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第1章　失業者の増加と要因

１．失業者増加の実態

（１）完全失業率の上昇

バブル崩壊後の10年間は、失業率

がかつてなく上昇し、求人倍率が低下

した時代であった。失業率の上昇は、

長引く景気低迷をうけて、90年代半

ば以降顕著だった。とくに、若年層と

高年層で上昇幅が大きい（図1-1）。

資料　総務省統計局「労働力調査」

（２）求職理由別完全失業者の増加

若年層は、労働力需給が緩和するなかで、学

卒未就職者が増加し、また自発的離職失業者も

増加している。後半になると若年層から中年層

にかけても非自発的離職者が増えた。中高年層

の失業増加は、主として企業の雇用調整にとも

なう非自発的離職者の増加による。女性の失業

者も増加した。女性には男性以上に自発的な離

職者が多いが、この間に自発的離職者は減少し、

非自発的な離職者が増加している（表1-1）。

（３）世帯上の地位別・年齢別完全失業者の増加

失業者の増加が主として中高年層の非自発的

離職者と若年層の自発的離職者双方の増加によ

ることからも明らかなように、世帯上の地位別

では、世帯主とその他の家族で顕著に増加した。

同時に、配偶者と単身者の増加も小さくない

（表１－２）。

－38－

長期不況下の労働経済

逆 瀬 川　　潔



２．失業者増加の要因

（１）離職者、失業期間、就業希望者

労働力人口のフローデータによれば、90年

代に入ってからも、男女ともに非労働力人口の

労働力化は労働力人口の非労働力化を上回って

いたが、90年代末になると両者とも増加し、

非労働力化の動きが労働力化の動きを上回るよ

うになった。90年代を通じてみれば、労働力

率は男女ともにほぼ同水準を維持してきたので

あり、98年になってから低下している。失業

率が急速に上昇に転じた90年代の後半には、

就業者から失業者への流れ（離職失業者）が増

加している。この間、失業者から就業者への流

れ（失業者の就職）も増加してい

るが、前者に及ばず、失業者は急

速に増加した。一方失業者の非労

働力化の動きも増加し、男女とも

に失業者をある程度減らすことに

なった。

以上のことから、90年代にお

ける失業者増加の要因として次のことをあげる

ことができる。①離職者とくに企業都合による

離職者が増加したこと、一部に若年者の自発的

離職者が増加していること、②失業者の就職が

難しいこと、言いかえれば失業期間の長期化が

すすんでいること、③失業者が非労働力化しに

くい状況があること、ないし非労働力人口の中

に就業希望者が少なくないこと。以下、それぞ

れについて検討していこう。

（２）離職者の増加―企業都合と個人的理由に

よる離職者

90年代を通じて、男女ともに離職経験者が

大幅に増えた。年を追うごとに、その中から就

職する者の割合は低下し、完全失業者になる者

の割合が上昇した。また非労働力人口化する者

の割合は低下した（表1-3）。

離職者増加の主たる要因は、企業の雇用調整

（企業の再構築）による中高年離職者の増加で

ある。「雇用動向調査」によれば、規模のいか

んを問わず男女ともに中高年層で企業都合によ

る離職者（契約期間満了、経営上の都合、定年

による離職者の合計）が増えた。増加は中小企

業のほうが圧倒的に多い。中小企業では若年層

でも企業都合による離職者が増え、非自発的失

業者の増加につながった(表1-4)。

個人的な理由による離職者は、大企業では若

年者を中心に増えた。個人的な理由による離職

者は各規模を通じてもともと女性で多く、男性

では大企業よりも中小企業で多いが、この間大

企業を除いてむしろ減少している。これは男女

にほぼ共通している。したがって離職者を離職

理由別にみると、いずれの規模でも経営上の都

合による離職者の割合が大きくなり、個人的理

由による離職者の割合は、男性でも、もともと

大きい女性でも中小企業ではむしろ低下してい

る。個人的な理由による離職者は労働市場の影

響をうけやすく、労働市場の状況が好転すれば

増えるから、年々の動きは必ずしも

安定的ではないが、90年代の初めと

末を比較すると上にみたような傾向

に大きな違いはない。男女ともに

1000人以上規模の若年者の増加が

目立っている（表1-5）。
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（３）離職者の増加―パートタイム労働者の影響

このような動きは雇用形態の多様化（パート

タイム労働者の増加）とどう関連しているだろ

うか。離職者を一般とパートタイ

ムに分けてみると、一般労働者で

はいずれの規模でも企業都合によ

る離職者が増えている。一方個人

的な理由による離職者はいずれの

規模でも減少している。パートタ

イム労働者についてみるとどうか。

企業都合による離職者は中小企業

を中心にいずれの規模でも増加している。パー

トタイム労働者が多い女性では一般の離職者を

上回る増加数である。個人的理由による離職者

は、一般労働者とは異なって男女ともに増加し、

増加はいずれも圧倒的に1000人以上規模で大

きい（表1-6）。

このように、1000人以上規模で若年者中心

に個人的理由による離職者が増えたのは、パー

トタイム労働者の増加と関連している。90年

代には、学卒者に対する求人が減少して、学卒

者の就職率は低下した。無業者が増加するとと

もに、非正規雇用者として入職する者の割合も

大きくなった。とくに大企業では、学卒者、未

就業者、既就業者を問わずパートタイム労働者

として入職する者の割合が著しく

高まった（表1-7）。離職率は、パ

ートタイム労働者の方が一般の労

働者に比較して著しく高いから、

全体として若年者の離職率は高く

なる。われわれは若年者の職業意

識の変化をいう前にこのような労

働市場の状況変化に注目すべきだ

ろう。

★

一般労働者の離職率は大企業の方が中小企業

よりも低いが、パートタイム労働者の離職率は

大企業の方が中小企業よりも低いとは言えな

い。大企業の19歳以下の離職率は、92年と99

年で比較すると、一般労働者では上昇していて、

パートタイム労働者では上昇していない。

20－24歳では一般労働者もパー

トタイム労働者も離職率は下がっ

ているが全体では上昇している

（表1-8）。このように、90年代に

おける若年者離職率の上昇は、比

較的規模の大きい企業の一般労働

者の離職率上昇（19歳以下）と

離職率の高いパートタイム労働者の占める割合

が大きくなったことによる（注１）。

★

自発的離職失業者の増加との関連で、女性の

離職者が増加したことについては次のように言

える。女性は男性に比較すると個人的理由によ

る離職率が高い。また離職率の高いパートタイ

ム労働者の占める割合が大きく、かつその割合

－40－



はこの10年間にさらに大きくなっているから

離職者は増加した。もともと高い個人的理由に

よる離職率は90年代には傾向として下がった

から、女性の離職率が目立って上がったわけで

はない（注２）。

（４）産業別・企業規模別離職率

産業構造の変化が失業率を高めることになっ

ているだろうか。産業別、規模別、職業別など

の離職失業率をみる前に、「雇用

動向調査」によって産業別、規模

別に離職率をみておこう。離職率

は90年代初めの15％前後から、

90年代の半ばには14％前後にまで

低下し、2000年には16％に上昇

したが、大きな変化だとは言えな

い。それでも離職者が大きく増加

したのは雇用者が増加しているか

らである。しかしここでの関心は、

産業別、規模別にみた離職率の違

いである。離職率はさきにみたよ

うに男性に比較して女性で高く、

一般労働者に比較してパートタイ

ム労働者で高い。このことからも

明らかなように、変化ではなく水

準ということであれば、離職率を

左右するのは個人的理由による離

職者が多いか少ないかである。

男性の一般労働者では、建設業、

サービス業で高い。パートタイムを加えると卸

売小売業で高くなる。ここではパートタイム労

働者の個人的理由による離職率が高いからであ

る。製造業は、建設業以外の産業に比較して男

女ともまた一般もパートタイムも、企業都合に

よる離職率は高いが、個人的理由による離職率

は低い。女性では、一般労働者でみてもパート

タイム労働者でみても卸売小売業で高いが、パ

ートタイム労働者では建設業を除いてそれほど

大きな差はない（表1-9）。女性では、離職率の

高いパートタイム労働者の占める割合が大きい

から、とくに卸売小売業では、その影響を大き

くうける。しかもパートタイム労働者の占める

割合は近年目立って大きくなったから、パート

タイム労働者の離職率が全体の離職率を大きく

左右する。

★

経済のサービス化は小規模企業の労働者の割

合を高める。規模別の離職率をみると、男性の
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一般労働者は小企業で高く、パータイム労働者

は大企業で高い。一般労働者では企業都合、個

人的理由による離職率のいずれも小企業のほう

が高く、パートタイム労働者では個人的理由に

よる離職率が大企業で高いからである。女性は、

一般労働者でもパートタイム労働者でも大企業

で高い。いずれも個人的理由による離職率が高

いからである（表1-10）。

以上のことから次のように言えるだろう。

90年代における離職失業者の増加は、主とし

て経営上の理由など企業都合による離職率の上

昇による。個人的理由による離職率は、景気後

退期によくみられるように下がっている。それ

でも自発的な離職による失業者が増加したの

は、大企業で、離職率の高い若年層のパートタ

イム労働者が増加したことによる。

（５）産業別・職業別・雇用形態別完全失業率

「労働力調査特別調査」によって、前職の産

業別に失業率をみると、それほど大きな違いは

ないがやはり卸売小売業で高い。離職率が低い

にもかかわらず製造業の失業率は比較的高い

（表1-11）。また職業別にみても、労務作業者や

技能職に次いでサービス職や販売

職で高い（表1-12）。パートタイム

労働者やアルバイトの失業率は男

性では高いが、女性の場合は必ず

しもそうではない。探している仕

事の面からみるとパートタイム労

働希望者が増えているから相対的

に求職者が多くなるが、これは失

業率に相当するようなものではない（表1-13）。

規模別失業率についはそれほど大きな違いはな

い(表1-14)(注3)。

★

（６）失業期間の長期化

失業者が増加するもう一つの要因は、失業期
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間が長期化することである。失業期間はこの

10年間に男女ともに長期化した。長期失業者

の占める割合は、男性の方が女性よりも大きく、

いずれも55歳以上の高齢者で大きい。10年間

の変化でみれば、男性はむしろ若年層で長期化

が目立っている。これは若年層にも非自発的離

職者が増えたことによる。女性は全部の年齢階

層で長期化している（表1-15）。

完全失業者が仕事につけない理由を年齢別に

みると、15－34歳では「希望する仕事がない」

が最も多く、「知識・技能が生かせない」「求人

の技術水準が高い」「雇用形態が合わない」と

いった仕事の内容に関するものがほとんどを占

めるのに対して、35-44歳では労働条件を含む

あらゆる理由に拡散し、45-64歳では主として

「求人年齢が合わない」ことがあげられる。こ

れはUV分析でも、年齢が高くなると求人が少

なくなることで明かである。若年層については、

求人はあるが失業率も高い。中年層は若年層ほ

どではないが求人もあって失業率が高い。高年

齢層については求人が不足していて失業率が高

い（注4）。

「労働力調査特別調査」によれば、非自発的離

職失業者のほうが自発的離職失業者よりも失業

期間が長い。したがって他の産業に比較して、

企業都合による離職率が高く、個人的理由によ

る離職率が低い製造業の離職者の失業期間は長

くなる。このことから製造業の離職率は低いに

もかかわらず失業率は比較的高くなる（注5）。

これは同一職種間の移動が多いこと、近年製造

業の雇用需要が著しく停滞していることの結果

であることはいうまでもない。

（７）失業者の非労働力化

とくに女性の離職者増加との関連で、失業者

を増減させる第3の要因は、失業者と非労働力

人口との間の移動であり、労働力率の動きいか

んである。女性は男性と異なって、失業者から

非労働力人口への移動（労働市場からの流出）

が非労働力人口から失業者への移動（労働市場

への流入）を大きく上回る。いずれも90年代

の初期から半ばにかけて減少し、97年以降増

加に転じている。99、2000年には就業者と失

業者を合わせた労働力人口から非労働力人口へ

の移動（流出）が反対方向への移動（流入）を

上回るようになったから、90年代に入ってほ

ぼ50％台を維持してきた労働力率は、99年以

降50％を割り、非労働力人口は増加に転じ、

幾分失業率を引下げる効果があった（注6）。こ

のような動きの中で、非労働力人口のうち就業

を希望するが求職を諦めた層が増えている。こ

のことについては後にふれる。

第2章　労働力需給の構造変化

１． 求職者の増加

（１） 求人倍率の低下

有効求人倍率は、バブル期の90、91年には

1.4倍にまで高まり、石油危機以後最も高い水

準になった。このときの有効求人件数と有効求

職者数はそれぞれ石油危機前に近い水準であっ

た。その後有効求人倍率は急速に低下し、90

年代半ばにはやや回復したものの2000年代に

入ってからも0.5倍台で推移している。パート

タイム労働者を除く一般の有効求人倍率はさら

に低く、98、2000年には0.5倍を下回るまでに

低下し、その後も目立った改善はない。求人は

90年比60％程度で低迷し、一方求職者は2倍弱

にまで増加しているからである（表2-1）。

（２）求職者の増加

新規常用求職者の増減を求職理由別にみる

と、91、96、2000年といった一部の年を除い
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て雇用保険の受給資格がある離職求職者、受給

資格がない求職者ともに大きく増加した

（2001年の月間平均有効求職者は259万8千人

であるが、雇用保険の受給者実人員は108万人、

42％程度でしかない）。離職求職者の中では解

雇・倒産・定年等企業都合による非自発的離職

者の増加が大きかった（注1）。

職業安定所の窓口における新規常用求職者の

実態調査によれば、求職者は90－2001年間に

男性で2.2倍、女性で1.5倍に増加している。男

女ともに8割弱は離職求職者であ

り、自己都合離職者が5割前後を占

めるが（2001年5月）、事業主都合

離職者が男女それぞれ3.5倍、3.2倍

と大きく増加して、自己都合離職

者のそれぞれ2倍、1.3倍を大きく

上回っている。在職者は男女ともに10％弱で

あるが、大きく増加している。新規求職者の増

加の内訳をみても、この間の離職求職者の増加

は主として事業主都合による離職者であるこ

と、また転職希望者が増加していることも明か

である。

（３）求職者の増加圧力

求職者の中には、上にみた在職中の求職者な

ど失業者にならない求職者―転職希望者がい

る。まず実際の転職者（1年以内の再就職者）

からみよう。転職者はどのような層で増加した

だろうか。90年代の前半から後半にかけて男

性では25-34歳と45-64歳を中心に増加した。

女性では主として25-34歳、45-54歳で増加し

た。男性の増加はもっぱら非自発的な理由によ

る。女性の場合は非自発的離職に加えて、「よ

りよい条件の仕事を探す」といった自発的な離

職による転職者が増えた。男性若年層の自発的

離職による転職者は全体として増

えていないから、ここからもこの

ような離職者の増加は大企業の若

年層など一部に偏在したことがう

かがわれる。

90年代末に転職希望者と追加就業希望者は、

バブル期の89年に比較すると増えていないが、

90年代の初めに比較すると増えている。とく

に求職活動を行っている転職希望者は90年代

後半に増加した。男女ともに正規従業員では大

きな変化はない。主としてパートタイム労働者

とアルバイトで増加している(表2-2)。理由は、

「安定した職業に就きたい」（男性、女性）、「自

分の適性にあった仕事に就きたい」（男性）、

「もっと収入を増やしたい」（女性）である。

非労働力人口のうちの就業希望者は、全体と

して男女ともに目立って増えていない。ただ非

求職者のうち「適当な仕事がありそうにない」

とする求職を諦めた層は、男女ともに90年代

前半に比較して後半に増加している。諦め層は、

男性では若年者（15-24歳、在学中）と高齢者

（55歳以上）、女性では35-44歳を除く年齢層で

増えている。これは失業者の増加と一致する。

年齢と世帯上の地位を重ねると、男性高齢者世

帯主とその配偶者で増加していることが明らか

である(表2-3)。

以上のように、求職者ないし潜在的な求職者

の増加は失業者の増加と一致する。男性は若年

者と高齢者で、女性は35-44歳を除く年齢層で

増加している。そして若年者と女性に関しては

学卒労働市場の悪化と雇用形態の多様化が転

職・追加就業希望者を増やすことになっている。
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２．求人の減少と変質

（１）一般求人とパートタイム求人の変化

一般の求人は、90年代の前半に大きく減っ

て、後半にやや持ち直したが90年代初期の水

準には及ばない。パートタイム労働者の求人は

後半に大きく伸び、製造業についても前半の減

少分をほぼ取り戻す増加となった。企業は一般

の雇用を減らしてパートタイムの雇用を増やし

たのだろうか。「労働経済白書」によれば、一

般を減らしてパートタイムを増やした企業は

12％だが（一般不変を加えても16％）、パート

タイムは不変で一般を減らした企業は25％で

ある（パートタイム増加を加えると36％）。こ

のことから、白書はパートタイム労働者が人員

削減の際の調整弁だとは言えなくなっていると

している（注2）。このような企業の態度は、一

般の求人は減少していてパートタイムの求人は

増加に転じている産業（消費関連、素材関連業

種）があり、一般、パートタイムの双方で求人

が増えた産業（機械関連業種、卸売小売業、サ

ービス業）でも、パートタイムの伸びが著しく

大きいことにも現れている。こうした動きは、

規模別では100人未満規模事業所で顕著である

（表2-4,2-5）。

★

（２）学卒者求人の減少

高卒者の求人減少も著しかった。90年代に大

学等への進学率が高まったことから、高卒求職

者は40％以下にまで減少したが、求人数は製

造業、卸売小売業、サービス業を中心にピーク

時に比較して16％の水準にまで減少し、就職

者は大企業を中心に全部の産業で大幅に減少し

た。職業別では事務職と技能職の減少が大きい

(表2-6)。

大卒者（大学院を含む）の求人も91年3月の

卒業期をピークに大幅に減少した。一方、求職

者（民間企業就業希望者）は大学進学者が増加

したことから増加している。求人倍率は96年3

月を底に持ち直しているが、なお低い水準にと

どまっている。学部別、求人企業規模別では理

科系より文科系、1000人未満規模より1000人

以上規模で求人倍率は低い（表2-7）。産業ごと

にも差が大きく、流通業（4.49倍）、製造業

（1.62倍）で高く、金融業（0.40倍）、サービ
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ス･情報業（0.45倍）で低い（2002年）。

★

このような学卒求人の減少は、企業が引き続

く業績低迷のもとで事業の再構築を進め、新規

学卒者の採用を削減したり、中止したからにほ

かならない。「産業労働事情調査」によると94

年、2000年の時点で新規学卒者の採用削減や

中止を実施した企業の割合はそれぞれ20.6％、

26.6％であり、とくに1000人上規模企業では

62.3％、52.5％に及んでいる（注3）。

（３）年齢別・職業別求人倍率の変化

中高年齢離職者の増加によって、この年齢層

の求人倍率は低下した。失業者である中高年層

が再就職しにくい理由として最も多くあげる理

由は「年齢の制限」であることからも明らかな

ように、45歳を境に求人倍率は急速に低下す

る。一方、若年者の求人倍率は、19歳以下で

は2倍前後、20－24歳でも1倍弱である。パー

トタイムないしアルバイトを含む若年者に対す

る求人は少ないとは言えない。

職業別の求人倍率をみると、バブル期にはあ

らゆる職種で大幅な求人超過であった。その後

労働需要の減退とともに管理的職業、事務的職

業、生産工程・労務の職業で求職超過に転じて

いる。一方、専門的・技術的職業、販売職業、

サービス職業では求人と求職がほぼ均衡してい

る。それぞれの職業の中でも細部には違いがあ

って、専門的・技術的職業の中でも求職超過の

職種もある。これは後にみるように、90年代

における職業別就業構造の変化を反映してい

て、単に雇用需要が全体として伸びないという

だけでなく、産業構造の変化に伴う雇用構造の

変化が影響している。こうした変化は、一般の

労働市場だけでなく、学卒労働市場にも深刻な

影響を及ぼしていて、多くが生産

労働者として就職する男子高卒者

の就職難の原因にもなっている

（注4）。

３．求人減少の背景

（１） 経済の停滞

「労働経済白書」は、最近の雇用情勢の悪化

は生産活動の低下によるのか、それとも生産の

変動に対し雇用による調整が行なわれやすくな

ったからであろうかと問いかけて、生産に対す

る労働投入量の弾性値を測定し、バブルの崩壊

前後で比較している。白書は、バブル崩壊前後

を通じて労働生産性の弾性値が比較的高いこと

から、生産変動に対し労働時間や雇用で調整し

きれない分が労働密度の低下などにより調整さ

れている（労働投入量の調整が生産の変動に遅

れると労働生産性が低下すること）と結論づけ

ている（注5）。白書によれば、労働投入量の弾

性値はバブルの崩壊前後で高まっているとは言

えない、また2期のラグつき雇用者数の弾性値

もバブル崩壊後むしろ低くなっていることか

ら、生産変動に対する雇用の弾性値が高まった

とは言えない、さらに雇用調整速度も97年第3

四半期以降でバブル崩壊前に比べて大きくな

く、98年以降の失業率の急上昇を雇用調整速

度の高まりに起因するとは言えないとしてい

る。

確かに90年代を通じて経済成長率は低かっ

たのであり、実質値でみて80年代が4.1％であ

ったのに対して、90年代の前半は1.4％にとど

まり、後半は1％そこそこでしかなかった。と

くに雇用の減少が顕著であった製造業の生産

は、鉱工業生産指数でみて、80年代後半の5％

強から90年代に入ると92、93年そして98年に

大きく落ち込み、90年代を通じてみれば0％の

伸びでしかなかった。このような経済成長率の

低下や鉱工業生産の停滞については、不良債権

の処理が進まず、企業が先行き見通しを欠き、
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設備投資を実施できないこと、勤労者家計が雇

用不安と生活不安、社会保障制度についての

様々な改革案などから老後生活への不安感を強

め、消費支出を抑制していることが大きい。ま

た製造業の生産が伸びないのは、企業の海外進

出と中国等からの製品輸入が急増していること

が影響している。

（２）製造業の雇用減少と要因

製造業の生産は90年代前半に減少し、後半

にわずかではあるが増加した。前半には電機を

除く機械関連業種、繊維工業、木材木製品の減

少が大きかった。後半には電機、輸送機械で増

加に転じたが、素材関連業種、繊維工業、木材

木製品では減少が引き続いた。このような製造

業の生産の動きには輸出入の動向が大きく影響

している。輸出は90年代前半には伸びず、後

半に入って一部の業種を除いて回復したが、繊

維同製品、鉄鋼、自動車、船舶では80年代ピ

ーク時の水準を下回っている。一方主要商品の

輸入額は、鉄鋼を除いて90年代を通じて顕著

に増加した。とくに繊維製品と機械類の輸入は

前半、後半を通じて大きく増加した（表2-8）。

国内総生産に占める輸入額の割合（輸入比率）

は90年代を通じて上昇した。とくに繊維産業

と機械関連業種の輸入比率の上昇が大きい。★

雇用への影響という点からは、製造業の海外

移転による海外生産の増加が大きい。海外生産

の増加に伴って、海外従業員は増加している。

現地法人従業員数は、98年度に全産業で275万

人、製造業で220万人である。10年間に全産業

で140万人増加している（注6）。

80年代の半ば以降、製造業の海外投資が伸

び、海外生産比率が上昇した。輸送機械や電気

機械では、すでに90年代初めに15 . 9％、

11.0％と欧米の海外生産比率に近づいた。製造

業の海外生産比率は90年度の6.4％から2001年

度には14.3％（見こみ）にまで上昇している

（注7）。 鉱工業の輸入浸透度も90年の7.1％か

ら2001年には12.9％にまで上昇している。

95年に労働省が実施した調査によると、製造

業100人以上規模企業のうち20％が海外進出を

していて（5000人以上規模企業では91％）、

「市場拡大・開拓」「低廉な労働力確保」「安価

な原材料・部品の調達」「貿易摩擦・輸入規制

への対応」「親企業・取引企業の海外進出」を

その理由としてあげている。とくに対中国、

NIES、ASEAN等の地域へ進出した企業につ

いては「低廉な労働力確保」をあげる企業が多

い。自社または取引先企業の海外進出または輸

入等の拡大に伴って3年前と比較して国内生産

量が減少したとする企業は49％、国内常用労

働者が減少したとする企業は25％（生産部門

は27％）、増加したとする企業は5％である。

国内常用労働者が減少した企業の雇用調整方法

は、「中途採用の削減・停止」「新規学卒者の採

用抑制」がそれぞれ約70％と多く、次いで

「臨時・季節・パートの削減」が約50％、「出

向」「希望退職者の募集」がそれぞれ20％弱で

ある。このような企業は、国内のモノ造りの熟

練技能が消滅するのではないかと懸念している

（注8）。

こうした様々な調査結果と符合して、製造業

の常用雇用は大きく減少した。30人以上規模

事業所でみて常用雇用が95年以降で増加した

のは食料品たばこ製造業のみであり、消費関連

業種、素材関連業種、機械関連業種の別なく減

少した。繊維、木材、家具、石油・石炭、なめ

し皮、鉄鋼、その他の製造業では20％ないし

これに近い減少を示していて、とくに繊維の減

少幅が大きく、90年代を通じて2分の１以下の

水準にまで減少した。このような常用雇用の減
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少は生産の減少によるものであり、生産の減少

幅が大きい業種ほど雇用（労働時間を考慮した

労働投入量）の減少幅も大きいが、両者の相関

関係は必ずしも高くない。業種ごとの雇用調整

速度の違いを含む労働生産性の変化が介在する

からである。両者の関係はバブル崩壊の前後で

大きく変らない（表2-9）。

★

（３）企業の雇用過剰感と雇用調整

上にみたような生産停滞のもとで、企業の雇

用過剰感が高まった。企業の雇用人員判断によ

れば、バブル期には不足感が著しく高まったが、

バブル崩壊とともに過剰感が急速に膨らんだ。

過剰感は94年をピークに一時低下するが、98、

99年に再び高まり、2000年に小康の後2001年

に上昇している。とくに規模の大きい企業ほど

過剰感は高い。このような企業の雇用について

の判断は、企業に様々な方法による雇用調整策

をとらせた。雇用調整実施事業所の割合は、雇

用過剰感の高まりとともに93 94年をピーク

に一時低下したが、98、99年に再び上昇した

（図2-1）。実施事業所の割合は製造業で最も高

いが、程度の差はあれ、建設業、卸売小売業、

サービス業、運輸通信業等ほぼあらゆる産業に

及んだ（注9）。いずれの時期も機械関連業種の

実施事業所割合が高いことが注目される。

雇用調整の方法にはこれまでと大きな違いは

ないものの、希望退職・解雇実施事業所が増加

する動きがある(表2-10)。「労働経済白書」は、

雇用調整の実施状況を調査する「労働経済動向

調査」は四半期ごとに集計するから、一時的に

実施される希望退職募集や解雇は少なめになる

としている。そして「産業労働事情調査」の結

果を引用している（注10）。これによれば、

2000年時点で、過去2年間に希望退職の募集・

解雇を実施した事業所は17.7％で、94年時点

（11.7％）に比較して実施割合が高まっている。

産業別では、建設業で大幅に上昇し、水準も高

い。次いで製造業で高く、卸売小売業飲食店、

金融保険業、サービス業も例外ではない。規模

別では1000人以上規模で急激に高まっている

（表2―11）。さらに過去2年間に何らかの雇用

調整を実施した企業のうち44％が今後も計画

的に数年間継続実施するとしていて、13％の

企業は希望退職の募集・解雇をするとしている

（注11）。

倒産件数も90年代を通じて高水準で推移し

た。2001年には目立って増加し、これに伴っ

て影響をうける労働者数も大きくなった（注

12）。

★

４．就業構造の変化

（１） 産業別就業者の変化

「国勢調査」によれば、90年代を通じて就

業者が減少したのは、農林漁業、鉱業、製造業
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であり、後半になると建設業、運輸通信業、卸

売業、小売業、金融保険業でも減少した（表2

―12）。製造業はほぼあらゆる業種で減少し、

増加したのは食料品製造業（前半、後半）、化

学工業、精密機器（後半）だけである。10年

間を通じて10万人ないしそれ以上の就業者が

減少した業種は、消費財関連、素材関連、機械

関連の各業種のいずれにもみられる。産業小分

類でみれば、減少率が高くかつ減少数も多いの

は、農業を別とすれば、衣服その他の繊維製品

製造業、酒小売業、発電用等産業用電気機械器

具製造業、旅館その他の宿泊所、燃料小売業、

建築材料卸売業である。一方増加した業種で増

加率が高くかつ増加数も大きい業種は、労働者

派遣業、老人福祉事業、その他の医療業、ソフ

トウエア業、建物サービス業、その他の飲食料

品小売業、訪問看護サービス業を含む他に分類

されない事業サービス業や生活関連サービス業

などほとんどがサービス業である。

（２）職業別就業者の変化

90年代を通じて就業者が増加した職業は、

専門技術職、事務職、販売職、保安職、サービ

ス職であり、減少したのは管理職、農林漁業作

業者、技能工労務作業者である

（表2―13）。情報化、技術の進歩、

経済のサービス化、そして人口の

高齢化に伴って、専門技術職やサ

ービス職従事者が増加し、一方で

製造業や建設業の雇用減退に伴っ

て、技能工・労務作業者が著しく

減少した。このような職業別就業

構造の変化はさきにみた産業別就

業構造の変化に伴うものであるが、

それだけではなく、製造業でも海外進出によっ

て生産の多くを海外の工場にゆだね、国内では

研究開発に重点をおくといった体制を組む企業

が増えてきたことで、専門技術職の占める割合

が急速に高まり、各産業内の職業構造が変化し

ているからである（注13）。

全体として就業者が減少した90年代後半に

就業者の伸びが大きくかつ増加数も大きかった

職業は、ホームヘルパー、介護職員（治療、福

祉施設）、電子計算機等オペレーター、情報処

理技術者、その他の食料品製造作業者、その他

の保健医療従事者、保育士、その他の販売類似

職業従事者などである。一方減少率が高くかつ

減少数も大きい職業は農林漁業作業者を別とし

て、会社団体等管理的職業従事者、ミシン縫製

作業者、会社役員、小売店主、飲食店主などで

ある。増加職種は最近の情報産業や社会福祉部

門の雇用増を、そして減少職種は管理職や小規

模商店や飲食店、繊維関連業種の雇用や次にみ

るような業主の減少に対応している。

なお就業者が増加している事務職とサービス

職は女性比率が高く、一方就業者が減少してい

る技能工労務作業者は男性比率が高

い。このことは特に高卒者のような若

い求職者にとって、男性よりも女性の

方が職業選択の余地が広いといえるか

も知れない。

★
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（３）自営業主・家族従業者の減少

この間自営業主と家族従業者が大きく減少し

た。87―97年間の10年間でみると、自営業主

は男性で65万人、女性で49万人減少した（表2

―14）。男性は農林漁業、製造業、卸売小売業

で減少し、サービス業で増加した。農林漁業を

別とすれば、製造業では「雇人のある業主」の

減少が大きいが、卸売小売業では「雇人のない

業主」の減少が大きい。女性の業主は、製造業

の内職が多く、卸売小売業の「雇人のない業主」

でも減少が大きい。家族従業者は男性には少な

いが、男女ともに製造業と卸売小売業で大きく

減少している。自営業主、家族従業者ともに失

業者になる者が少ないことはさきにみた。「雇

人のある業主」の減少は小零細企業からの失業

者の増加につながる。自営業主や家族従業者の

減少を職業別にみれば、農林漁業従事者を別と

して販売職と技能職で多い（注14）。

（４）コーホート別職業移動

「雇用動向調査」によると、労働者の移動は

同一職業間で行なわれることが多い。職種にも

よるが、男女ともに専門技術職、

管理職、事務職、技能職では7

割前後が同一職業間を移動す

る、販売職とサービス職がやや

低く50－60％である（注15）。

移動者は一般的には若年者が多

い。これは企業都合による離職

者が中高年層を中心に増えてい

るとはいえ、離職者の多くは個

人的理由による若年離職者だからである。

「国勢調査」によって、90年代前半の職業

間移動を5歳階級別のコーホートで追うと次の

ようなことが明らかになる。①雇用者では、男

性は20歳台の後半までは増加し、あとは減少

する。女性は20歳台後半に減少が始まり、30

歳台後半から40歳台にかけて増加し、その後

減少する。②職業ごとに違いがあり、男性では

多くは30歳台前半から減少するが、管理職は

50歳台前半まで増加し、保安、運輸通信職も

中年まで増加する。女性は多くの職業で30歳

台から40歳台にかけて増加する。③役員、「雇

人のある業主」、「雇人のない業主」はとくに男

性では比較的高年齢にいたるまで増加する。男

性について雇用者の減少が大きくなる40歳台

の前半から後半にかけて、職業と従業上の地位

をクロスさせて移動をみると、雇用者は多くの

職業で減少し、管理職と保安職（少数）で増加

する。役員と「雇人のある業主」と「雇人のな

い業主」で増加し、家族従業者は減少している。

管理職の増加は他の職業からの移動である。そ

して同一職業間の移動が多いことを考えると、

役員へはそれぞれの職業からの移

動が多いだろう。逆にこのコーホ

ート移動を役員の側から見ると、

増加は管理職、技能職、販売職、

専門技術職の順に多い。「雇人のあ

る業主」は販売職、技能職、専門

技術職で増加し、「雇人のない業主」

は運輸通信職、農林漁業職で増え
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るが、多くはない。50歳台になると管理職の

増加はみられない。役員への移動は管理職で大

きい。業主は減少する。就業者は40歳台の前

半から後半にかけて10万人強、50歳台前半か

ら後半にかけて24万人弱減少している。一部

は失業者になり、多くは非労働力化したとみて

よいだろう。

なお男性の若年離職者の増加との関連で若年

雇用者の他の職業ないし業主等への移動（コー

ホートでみた減少）をみると、20歳台の前半

から後半にかけて雇用者はサービス職のみで減

少し、減少率は30％と大きい。20歳台後半か

ら30歳台の前半にかけては多くの職業で減少

に転じるが、ここでも減少率はサービス職が

14％と最も高い。次いで技能職で７％弱、事

務職、販売職はいずれも3％弱と低い（表2―

15）。この年齢層ではなお職業間の出入りは少

なくないとしても、若年者の他の職業ないし業

主への移動率の違いを示しているとみてよいだ

ろう。20歳台後半の役員と業主への移動も40

歳台の移動と大きな違いはない。しかし業主へ

の移動は雇人のありなしともに20歳台後半か

らと30歳台前半からの移動がもっとも活発で

ある（注16）。家族従業者は中高年層で減少す

る。業主になりやすいと思われる職業は40歳

台と変らない。★

女性の場合は男性と異なる動きがある。20歳

台前半から後半にかけて、また20歳台後半か

ら30歳台前半にかけて雇用者は大幅に減少し、

その後再び増加に転じる（表2―16）。しかし

この間の職業ごとの増減は大きく異なる。減少

するのは事務職が圧倒的に多く、次いで専門技

術職であるのに対して、増加するのは技能職、

サービス職、販売職、事務職に分かれる。事務

職と専門技術職の減少分は回復しないとみられ

るから、結果として、この二つの職業には若年

者が相対的に多く就業することになる。専門技

術職については、あらゆる職業で減少するが、

減少数は保健医療従事者、教員、技術者、社会

福祉専門職業従事者で多い（注17）。★

５．労働力供給構造の変化と雇用形態の多様化

（１）高齢者の高い就業意欲と就業実態

「国勢調査」によると男女ともに、雇用者に占

める若年者の割合が低下し、高齢者の割合が上

昇している。高齢化は着実に進行している。そ

の中で、男女ともに60歳台前半までの労働力

率は低下していない。「高年齢者就業実態調査」

（2000年）によると、男性では55－59歳の

90％が就業している。雇用者比率が

高まり、自営業主の割合は低下して

いる。60－64歳では67％が就業して

いる。雇用者比率は90年代を通じて

大きな変化はないが、普通勤務者

（短時間勤務者でない者）の割合は低

下し、自営業主の割合も着実に低下

した。不就業者のうち就業希望者の

割合も90年代初めに比べて大きな変

化はない。65－69歳では52％が就業
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している。雇用者比率は横這いで推移し、自営

業主の割合は低下した。不就業者のうち就業希

望者の割合に大きな変化はない。女性の55－

59歳、60－64歳ともに短時間勤務者中心に雇

用者比率が上昇し、自営業主、家族従業者の割

合は低下している。全体としてみて、60歳台

の雇用者比率はほぼ横這いで推移し、60-64歳

の女性では上昇した。男女いずれも普通勤務者

は減って、短時間勤務者が増えたことによる。

自営業主、家族従業者の数は減っていないが、

雇用者が増えたことでその割合は顕著に低下し

た（表2―17）。

★

（２）女性の労働力率の変化

女性の職場進出も、雇用状況が悪化する中で

進行している。女性の雇用者比率（人口に占め

る雇用者の割合）は、90年代を通じて、24歳

以下では緩慢な低下をみせたが、25－64歳で

は着実に上昇している。とくに25－29歳の雇

用者比率は著しい伸びをみせていて、既に

20－24歳の雇用者比率に近づいている。これ

は女性の結婚年齢が高まったことの結果であっ

て、女性の平均初婚年齢は80年の25.2歳から

92年には26.0歳へ、そして2000年には27.0歳

に上がっている。20-24歳の初婚率は70年代か

ら急速に低下し、80年代にこれを上回った25-

29歳の初婚率も93年の72.6％をピークに既に

40％近くにまで低下した。2000年には30-34

歳の初婚率が20％を超えている。第1子出生の

平均年齢も28歳に上昇している。

このような晩婚化によって労働力率のＭ字型

カーブの底は25－29歳から30－34歳へ移動し

た。女性の労働力率は、総数では90年代に

50％前後で推移し、大きな変化はなかったが、

各年齢層ごとにみると15-19歳で横這い、20-

24歳で低下、25-34歳で顕著な上昇、35-49歳

で横這い、50-59歳で上昇となった。20－24歳

は主として未婚者の労働力率が低下したことに

よる（未婚者割合の上昇効果は小さい）。25－

29歳は主として未婚者割合の上昇による。労

働力率は未婚者で変化なく、既婚者で上昇した。

30－34歳も主として未婚者割合の上昇による

（離死別者割合も上昇）。労働力率は未婚者の上

昇を既婚者の低下が相殺した。

50－54歳はもっぱら既婚者と離

死別者の労働力率の上昇による。

55－64歳も同じである（表2―

18）。

女性の就業意識は変っただろ

うか。社会保障・人口問題研究

所の調査によると、未婚女性の

結婚と仕事に関する理想は、両立コース（結婚

し子どもをもつが、仕事も一生続ける）が

27％、再就職コース（結婚出産後にいったん

退職し子育て後に再び仕事をもつ）が34％で

両立コースが増えているが、予定では両立コー

スが16％、再就職コースが43％で、なお再就

職コースが最も多い（注18）。これはさきに見

たコーホートによる若年雇用者の増減にも現れ

ている。

（３）学卒労働市場の悪化と若年者の雇用問題

大学・専門学校の門戸が広がったこともあっ

て、高卒労働市場の悪化は高校生の進学率を高

めた。しかしそのことは、高卒者の就職難を緩
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和することにはなっていない。それだけでなく、

大卒・短大卒者で無業者や一時的な仕事への就

職者が増加していて、若年者の就職問題が大き

な課題になっている。進学率の上昇に伴って高

卒者の就業分野は限定されてきており、主な就

業分野である製造業の雇用需要が停滞し、さら

に製造業では国際化に伴って、国内の仕事の重

点が生産部門から研究開発部門へと移ってきて

いるから、高卒者への雇用需要の回復は見込み

薄だと言わなければならない。販売職にも大卒

者が多く進出するようになっているから、高卒

者の就業分野はいきおいサービス職業へとかた

よることになる。しかしこの職業では若年者が

早期に離職することはさきにふれた。学卒者労

働市場の悪化は、高卒者から専門学校卒、大卒

者にも及び、就職率が低下しているだけでなく、

就職後の早期離職の増加につながっている。

「労働経済白書」はこうした動きを「世代効果」

として説明している（注19）。

こうして、近年いわゆるフリーターが増加し

て注目を集めるようになった。「労働白書」は、

フリーターを年齢15－34歳で、①勤務者では

呼称がアルバイトまたはパートである者で、男

性では継続就業年数1－5年未満、女性では未

婚で仕事を主にしている者、②無業者では家事

も通学もしていなくて、アルバイト・パートの

仕事を希望する者と定義して、「就業構造基本

調査」にもとづいて1997年現在で151万人と

推計した（注20）。これは10年前に比較してお

よそ倍増している。20－24歳が最も多く54％、

20歳台で8割弱を占める。リクルートリサーチ

の調査（2000年2月、30歳未満が対象）によ

れば、正社員として定職に就いたことのある者

42％（男性より女性で高く、20歳台後半では

60％）、フリーターの経験年数は2.7年である。

父や母との同居が77％と多い。就業職種は多

岐にわたるが、「コンビニエンス・スーパー店

員」「ホールスタッフ」「事務経理」が上位を占

め、平均月収13万円弱である。7割弱は定職に

就きたいとしており、フリーターを続けたいと

する者は７％と多くない。高校卒業者・中退者

の3分の１が卒業時点でフリーターになる。そ

の動機は「働く時間を自由に決められる」など

個人的な考えが上位を占める。しかし学卒市場

の悪化が影響していることは疑う余地がない。

（４）就業形態の多様化―非正規雇用者の増加

上のような労働力需給構造の変化の結果とし

て、パートタイム労働者を中心とした非正規労

働者が増加した（表2―19）。企業がパートタ

イム労働者を需要するのは、主として人件費が

割安であること、雇用調整が容易であることで

あり、後にみるように、もともと大きかった一

般労働者との間の賃金格差はさらに拡大した。

パートタイム労働者比率の上昇は、90年代の

後半に急速に進んでいて、卸売小売業飲食店、

中小規模事業所で顕著である。非正規雇用者は

あらゆる年齢層で増加したが、在学中の者を除

いても15―24歳、25―34歳の若年層で増加が

著しい（表2―20）。一般求人の減少とパート

タイム求人の増加は学卒者でも例外ではなかっ

た。パートタイム労働者は主として女性中年層

で占められるが、最近は男性の若年者と高齢者

で顕著に増えている。派遣労働者は主として女

性の若年者で増加している。非正規労働者の4
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分の3を女性が占め、これは長期的にみて大き

な変化がない。

★

第３章　賃金の停滞と構造変化

１. 賃金水準の停滞

（１） 春季賃金交渉の変化

90年代を通じて、労働力需要の停滞、物価

の安定から下落、企業業績の悪化が引続き、春

の賃金引上げ率は年を追って低下した（表3―

1）。賃上げにあたり重視する要素も、バブル期

には一時的に「労働力の確保・定着」をあげる

企業が増加したものの、多くの企業はもっぱら

「企業業績」を重視した。「世間相場」重視企業

の割合は年とともに低下し、賃上げ額の分散係

数は拡大している。物価は賃金決定要素として

の意味をほとんど失ってしまった。

★ 2001年の賃金改定額は1980年以降最低と

なり、改定率は小規模企業ほど低かった。賃金

の改定を実施しなかった企業は21.3％と過去最

高となった（注1）。次いで、2002年春の賃金

交渉は、雇用の維持をいかに図るかが焦点にな

り、「雇用春闘」と呼ばれた。労働組合は賃上

げではなく、経営側の賃下げ要求に対していか

に防戦するか、悪化する雇用環境のもとで、雇

用の維持について経営側との間でどのような取

り決めを結ぶかに腐心した。初めから賃上げを

要求しない労働組合が少なくなかったのであ

り、定昇の繰り延べすら行なわれた。賃上げ結

果はこれまでの最低の伸びであり、いくつかの

労働組合は経営側との間で雇用維持協定を結ん

だ（注2）。

夏季・年末一時金の交渉結果は、90年代の

半ばまでは低い伸びながら前年の水準を上回っ

たが、主要企業は98、99年、中小企業はそれ

についで2001年に入ってからも前年の水準を

下回った。賞与の支給率は夏季・年末とも大き

く低下している。

（２） 学卒初任給の停滞

学卒者の初任給はバブル期には前年比5％な

いしこれを上回る伸びを見せたが、バブル崩壊

後、学卒労働市場が低迷する中で各学歴ともほ

とんど伸びていない。年によっては前年の水準

を下回っている。このような中で各学歴間格差

は、格差が拡大した80年代と異なってほとん

ど変化がなく、産業間・規模間格差にも目立っ

た動きはないが、金融保険業の初任給が各学歴

を通じて他の業種に比較して抑制されている。

（３） 雇用形態の多様化と賃金抑制

パートタイム労働者の増加は、賃金の抑制に

どのように寄与しただろうか。一般の労働者と

パートタイム労働者の労働生産性

の違いを問わないことにして、

「毎月勤労統計調査」（30人以上

規模）で、パートタイム労働者比

率が急速に上昇した95年から

2000年までの現実の平均賃金（現金給与総額）

の上昇率を、一般・パートタイム労働者の労働

時間とパートタイム労働者比率が変化しなかっ

たと仮定した場合の平均賃金とで比較すると、

各産業とも賃金抑制効果があったことが明らか

である。とくにパートタイム労働者比率が大き

く上昇した卸売小売業でその効果は著しい。パ

ートタイム労働者比率の上昇だけでなく、卸売

小売業やサービス業では、パートタイム労働者

の賃金が低下したことも寄与している（表3―

2）。

★

２．賃金構造の変化

（１）賃金特性値の変化―上位賃金の抑制

90年代における賃金構造の変化を明らかに

するための手がかりとして、賃金特性値の変化
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をみよう。

表３―３にみるように90年代に男女間賃金

格差は縮小した。賃金特性値でみて男女間格差

の縮小は80年代にもあったが、このときは男

女ともに上位賃金（第9十分位数）の伸びはど

ちらかというと中位賃金（中位数）ないし下位

賃金（第1十分位数）の伸びを上回っていた。

この10年間の賃金構造の変化を先取りして示

すと次のようである。①男性の賃金はとくに上

位賃金で抑制された。一方女性の賃金は小規模

を除いて上位賃金で伸びが大きかった。②全体

として男性の賃金上昇率は女性の賃金上昇率を

下回ったから、男女間賃金格差は縮小した。格

差縮小は、上位賃金と下位賃金の双方でみられ

た。③標準労働者の賃金でみて、高賃金層であ

る男性中高年層の賃金が抑制された。結果とし

て、各規模、各学歴とも年齢間賃金格差は縮小

した。④同じく標準労働者の賃金でみて、賃金

の分散は大中規模で男性中高年層の大

卒で拡大し、高卒で縮小した。女性で

は大規模の大卒で拡大した。⑤女性の

一般労働者とパートタイム労働者の賃

金格差は拡大した。パートタイム労働

者の賃金は下位賃金よりも上位賃金で

抑制されている。⑥低賃金労働者に占

める男性高齢者の割合が高まってい

る。パートタイム労働者でも男

性高齢者が増えている。

（２）規模別賃金特性値の変化

90年代以降における賃金の抑

制がどのように行なわれたかを

男女別に、規模別に同じく賃金

特性値でもう少し詳細にみると

次のように言える。①賃金の抑

制は、いずれの規模でも前半よ

りも後半で顕著であった。②男

性の上位賃金が大きく抑制され

たのは規模を問わないが、小規

模でよりきびしかった。③どの

規模でも男性の賃金が女性の賃金よりも抑制さ

れた。④男性の上位賃金の抑制は産業を問わな

い。これに対して女性の賃金は、大規模では金

融保険業、小規模では卸売小売業を別として、

男性の賃金のように上位賃金が抑制されること

はなかった（表3―4、3―5）。

★

（３）標準労働者の賃金―年齢間賃金格差の縮小

上のような結果は、年齢別にみた賃金上昇率

の違いを反映している。規模別、学歴別に標準
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労働者の賃金の変化をみれば、労働者の構成変

化を含む平均値としてではない、労働者の学歴

と年齢・勤続年数といった属性を合わせた賃金

の構造変化を明かにすることができる。ここで

の関心は、規模間格差の変化ではなく、企業内

の賃金構造の変化にある。これによると、男性

では各規模で高卒・大卒とも中高年層の賃金が

抑制されたことが明らかである。結果として若

年層と中高年層との賃金格差は著しく縮小し

た。女性では各規模で高卒・大卒ともに若年層

の賃金上昇率が大きく、また大企業では大卒の

中高年層で、中小企業では高卒の中年層でも伸

びが比較的大きかった（表3―6）。

高賃金の抑制ということであれば、中高年層

の賃金の分散は縮小してよいように思われる。

しかし男性では大中規模で高卒賃金の分散は縮

小したが、大卒賃金の分散は拡大している。こ

こでは賃金が抑制される中で、高卒の賃金は上

位賃金（第9十分位数）がより大きく、大卒の

賃金は下位賃金（第1十分位数）がより大きく

抑制された。各規模とも中高年層では高卒の第

9十分位数は大卒の中位数（同じく中位数は第

1十分位数ないし第1四分位数）程度であるか

ら、男性上位賃金の抑制は、中高年層に限れば

むしろ中位の賃金の抑制であった(表3-7)。これ

は各企業で高齢化がすすみ、中高年層で非職階

(ないし下位職階)層の比率が上昇したからであ

る。大卒では役職者が過半数を占め、役職者の

賃金（上位の賃金）は非職階層（年齢計）の賃

金には及ばないがそれなりに上昇している。

しかし非職階層のうち中高年層の賃金はこの

階層では相対的に高いから伸びが小さかっ

た。高卒の役職者は少数派で、さらに役職者

比率が下がったから上位の賃金が抑制され

た。非職階層の賃金は大卒と異なって相対的

に低いからそれほど抑制されなかったと言え

るだろう（表3-8）。女性の場合は、とくに大

規模の大卒と中規模の高卒で分散の拡大が目

立っている。いずれも40歳までは全体とし

て賃金の伸びが比較的大きいが、45歳以上で

は標準労働者の数が限られているから、とくに

各歳ごとの賃金の伸びは必ずしも安定的ではな

い。
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（４）男女間賃金格差の縮小

男女間の賃金格差が縮小したことについて

は、次のような背景が考えられるだろう。一つ

は、男性では各規模を通じて上位の賃金が抑制

されたのに対して、女性では上位の賃金でも男

性の賃金との間でなお大きな格差があることで

ある。各産業・規模とも女性の第9十分位数は

男性の中位数程度でしかない。二つは、特に大

中規模で上・中位賃金の上昇率が比較的大きか

ったことについては、これらの企業を中心に高

学歴女性労働者が増加していて、その能力が正

当に評価されるにつれて賃金の高い上位の職位

に就く女性が増加していることである。各学歴

ごとに賃金の分散をみれば、高学歴者ほど大き

い。このことは高学歴者が増えれば、高賃金層

が増えることを意味する。例えば、男女間賃金

格差は、部長、課長、係長とい

った役職に就いている者とそう

でない者とでは明かに違いがあ

り、違いは上位賃金で著しい。

女性の役職者はなお少ないとは

いえ着実に増えているから、女

性がその能力を発揮するにつれ

て格差はさらに縮小するだろう

（表3-9-1,2）（注3）。三つは、あ

らゆる賃金階層について言えることであるが、

女性の勤続年数が延びていることである。企業

規模別・学歴別の男女間賃金格差の縮小と勤続

年数格差の縮小との間には相関関係がみられる

（図3-1）。

（５） 女性一般労働者とパートタイム労働者の

賃金格差の拡大

一般労働者で男女間の賃金格差が縮小する一

方で、女性の一般労働者とパートタイム労働者

の賃金格差は広がっている。「労働経済白書」

は、それぞれの賃金が必ずしも労働市場の実態

を反映していないとしながら、一般の賃金が下

方硬直的であるのに対してパートタイム労働者

の賃金は弾力的だとしている（注4）。時間当た

り所定内給与で比較して、この10年間を通じ

て全部の産業や規模でパートタイム労働者の賃

金上昇率は一般労働者の賃金上昇率を下回っ

た。さらにパートタイム労働者の賞与は著しく

減額されていて、現金給与総額で比較すると格

差は大きく拡大した（表3-10）。
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資料 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（注）規模別・学
歴別に縦軸は平均賃金、横軸は平均勤続年数のそれぞれ男女
間格差について、1990－2001年間の変化を％ポイント差で
示している。相関係数は全区分（16）では0.457、不規則な
３区分を除くと0.939である。

★図3-1 男女間賃金格差と勤続年数格差の相関



パートタイム労働者の所定内給与について、

特性値でみると、全体として上位の賃金の伸び

が相対的に小さい（注5）。このことは、パート

タイム労働者の増加が著しい卸売小売業やサー

ビス業、そしてとくに大企業で目立っている

（表3-11）。

賃金上昇率を一般労働者との間で比較する

と、大企業中心にパートタイム労働者の上位賃

金が抑制されている。下位賃金の上昇率は一般

労働者との間で大きな差はない。結果として卸

売小売業やサービス業では、パートタイム労働

者の賃金の分散は縮小している（注6）。★

（６） パートタイム労働者の年収

女性のパートタイム労働者には長期勤続者が

比較的多いから（注７）、その賃金は単に労働

市場要因だけでなく企業内でどう評価され、処

遇されるかによって左右されるはずである。

「パートタイム労働者総合実態調査」（95年）

によると80％の企業はパートタイム労働者の

昇給を実施しているから、勤続年数が延びれば

賃金は上がる。企業はパートタイム労働者の昇

給規準として、「能力の伸長」「仕事の困難度」

「業績」といった能力と仕事の要素を合わせた

規準を採用するケースが最も多く、次いで「経

験年数」、そして労働市場の動きを反映してい

るとみられる「地域の同じ職種のパートの賃金

相場」をあげる。一方「同じ職種の正社員の賃

金」をあげる企業は多くない。

90年代にパートタイム労働者が著しく増加

し、とくに男性は後半に増加が大きかった。男

女ともに勤続年数は長くなっているが、とくに

勤続年数の長い労働者が顕著に増えたとは言え

ない。しかし若年者では勤続0年が減って勤続

1-2年ないし3-4年が増えている（65歳以上も

同じ）。女性では目立った変化はない。注目す

べきことは、実態調査の結果にもかかわらずパ

ートタイム労働者の賃金は勤続年数との関係が

それほど強くないことである。勤続0年と5年

以上で比較して、男性の30-34歳と高齢者では

差が大きくなるが、若年者や女性で最も多い

45-49歳、50-54歳では大きな差がない（注8）。

長期勤続化によるパートタイム労働者の能力向

上はあったとしても一般の労働者ほどには評価

されていないと言えるだろう。

上位賃金の抑制については、パートタイム労

働者の仕事がなお限定されて

いることに加えて、103万円な

いし130万円の壁があるかも知

れない。さきの実態調査によ

ると、女性パートタイム労働

者のうち年収が非課税限度額

103万円を超えそうになったときの対応とし

て、「就労調整を考慮する」のは38％（90年調

査では30％）、もともと「限度を超えない」

（19％、90年調査では27％）と合わせると６割

弱になる。「関係なく働く」は26％にとどまる。

われわれは先に男性にパートタイム労働者が増

加していること、とくに若年者で増加している

ことを明らかにした。いわゆるフリーター増加

の一つの形である。こうした層も含めてパート

タイム労働者の年収は平均的にどの程度になる

だろうか。時間当たり所定内給与、1日の所定

内時間、1月の実労働日数、年間賞与額から計

算すると、男性20－24歳で112万円、25－29

歳で159万円、高齢者は勤続年数も長く60－

64歳では177万円になる。フリーターは20歳

台中心だからその年収は平均的には110－160

万円程度である。女性の場合はどうか。最も多

い年齢層である50歳前後で120－130万円で、

ちょうど130万円の壁に当たる金額であり、就

労調整の可能性はあると考えられる。
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（７）パートタイム労働者の賃金と最低賃金

パートタイム労働者の賃金決定に際して、

「地域・産業別最低賃金の改定」をあげる企業

はそれほど多くない。実際に地域別最低賃金は

どれだけパートタイム労働者の賃金に影響した

だろうか。最低賃金は中央最低賃金審議会の審

議によって、主として低賃金労働者の賃金実態

をもとに改定されてきた(注9)。賃金水準の低

い製造業のパートタイム労働者の平均賃金と最

低賃金との相関関係は、90年と比較して2001

年で必ずしも高くなっていない。パートタイム

労働者の賃金と最低賃金との差はむしろ拡大し

ているが、両者の相対比率は、10人以上規模

の賃金に対して75.9から78.2、5-9人規模の賃

金に対して81.3から82.6と若干縮小している

（表3-12）。最低賃金が低賃金の下支えの役割を

果たしているとしても、パートタイム労働者の

賃金を引き上げるほどの積極的な役割を果たし

ているとは言えないだろう。このことは小規模

企業の実際の賃金上昇を基礎資料として行なわ

れてきた最低賃金の改定からも予想できること

であった。

★

（８）低賃金労働者の所在の変化

若年者の減少と高齢者の増加は、低賃金層の

所在を変化させている。地域別最低賃金額が

2001年現在時間額で600－700円であることを

考慮して、これに近い賃金として一般労働者に

ついては月額12万円未満（注10）、パートタイ

ム労働者については時間額700円未満の賃金層

を取り出すと、一般労働者では、10人以上規

模で男性0.5％、女性3.3％、5―9人規模ではそ

れぞれ1.5％、7.4％である。パートタイム労働

者では、10人以上規模で12.1％、5―9人規模

で20.0％である。いずれも製造業と卸売小売業

ではこれを上回る。

次いで、低賃金労働者の多い女性労働者の所

定内給与の第1十分位数は141.2千円（2001年、

1992年は123.9千円）であるから、これを基準

に一般労働者については月額14万円未満、パ

ートタイム労働者については日額800円未満層

を取り出すと、一般労働者では10人以上規模

で男性1.3％、女性9.5％、5-9人規

模で男性3.2％、女性16.5％である。

パートタイム労働者では10人以上

規模では40％弱、5―9人規模では

50％弱が含まれる。いずれも製造

業と卸売小売業ではこれを上回る

（表3-13、3-14）。

★

92年（12万円、700円未満層）

と2001年を比較すると、一般労働

者について低賃金層の男女別年齢

別構成に変化がみられる。男女比

が92年当時は16対84であったの

が、2001年には25対75と男性の

占める割合が大きくなった（表3-
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15）。これは60年代半ばの男女比（23対77）

に近い。ただ低賃金層は、60年代半ばには男

女ともに20歳未満層が20％程度を占めていた

のに対して、この10年間で男女ともに中高年

層が多くを占めるようになり、とくに男性高齢

者の割合が大きくなった。これは一般労働者に

ついてみているが、低賃金労働者が多いパート

タイム労働者の年齢構成をみても、男性では若

年者（24歳以下）と高齢者（60歳以上）が7割

弱を占める。若年のパートタイム労働者と男性

高齢者が女性中高年層と低賃金層を構成する。

これが高齢化と若年者にパートタイム労働者が

増えたことの結果である。

★

第4章　労働時間の短縮と弾力化

（１） 労働時間の短縮

87年から段階的に週40時間労

働を目指す改正労働基準法が施

行され、労働時間は急速に短縮

へと向かった。そして90年代の

半ばまでには短縮の動きは一巡

したのであり、その後は一般労

働者もパートタイム労働者も労働時間はほとん

ど短縮していない。87年から93年までの時間

短縮の推移と所定内外別の寄与度は表4-1、表

4-2のようである。週40時間労働の普及は主と

して週休日の増加によったのであり、一般とパ

ートの別に労働時間の動きが分かる93年以降

はいずれも短縮の動きはない。

これからも明かなように、週休二日制を実施

する企業が急速に増え、完全週休二日制の適用

をうける労働者は30人以上規模企業で約6割に

及んでいる（表4―3）。

★

（２）労働時間の弾力化

改正労働基準法によって労働時間管理の弾力

化も図られ、変形労働時間制を採用する企業が

増加した。この制度を採用する企業の割合は、

1年単位変形制は中小企業で、1ヶ月

単位変形制とフレックスタイム制は

大企業で比較的大きい（注1）。みな

し労働時間制の採用企業は８％、適

用労働者は4％とそれほど多くない

（2001年）（表4―4）。

★

年次有給休暇の最低付与日数も改

正労働基準法によって増えたが、実

際の取得日数はほとんど変化がない。

取得率はむしろ低下している（表4―

5）。

週休二日制が普及したことで労働
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時間は確実に短縮した。これまで日本の労働時

間は、週休二日制の普及の遅れ、長い所定外労

働時間、年次有給休暇取得日数が少ないことで

諸外国に比較して長かった。所定外労働時間に

ついては、これを規制する行政指導が繰り返し

行なわれてきたが、景気動向もあって90年代

を通じて低水準で推移した。これで年次有給休

暇の取得率を除いて、問題はなくなったかにみ

える。事実、製造業の生産労働者の労働時間で

比較すると、日本の労働時間はアメリカの水準

をむしろ下回っている（日本は５人以上規模事

業所、パートタイム労働者を含む）（表4―6）。

（３）短時間労働者の増加と長時間労働者の存

在

「労働力調査」による実労働時間でみると、

男女ともに週労働時間が34時間以下の短時間

労働者が増えている。あらゆる年齢層で増えた

が、とくに20歳台以下の若年層と60歳以上の

高齢者で増加した。一方バブル期ほどではない

が長時間労働者も少なくない。週労働時間が

35時間以上の雇用者で週60時間以上就業して

いる者の占める割合は、卸売小売業（29.1％）、

運輸通信業（25.5％）、そして一部のサービス

業（対個人サービス業31 . 4％）で大きい

（2001年）。年齢別では、30歳台から40歳台前

半の就業者で24－25％に及んでいる。

厚生労働省は2001年8月に「労働時間短縮推

進計画」を閣議決定し、2005年までに年間労

働時間1800時間を達成、定着させるために年

次有給休暇の取得促進と所定外労働時間の削減

を重点に取り組んでいる。後者については、サ

ービス残業をなくす、休日労働を極力行なわな

いことを具体的な目標にしている。

（４）過労死の労災認定

労働時間が制度的に短縮されたにもかかわら

ず一部に長時間労働があることは、しばしば過

労死問題が報じられることでも明らかである。

これまでも長時間労働による過労がもとで死亡

する事例（自殺も含む）について労災の認定申

請が行なわれてきたが、近年過労死に関する訴

えや相談が少なくない（注2）。このため、厚生

労働省は過労死（自殺を含む）の労災認定に新

しい基準を設け、これまでは労災事故と認定さ

れることが難しかった事案についても認定する

ようになった（注3）。その結果、近年過労死の

労災認定が増えている（表4―7）。

★労災認定の申請事例として、事業再構築にと

もなう人員削減の結果、特定の個人の業務が過

重になったり、裁量労働制のもとで半年間に月

80時間を超える時間外労働があり、そのため

突然死した事例などが報じられている（注4）。

また死亡前２ヵ月半に月平均300時間を超える

長時間などで過労死した研修医の遺族が起した

損害賠償訴訟で、地裁が雇用者である病院に支

払いを求める判決を下した事例もある（注5）。

注

第1章

１．建設業を除く産業計でみて、離職率は90

年代に19歳以下と60歳以上で上昇した。60
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歳以上では若年層と異なって各規模とも一

般、パートタイムともに離職率は上昇している。

２．女性の離職率（産業計）は、一般労働者で

91年の19.0％から96年の15.9％まで低下し、

その後上昇して2000年には17.6％になった。

パートタイム労働者では91年の23.6％から

95年の20.9％まで低下し、その後上昇して

2000年には25.0％になった。

３．ここでの失業率は、前職のある離職者に限

られるから全体の失業率とは水準が異なる。

また雇用形態別、規模別失業率は離職時期も

限定されるから失業率は相対的なものとして

みなければならない。

４．労働白書98年版ｐ140。

５．労働経済白書2002年版ｐ79。

６．労働白書2000年版ｐ15。

第2章

１．労働経済白書2002年版ｐ25。

２．労働経済白書2002年版ｐ138。

３．このような傾向は最近も引き続いている。

厚生労働省の調査によると、2002年3月卒の

新規学卒者を採用する予定の企業割合は高校

卒、大学卒とも3割前後にとどまり、過去最

低である。

４．拙稿「職業教育―学卒者雇用との関連で」

帝京経済学研究第35巻第1号参照。

５．労働経済白書2002年版ｐ115。

６．経済産業省「我国の海外生産活動」。海外

生産の増加に伴う国内雇用への影響につい

て、製品輸入の大きい業種、とくに繊維や精

密機器では就業者数が大きく減少している

（労働経済白書2002年版ｐ128）。

７．通商白書91年版ｐ213、労働経済白書

2002年版ｐ128。

８．労働経済白書2002年版ｐ129。需要減退

に伴う過剰設備の解消とアジアなど海外への

生産移転、企業の枠を超えた事業統廃合によ

る生産集約によって、国内工場を閉鎖・休止

する上場企業が2001年11月時点で前年の約

3倍69社120工場を超えた（日本経済新聞

2001年11月26日）。労働省の95年調査でも、

国内生産量が減少した企業（31％）のうち

14％が工場閉鎖を行っている。とくに衣服・

その他の繊維製品製造業となめし皮同製品毛

皮製造業では国内生産減少企業（いずれも

40％）のうち30％の企業が工場閉鎖を行った。

９．労働経済白書2000年版参考ｐ32。

10．労働経済白書2002年版ｐ138。

11．日本経済新聞社の調査（回答企業805社）

によると、正社員の余剰感をあげた企業は

42.7％で、余剰感は製造部門、総務・経理部

門の順に高い。年齢別では50歳以上が圧倒

的に多い。2002年中に正社員を削減する計

画と回答した企業は30.9％で、前年までに削

減した企業（23.0％）を上回る予定。削減の

方法は、定年退職と採用抑制による自然減が

54.0％と多いが、希望退職の募集を計画する

企業が関連会社への出向や転籍を予定する企

業を上回る。とくに製造業では正社員の余剰

感をあげる企業が48.0％に達した。回答企業

の6割はワークシェアリングを実施する考え

はないとしており、失業率がさらに高まる可

能性もある。再就職を支援する企業が64.3％

と高い（日本経済新聞2002年2月26日）。

12．労働経済白書2002年版ｐ20。

13．労働白書98年版ｐ117。

14．開業率は90年代に低下傾向で推移し、廃

業率は末期に上昇した。とくに製造業では廃

業率が開業率を大きく上回った。三次産業、

とくにサービス業では開業率が廃業率を上回

った（労働経済白書2002年版ｐ203）。

15．男性のサービス職は44％と低い（2000年）。

就業構造基本調査（97年）によると、同一

職種間移動は男性の技能職（66.0％）、専門

技術職（55.7％）、女性の事務職（58.0％）、

技能職（52.2％）、専門技術職（49.3）で高

い。
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16．90年代の半ば以降、45-59歳の開業率が企

業都合離職者を中心に増えている（労働経済

白書2002年版ｐ208）。

17．20-29歳の占める割合は、女性雇用者全体

では29.4％であるが、専門技術職36.9％、事

務職39.2％、運輸通信職34.0％で高い。30-

39歳は全体では18 .1％で、専門技術職

26.0％（教員31.3％）、事務職19.4％で高い。

一方40-49歳は全体では25.7％で、技能職

31.5％、運輸通信職28.5％で高く、50-59歳

は全体で17.3％、技能職28.1％、サービス職

23.0で高い。なお専門技術職については、と

くに入職者に占める学卒者の割合が高い。就

業構造基本調査（97年）によると男性は

46.1％、女性は34.7％である（労働経済白書

2002年版ｐ226）。

18．社会保障・人口問題研究所「結婚と出産

に関する全国調査」（97年）。

19．労働経済白書2002年版ｐ71。

20．労働白書2000年版ｐ150。

第3章

１．労働経済白書2002年版ｐ41。

２．連合は1月９日第1回の拡大戦術委員会で、

ベースアップの統一要求を見送り、雇用確保

を最優先する闘争方針を確認した。傘下組合

には、各労組が経営側に解雇者を出さないこ

とを約束させる「雇用維持協定」の締結に全

力をあげるよう求めている。日経連はベア見

送りにとどまらず、定期昇給の凍結・見直し

にも踏み込む構えを見せている。経営側は賃

金カットや希望退職を打ち出している（日本

経済新聞2002年1月10日）。雇用維持協定に

ついては、労働組合の間でも協定の効力に疑

問を抱くとともに、協定を結んだことで安易

に賃下げを求める経営者が出かねないと懐疑

的だ（日本経済新聞2002年2月7日夕刊）。

３．女性雇用管理基本調査（2000年）によっ

ても、女性管理職をもつ企業の割合は、部長、

課長相当職で各規模とも着実に増えている。

また管理職に占める女性の割合もなお低いも

のの上昇している。

４．労働経済白書2002年版ｐ133。

５．90年代の前半は上位賃金と下位賃金の上

昇率に差はない。後半になって両者の差が著

しい。

６．十分位分散係数、四分位分散係数ともに、

製造業では大中規模を除いて、卸売小売業、

サービス業では各規模とも縮小している。

７．勤続5年以上は全体で36％、45―49歳で

42％、55―54歳で56％を占める（2001年）。

８．勤続0年の年収を100として勤続5年以上

（一般は5-9年）の年収は、男性20-24歳

109(一般131)、25-29歳109(135)、30-34歳

132(142)、60-64歳134(136)、女性45-49歳

119(147)、50-54歳117(141)である。

９．90―2001年間のパートタイム労働者の賃

金上昇率は10人以上規模で30.4％、5-9人規

模で32.1％であり、最低賃金の上昇率は

34.1％であった。

10．常用労働者の月間平均所定内労働時間は

167時間（賃金構造基本統計調査2001年）

であるから時間給を700円とすると平均所定

内給与月額は116.9千円になる。

第4章

１．フレックスタイム制を導入した企業の一部

で、満足のゆく顧客サービスができないとい

う理由でこれを休止する企業もある（日本経

済新聞2002年1月16日）。

２．日本経済新聞2002年6月6日。

３．2001年12月、勤務状態との因果関係を判

断する期間を原則1週間から発症前６ヵ月に

拡大、疲労の蓄積の要因となる残業時間の目

安を発症前１ヵ月間に100時間以上あるいは

月平均80時間以上と明示する。

４．日本経済新聞2002年1月16日。

５．日本経済新聞2002年2月26日。
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