの就業状況の変化については，厚生労働省「第 10 回 21 世紀成年者縦断調査」

（平成 23 年）によると，結婚前に仕事ありの女性（農林漁業を除く）の 36.0％が，第 1

子出産を機に離職している。第 1 子出産後に就業を継続している（転職を含む）割合は

32.8％であるが，第 2 子，第 3 子の出産で，その割合は更に低下する。”とある。これら

の事実と我々が理論分析で得た結果を踏まえ、今まで結婚や出産で労働現場から離脱せざ

るをえなかった労働者を非正規雇用者として活用していく政策、つまり女性の労働力率の

M 字の谷を押し上げ、女性就業率が台形の形になるような政策を提言する。これにより結

婚、出産などで一時的に職場から離れたとしても労働者に働く余裕ができてからすぐに職

場に復帰することができ、また望む時間に働くことができるため子育てなどとの両立が可

能になる。非正規雇用のメリットであるフレキシブルな労働時間を設定することで、今ま

で結婚、出産、妊娠などで離職を余儀なくされていた女性労働者を非正規雇用として活用

し、これまで労働力が低下していた M 字カーブの谷の部分を労働力として取り入れること

ができれば企業の生産性も向上すると我々は考える。内閣府男女共同参画局は“総務省

「労働力調査（詳細集計）」（平成 25 年）によると，就業形態として，7 割以上が非正規

の職員・従業員を希望している。”と述べており 我々はこの政策によってより多くの非

正規雇用者に活躍の場が与えられると考える。内閣府男女共同参画局が OECD

“Employment Outlook” より作成した OECD 諸国の女性（25～45 歳）の就業率（平成

24 年）のグラフを見てみると日本は 34 か国中 25 位である。このことから世界的に見ても

結婚、出産、育児で労働市場から離れる 30～39 歳の就業率を引き上げ、出産、育児期の

女性労働者世代の労働力を活用することができると考える。 

以下、政策の具体的な説明とする。まず結婚、出産、育児期を迎えた被雇用者は企業側と

年間、103 万円または 130 万円の労働時間就労すること、その決定された金額分の労働時
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間は被雇用者側が自由に選択することを契約する。その契約期間は 4 年とし、契約満期と

なり次第契約更新とする。 

この政策の大きな特徴として自由な労働時間設定と不測の事態にも対応可能であるという

点が挙げられる。出産、育児と労働を両立する女性労働者にとって急な事態に対応できる

フレキシブルな働き方は必要不可欠である。「結婚、出産、育児期の労働者」と対象が限

定的であるため、急な欠勤や労働時間の変更に対して柔軟な対応を実現することができる

と我々は考える。出産前後の出産期に関しては被雇用者に配慮した労働時間を設定可能に

し、契約期間中に徐々に引きあげていくこととする。一年間のシフトを一度に決定するこ

とはフレキシブルな働き方の実現を妨げる可能性があるため、決定した金額と労働時間な

どは企業側が管理し、一週間または一か月ごとに労働時間を決定する。このように結婚、

出産、育児期の被雇用者に配慮し、フレキシブルな労働形態を提案することでこれまで労

働市場から離脱していた労働力を非正規雇用として活用できると考える。出産、育児期を

迎えた女性労働者が労働市場を離脱せざるを得ない原因として、フルタイムで働けないこ

とや育児などで急な事態に柔軟に対応できない労働環境などが挙げられる。厚生労働省大

臣官房統計情報部の第２回２１世紀成年者縦断調査によると“第１回調査時についていた

仕事をやめた女性の退職理由（複数回答）をみると、離職（第２回調査時に仕事なし）の

場合、女性全体では、「出産・育児のため」が 19.7％と最も多く、続いて、「給与・報酬

が少なかったから」11.9％、「会社の経営方針に不満を感じたから」11.4％、「健康がす

ぐれなかったから」11.0％となっている。”とされていることから、早急に出産、育児期

の女性労働者が働きやすい労働環境を整えることが必要であることがわかる。内閣府男女

共同参画局は“我が国の女性の年齢階級別労働力率は，いわゆる「M 字カーブ」を描いて

いるが，現在就業しておらず，求職活動はしていないものの就業を希望している女性

（「就業希望者」）は，25 歳から 49 歳を中心に 342 万人に上っている。この数値は女性

労働力人口 2,768 万人に対して 12.4％，男性も加えた全労働力人口 6,581 万人に対しても

5.2％と，非常に大きな潜在力となっている。”としており、人口減少と少子高齢化の同時

進行によって労働人口の減少が問題視されている現在の状況において我々の提案する政策

は日本の労働の潜在力を引き出す重要な役割を担うと考えている。 

また、電通総研が発表したレポートによると結婚や出産などで退職した女性が職場復帰し

た場合の経済波及効果が 6 兆円以上になると試算している。国内各部門への直接的な効果

はおよそ 3 兆円となり、6 兆 3962 億円となるとしている。人口減少と少子高齢化の深刻な

問題を打開し、労働人口を拡大するには出産、育児をしながら働くことのできる制度が必

要であると考える。しかしながら我々の提案する政策が結婚、出産、育児期の女性を非正

規雇用として労働市場に取り込み、かつ持続的にこの政策が企業業績の向上に貢献するた

めには男性の育児休暇取得率の向上や出産や子育てを支援する職場環境づくりなど様々な

問題を改善しなければならないと考える。我々が提案する政策に加え、これらの環境改善

が達成され働きたい女性が出産、育児をしながら働くことができれば、少子高齢化や労働

人口の減少など日本が直面している深刻な問題を解決に導くことができ、なおかつ非正規

雇用として働くことで企業業績の向上にもつながると考えており、これを我々の政策提言

とする。 
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おわりに 
 本論文では非正規雇用をコストの視点からではなく、企業業績と関係しているかどうかとい

う視点で考察し、そして日本の M 字カーブを緩和していくという、女性の非正規雇用政策とい

う従来にはない政策を提言したことが独自性である。 

 本論文では非正規雇用と企業業績について関連性があるということは示すことが出来た。し

かし、女性の非正規雇用と企業業績の関係を直接結びつけれなかった。そのことについて、今

後の研究課題としていきたい。また、女性活用が企業業績に直接影響を与えるかについても課

題として考察していく。 
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