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要約要約要約要約 

本稿では、近年増加するワーキングプアの対策として最低賃金の引き上げが有効かを検討

する。これまで最低賃金が貧困対策としての有効性の議論は数多くなされてきた。研究の先

駆けとなった Card and Krueger （1992）は米国データに基づき、最低賃金には雇用喪失効

果はなく、むしろ雇用両を増大させることを示した。一方で Neumark and Wascher(1992)は

雇用量に負の影響を与えることを示すなど、最低賃金の雇用に与える影響を論じるのは難し

い（堀・坂口 2005）とされている。日本のデータを用いた研究としては、Kawaguchi and Mori

（2007）は最低賃金水準で働く労働者の大半は世帯収入が一定水準以上である世帯の世帯員

であることから、最低賃金制度そのものは貧困対策として有効とは言えないとしている。本

稿では、最低賃金の影響を受けやすいワーキングプアに注目して、その解消に対する最低賃

金の有効性を失業率への影響と共に検証した。とくに労働者を男女別・正規非正規別に分け

検証したのが、本分析の特長である。 

本章の構成は以下のとおりである。まず第一章では、近年増加しているワーキングプアの

現状について定義するとともに早急に解決する必要性を示した。またワーキングプアに陥る

かという点では、雇用形態と最低賃金制度の存在が大きい。そのため、非正規雇用の現状も

踏まえ、現行の最低賃金制度がどのように運用されているかに言及した。 

第二章では、最低賃金が有効な貧困対策となりうるかについて議論している先行研究を紹

介する。米国を始めとする海外では、最低賃金に関する実証研究が進んでいるが、制度の仕

組みの違いなど日本においてその研究成果を直に適用するのは適切とは言い難い。データ制

約により研究は海外と比較すれば進んでいないが、日本でもさまざまな実証研究が存在す

る。たとえば、橘木・浦川（2006）は、都道府県別のクロスセクションデータを用いて最低

賃金は雇用に影響を与えないことを示している。一方、Kambayashi, Kawaguchi and Yamada

（2009）や Kawaguchi and Yamada（2009）は最低賃金の引上げが若年男性と中年女性に対し

負の影響をもたらすとしている。また、Kawaguchi and Mori（2007）では最低賃金水準で働

く労働者の大半は貧困層ではなく、その貧困削減効果について疑問を投げかけている。 

第三章ではこれらの先行研究をもとに、最低賃金がワーキングプア削減および失業率に与

える影響に関する実証研究を行った。その結果、性別や雇用形態に関わらず最低賃金の引上

げはワーキングプア率を減少させる効果があることが得られた。一方、失業率に対する影響

は失業率を上げる恐れがあったが、一部の雇用形態については最低賃金の高さと失業率の高

さには相関は見られなかった。本分析から最低賃金引上げは望ましいという結論を得た。 

第四章では、分析結果を踏まえてワーキングプア解消のための政策提言を行った。引き上

げのシミュレーションの結果から、ワーキングプア解消のために全国平均で 379円の最低賃

金引き上げが必要であり、引き上げ後は全国平均 1037円にする必要がある。このことから、

民主党が掲げている全国平均 1000円というマニフェストは正しいことがわかった。 
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はじめにはじめにはじめにはじめに 

 日本で早い時期にワーキングプアに注目したのは研究者の後藤道夫である。ワーキングプ

アとはもともと米国国内で問題視されていたもので、この言葉が日本で一般に知れ渡る大き

なきっかけとなったのは 2006 年の NHK スペシャル「ワーキングプア―働いても働いても豊

かになれない」であろう。この言葉は貧困の多くは失業者にあるとしていた風潮に大きな衝

撃を与えた。 

「働いているのに生活が豊かにならない」この言葉に多くの若者が共感を得ていることを

示したのは 2008年に起こった、小林多喜二の「蟹工船」ブームである。出稼ぎ労働者を低

賃金で酷使し、資本家たちに搾取され続ける劣悪な労働環境を描いた同作は景気後退による

低賃金労働者の増加を象徴しているかのように、およそ 80 年の時を経て再び脚光を浴びる

ことになった。 

 ワーキングプアという言葉が急速に一般的になった裏には制度上の問題もある 2010 年現

在全国の最低賃金の平均は 730円で、この水準において一年間フルタイムで働いたとしても

年収 200 万円には遠く及ばないのが現状である。最低賃金の決め方に関しては、2007 年の

改正で①労働者の生計費、②類似の労働者の賃金、③通常の事業の賃金支払能力、以上の３

点を勘案して定めている。①に関しては生活保護水準との整合性を図るためのものである

が、都道府県によっては生活保護水準との逆転現象が起きている場合もある。そこで民主党

が衆院選のマニフェストに掲げた「早期に全国最低 800円、2020 年までに全国平均 1000円」

を基に、本年度の中央最低賃金審議会小委員会において全国平均 15円の底上げを行い、逆

転現象が起きていた１２の都道府県のうち４つが解消される見通しとなった。しかし労働組

合側は全国一律 1000円の実現を訴えている。これに対し経営側の多くは賃金を上げる余裕

はなく、現状を無視した政策であるとの見解を示している。 

 では、政府はなぜ最低賃金の引き上げに積極的なのか。生活水準の底上げには多額の財源

が必要であり、日本の財政状況も考えると安部（2010）は「最低賃金の引き上げは政府の財

源が全くいらないわけだから、これが有効な結果を生み出すならばきわめてありがたい政策

ということになる」と述べている。 

 そこで本稿では、政府にとって実行しやすい政策がワーキングプア対策として有効である

か検証を行うことにした。Kawaguchi and Mori（2007）では最低賃金の影響を受ける労働者

の多くは年収 500万円以上の世帯の世帯員であるとし、最低賃金制度が貧困対策として有効

であるとは言えないとしている。しかし、現在の最低賃金制度の多大な影響を受けると想定

されるワーキングプア、とくに男性非正規に関してこの制度の有効性は示されていない。ま

た、最低賃金が雇用に与える影響に関しても明確な結論が出ているとは言い難いため、その

点に関しても改めて検証を行うことにした。 

 本章では、最低賃金制度のワーキングプア解消への有効性を検討した上、ワーキングプア

対策として望ましい最低賃金のあり方に関しての提言を行う。 
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第一章第一章第一章第一章    現状・問題意識現状・問題意識現状・問題意識現状・問題意識 

近年日本ではワーキングプアの問題、いわゆる「働いても働いて豊かになれない貧困であ

る人たち」の問題が様々なメディアで取りあげられ話題となっている。ワーキングプアが社

会全体の問題として広く注目を集めるようになった背景には、いくつかの理由が考えられる

が、大きな要因の一部としては、ワーキングプアとみなせる低所得層が実際に拡大の傾向に

あるといった非正規雇用の急激な増加、低賃金という点ではなかろうか。本章ではまず第一

節にワーキングプア定義および現状について記したうえで、第二節および第三節ではワーキ

ングプアの主な要因である非正規雇用と低賃金と関係の強い最低賃金について述べ、本稿の

問題意識とする。 

 
 
第一節 ワーキングプアとは 

 本節では、ワーキングプアの定義および現状を述べる。 

近年日本においても「ワーキングプア」という用語が用いられるようになったが、明確な

定義はされておらず、また政府も明確な定義はしていないのが現状である。さまざまな先行

論文では「働く貧困層」と書かれている。本稿では、正社員として、あるいはフルタイムで

働いている非正規社員が生活保護基準以下の収入しか得られない人たちのこととする。 
なぜ生活保護基準額以下の年収にする必要があるのか。生活保護基準が「憲法 25条が保

証する健康で文化的な最低限度の生活水準」を保障している。具体的な数値としては、2008

年度生活扶助基準による東京都区内の標準世帯３人世帯（33 歳、29 歳、4 歳）の支給金額

は月額 16万 7170円と提示されている。この額は年額にすると約 200万円であり、これを参

考指標として本稿では年収 200 万円以下の年収しか得られない労働者のことをワーキング

プアとする。 

厚生労働省平成 14年、平成 19年「就業構造基本調査」による年収 200万円以下の正規男

性社員・非正規男性社員と正規女性社員・非正規女性社員の割合を年齢別に比較した推移を

表したものが下の２図である。 
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正規・非正規別、年齢階級別ワーキングプア率（男性）

 

出所：厚生労働省「就業構造基本調査」をもとに

：正規・非正規別、年齢階級別ワーキングプア率（女性）
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社員に関しては、非正規女性社員と比べるとやや低くなっているものの、やはり正規社員と

比較すると結果は歴然としている。 

 次に、厚生労働省平成 17 年から５年間での「賃金構造基本調査」による非正規社員に対

するワーキングプア率の推移を表したのが下の図である。なお、下図は 24 歳までの若年層

で月給 160万円未満の非正規労働者を対象にまとめたものである。 

 

図：年別・男女別若年層ワーキングプア率（非正規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：厚生労働省「賃金構造基本調査」をもとに筆者作成 

 

 

 上記からわかることは、平成 20 年まではやや減少傾向にあったものの平成 21 年で再び増

加している。とはいうもののワーキングプア率はほぼ横ばいであり、男性は 40%、非正規女

性は 50%程度とどちらも高い割合でワーキングプアである。上記３つの図からワーキングプ

アと非正規雇用は強い関係性を持っており、ワーキングプアを取り上げるうえで非正規雇用

は非常に重要である。 

 ここで、生活保護の受給状況について述べる。厚生労働省の「社会福祉行政業務報告例」

によると、生活保護は、高齢者世帯、母子世帯、世帯主や世帯員に傷病者・障害者がいる世

帯で全体の受給世帯のおよそ９割を占めており、2005年には受給世帯が100万世帯を突破し

た。とくに母子世帯に低所得層が多く、世帯保護率は約15％に達している。そして、その他

の一般世帯の保護受給世帯数についてみると、1996年の４万世帯から2006年には９万世帯に

なるなど、この10年間で倍増している。すなわち、就労が可能な年齢層においても、最低生

活費を下回る収入しか得られない人たちがじわじわと増加している。ただし、就労世代にお

いては、生活保護受給の捕捉率（生活保護の受給資格を有している世帯のなかで、実際に生

活保護を受給している世帯の割合）は非常に低いことが、駒村(2003)においても指摘されて

おり、過去の研究から就労世代において少なくとも90万世帯以上の「ワーキングプア世帯」

が存在していると考えられる。 
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第二節 非正規雇用 
 

前節では、ワーキングプアの定義および現状を述べたうえで、ワーキングプアと非正規雇

用が密接な関係を持っているということを述べた。そのうえで、本節では非正規雇用に着目

する。非正規雇用者の特徴としてどのようなことが言えるのか。ここでは現在の非正規雇用

の概要や状況について見ていく。 

まず非正規雇用とはパート・アルバイト、派遣社員、契約社員などの事を主に指し、ほかにも嘱

託社員や出向社員といったものがある。正規雇用と対比した場合、両者の違いは労働契約に期間

の定めが在るかどうかということが最も大きな違いとされる。しかし実際には非正規雇用でも期間の

定めのない契約を結ぶ場合もあるので、フルタイムで働く正規社員との対比の意味で区別されるこ

ともある。雇用関係に注目した場合、直接雇用か間接雇用かで分けることもある。このように正規雇

用と非正規雇用の分類にはさまざま種類があるが、フルタイムで働き期間の定めのない労働契約

を結ぶものを正規雇用として、それ以外を非正規雇用として本稿では扱うことにする。 

 ４半期ごとに発表されている総務省統計局の「労働力調査 長期時系列データ」による非正規雇

用の概要は下図を参照する。 

 

図：非正規雇用全体の概要 

 

正規雇用者 非正規雇用者

人数 ３３３９万人 １７４３万人

所得平均 ３１万円 ２２万２千円

最も多い年代 ２５～３４歳 １５～２４歳

多い性別 男性 女性

年収２００万円

以下の割合
12.8% 76.5%

 

                出所：総務省統計局「労働力調査」をもとに筆者作成 

 

 

平成22年４～６月期は役員を除く雇用者は5083万人であり、そのうち正規雇用は3339万人、

非正規雇用は1743万人となっているので、労働者の3分の1は非正規雇用として働いているこ

とになる。所得格差については総務省統計局の「平成21年度賃金構造基本統計調査（全国）」

によると正規雇用者は31万円に対して非正規雇用者は１９万５千円と正規雇用者の63％の

水準である。男性の非正規雇用者は２２万２千円、女子の場合は１７万２千円であった。同

じく「平成21年度労働力調査」によると年収200万以下の人は正規雇用者で12.8％であるの

に対し非正規雇用者は76.5％であることが分かっている。非正規雇用者と正規雇用者に大き

な所得格差が存在しており、非正規雇用者の大半はワーキングプアの所得水準に収まるとい

うことが言える。（上図）。ワーキングプアについて論じる場合には非正規雇用について無視

することはできないのである。 

 



 

 

主な非正規の雇用形態の概要は以下のとおりである。

 

アルバイト・パートタイム労働者

 アルバイト及びパートタイム労働者は

（通称パートタイム労働法）

用される通常の労働者の１週間の所定労働時間に比べて短い労働者」が該当する。法律上で

は契約期間や労働内容でなく、労働時間のみによって区別されている。またアルバイトとパ

ートには厳密な区別もなく実際もされていないことが多い。

よると、平成22年４～６月のパート・アルバイト労働者は

働者の権利保護と地位向上・

法が平成20年に改正された 

派遣社員 

 派遣社員とは派遣元企業と労働契約を結び、派遣先企業で指揮命令を受けて働く形態であ

る。総務省統計局「労働力調査」によると

また、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると

下であり、正規雇用とは大きな隔たりが存在している。

契約社員 

 契約社員は労働契約の契約

調査」によると平成22年４～６

  

非正規雇用者の現状 

次に、雇用形態数の雇用数の動向をみる。

が下図である。 

 

図
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主な非正規の雇用形態の概要は以下のとおりである。 

タイム労働者 

アルバイト及びパートタイム労働者は 「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」

（通称パートタイム労働法）の定義によると、「１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇

用される通常の労働者の１週間の所定労働時間に比べて短い労働者」が該当する。法律上で

は契約期間や労働内容でなく、労働時間のみによって区別されている。またアルバイトとパ

ートには厳密な区別もなく実際もされていないことが多い。総務省統計局「労働力調査」に

月のパート・アルバイト労働者は1184万人である。パートタイム労

・正規雇用への転換の促進の新たな改正としてパートタイム労働

 

業と労働契約を結び、派遣先企業で指揮命令を受けて働く形態であ

総務省統計局「労働力調査」によると平成22年４～６月の派遣労働者は

また、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると派遣労働者の83.3％が年収

下であり、正規雇用とは大きな隔たりが存在している。 

契約期間の定めのある労働者のことを指す。総務省統計局「労働力

４～６月の契約社員は332万人である。 

次に、雇用形態数の雇用数の動向をみる。正規雇用者と非正規雇用者の推移を表したもの

図：正規雇用者と非正規雇用者の推移 

出所：総務省統計局「労働力調査」をもとに筆者

th – 12th    Dec. 2010 

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」

週間の所定労働時間が同一の事業所に雇

用される通常の労働者の１週間の所定労働時間に比べて短い労働者」が該当する。法律上で

は契約期間や労働内容でなく、労働時間のみによって区別されている。またアルバイトとパ

総務省統計局「労働力調査」に

万人である。パートタイム労

パートタイム労働

業と労働契約を結び、派遣先企業で指揮命令を受けて働く形態であ

月の派遣労働者は90万人である。

％が年収300万円以

総務省統計局「労働力

正規雇用者と非正規雇用者の推移を表したもの

 

出所：総務省統計局「労働力調査」をもとに筆者作成 



 

非正規雇用者は正規雇用者に比較して急激なペースで年々増加していることが分かる。非

正規雇用者は 604 万人から平成

雇用者は約 3500万人前後を推移しており、特に平成

次に、役員を除く雇用者全体に対する非正規雇用者が占める割合の推移をグラフにした

ものが下図である。 

図：役員を除く雇用者全体に対する非正規雇用者が占める割合の推移

     

 昭和５９年は１５.３％であった

 総務省統計局平成 19年「労働力調査」によるパート社員、アルバイト、派遣社員、契約

社員、その他社員の推移を表したのが下図である。

 

図：パート社員、アルバイト、派遣社員、契約社員、その他社員の推移
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非正規雇用者は正規雇用者に比較して急激なペースで年々増加していることが分かる。非

万人から平成 22年には 1743 万人へと３倍に増加しているのに対し、正規

万人前後を推移しており、特に平成 10年頃からは減少している。

役員を除く雇用者全体に対する非正規雇用者が占める割合の推移をグラフにした

役員を除く雇用者全体に対する非正規雇用者が占める割合の推移

出所：総務省統計局 「労働力調査」をもとに筆者

３％であったが直近データでは３４．３％を占めるようになって

年「労働力調査」によるパート社員、アルバイト、派遣社員、契約

社員、その他社員の推移を表したのが下図である。 

パート社員、アルバイト、派遣社員、契約社員、その他社員の推移

 

出所：総務省統計局「労働力調査」をもとに筆者

th – 12th    Dec. 2010 

 

非正規雇用者は正規雇用者に比較して急激なペースで年々増加していることが分かる。非

万人へと３倍に増加しているのに対し、正規

年頃からは減少している。 

役員を除く雇用者全体に対する非正規雇用者が占める割合の推移をグラフにした

役員を除く雇用者全体に対する非正規雇用者が占める割合の推移 

 

「労働力調査」をもとに筆者作成 

が直近データでは３４．３％を占めるようになっている。 

年「労働力調査」によるパート社員、アルバイト、派遣社員、契約

パート社員、アルバイト、派遣社員、契約社員、その他社員の推移 

出所：総務省統計局「労働力調査」をもとに筆者作成 



 

上記の図および平成20年厚生労働白書によると、非正規社員の人数は

2002年には1451万人、2007には

まで増加した。昭和59年から平成

いたが、その後は増減を繰り返し現在はパート・アルバイト合計人数で

在している。一方で、派遣労働者・契約社員は大幅に増加し、合計人数ではアルバイトを超

えた。しかし、直近である平成

さらに詳しい調査がなされた「平成

性の約45%が非正規雇用である。男性の

働いているが、女性は25歳から

が減っていく傾向となっている。

である。 

 

 

出所：総務省統計局

これから非正規雇用者率は

かる。若い世代や学生の間は非正規雇用が多く、２５歳から定年まで正規雇用者として働き、

定年後にはまた非正規で働く人が多くなる

最後に、雇用形態別の賃金階級を比較する。総務省統計局平成

ると、正規社員は年収 300万円を超える者の割合が高いが、非正規社員は年収

の者が 50%を超えている。また、厚生労働省平成

規社員は正規社員と比較して、

しか届かない現状となっている。
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年厚生労働白書によると、非正規社員の人数は1997

には1732万人にまで増加し、うちパートは2007

年から平成13年の間でアルバイト・パートの増加が約３倍弱に増え

いたが、その後は増減を繰り返し現在はパート・アルバイト合計人数で１２００万人近く存

一方で、派遣労働者・契約社員は大幅に増加し、合計人数ではアルバイトを超

えた。しかし、直近である平成21年では減少した。 

がなされた「平成19年 就業構造基本調査」によると男性の約

が非正規雇用である。男性の30歳から60歳までの間は90%近くが正規の社員として

歳から29歳までの60%をピークに年代が過ぎるほど正規雇用の割合

が減っていく傾向となっている。また、下図は年齢別階級での非正規雇用者割合を表した図

図：年齢階級別での非正規雇用者割合 

出所：総務省統計局 「労働力調査」「労働力特別調査」をもとに筆者

これから非正規雇用者率は２５～３４歳を谷の底として U 字型に推移していくことが分

かる。若い世代や学生の間は非正規雇用が多く、２５歳から定年まで正規雇用者として働き、

定年後にはまた非正規で働く人が多くなるといった現状である。 

最後に、雇用形態別の賃金階級を比較する。総務省統計局平成 19 年「労働力調査」によ

万円を超える者の割合が高いが、非正規社員は年収

を超えている。また、厚生労働省平成 19 年賃金構造基本統計調査によると非正

規社員は正規社員と比較して、2007 年６月現在の現金給与額は約 60%、特別年収は約

しか届かない現状となっている。 

th – 12th    Dec. 2010 

1997年には1152万人、

2007年には822万人に

アルバイト・パートの増加が約３倍弱に増えて

１２００万人近く存

一方で、派遣労働者・契約社員は大幅に増加し、合計人数ではアルバイトを超

就業構造基本調査」によると男性の約20％、女

近くが正規の社員として

をピークに年代が過ぎるほど正規雇用の割合

また、下図は年齢別階級での非正規雇用者割合を表した図

 

「労働力調査」「労働力特別調査」をもとに筆者作成 

 

字型に推移していくことが分

かる。若い世代や学生の間は非正規雇用が多く、２５歳から定年まで正規雇用者として働き、

年「労働力調査」によ

万円を超える者の割合が高いが、非正規社員は年収 200万円未満

年賃金構造基本統計調査によると非正

、特別年収は約 18%に
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上記の概要から、非正規雇用者が非常に多い状況であることに加え、正規雇用者と比較し

て非常に生活が苦しい状況である。果たしてなぜ非正規雇用という雇用形態で働いている労

働者が多いのか。企業側での理由と労働者側の理由と区別して述べる。 

厚生労働省の「就業形態の多様化に関する総合実態調査」によると、企業が派遣社員など非

正規雇用で雇う理由として賃金節約と労働力の流動性を確保するためという大きく二つの

理由が存在する。 

 一方で、労働者側の理由は、藤野（2010）の研究で行われたアンケートによると、男性や

契約社員のほうが正規雇用への転換を望み、女性やパートタイムでの勤務をしている人はあ

まり望んでいない傾向があることがわかる。つまり女性やパートで働いている人は非正規雇

用で満足しているが、男性（20～50代）は仕方なく非正規雇用で働いているケースが多い。

女性やパートで働く人が積極的に非正規雇用を希望する理由には、希望の労働日数、時間で

働けることや、専門的な資格、技能を生かせるといったものが存在する。しかし２０～５０

代の男性では、正規社員になりたかったがなれずに仕方なく非正規で働いているという消極

的な理由が最も多い。正規雇用を望む理由としては雇用が不安定であることと収入が不足し

ているという二つが特に多かった。 

 

 
第三節 最低賃金制度 
 

 本節ではワーキングプアと呼ばれる低賃金層にかかわる制度として最低賃金を紹介する。

最低賃金制度の特徴としてどのようなことが言えるのか。本節では、最低賃金制度の概要や

状況について記していく。 

 

最低賃金制度とは 

 日本において最低賃金制度とは、「最低賃金法」として国によって法律で定められている。

同法は、憲法第 25条に基づき「賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又

は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働

者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経

済の健全な発展に寄与することを目的」（最低賃金法第一章）としている。 

 

図：平成 21 年度地域別最低賃金改定状況(円/ｈ) 

北海道 678 青 森 633 岩 手 631 宮 城 662 

秋 田 632 山 形 631 福 島 644 茨 城 678 

栃 木 685 群 馬 676 埼 玉 735 千 葉 728 

東 京 791 神奈川 789 新 潟※ 669 富 山 679 

石 川 674 福 井 671 山 梨 677 長 野 681 

岐 阜※ 696 静 岡 713 愛 知 732 三 重 702 

滋 賀 693 京 都 729 大 阪 762 兵 庫 721 

奈 良 679 和歌山 674 鳥 取 630 島 根 630 

岡 山 670 広 島 692 山 口 669 徳 島 633 

香 川 652 愛 媛 632 高 知 631 福 岡 680 

佐 賀 629 長 崎 629 熊 本 630 大 分 631 

宮 崎 629 鹿児島 630   沖 縄 629 全国平均 713 

※新潟県と岐阜県は平成 21 年度の改定を行わなかったため、平成 20年度の金額である。 

出所：厚生労働省『地域別最低賃金の全国一覧』をもとに筆者作成 
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 最低賃金法には、地域別最低賃金と特定最低賃金が設定されている。特定最低賃金は地域

別最低賃金に優先されるものであり、251 の最低賃金が設定されている。その中には設定さ

れている産業とされていない産業があり、設定されている産業の場合は特定最低賃金が適用

され、設定されていない産業には地域別最低賃金が適用される。地域別は 47、各都道府県

で設定されている。2010 年現在での日本の最低賃金額では、最高額が東京都の 791 円、最

低額が佐賀県・長崎県・宮崎県・沖縄県の 629円となっている。 

 地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会が目安として定めた引上げ額を参考に各地方最低

賃金審議会において審議のうえ、最終的に各都道府県労働局長が決定するという仕組みにな

っている。最低賃金は、労働者の生活費・一般的な企業の賃金支払い能力・類似の労働者の

賃金などを考慮して定めなければならないとされ、ほぼ毎年改定されている。 

 最低賃金制度の目的として、三点から成り立っている。 

 第一に低賃金労働者の保護（苦汁労働者の防止）である。この目的は、最低賃金制の第一

義的目的であって、日本だけでなくいずれの国においてもこの目的が最も比重が大きい。ま

た、最低賃金制の実施で労働条件が改善されることによって労働者の生活の安定が図られ労

働能力の有効な発揮を可能とし、労働力の質の向上が期待されている。さらに、長期的にみ

ることで、後世代の教育の充実などによって良質労働力を生み出す基礎となる可能性を考え

ると、この目的は非常に重要である。 

 第二に、公正競争の確保である。最低賃金制は、原則として賃金の最低限を規制するにと

どまり、企業間の賃金水準を同一にする効果をもつものではないが、最低賃金を下回る額へ

の賃金切り下げができないことで、各企業間の競争条件に一定の限界を設けることになる。

このような公正競争の確保によって、最低賃金制は、経済産業政策面での効果が期待されて

いる。 

第三に、労使関係の安定の促進である。仲裁方式をとることによって労働争議を調整し労

使関係の安定を確保する効果を期待している。また、劣悪の労働条件を改善することによっ

て労使間の紛争を防止し社会的対立回避産業の発展を実現する要素にもなっている。 

 

最低賃金制度の現状 

最低賃金制度は1959年に制定されたが、直近では2007年に最低賃金法が改正された。2007 

年の法改正の重要なポイントは、 地域別最低賃金について最低賃金法第 9 条で「労働者の

生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができ

るよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする｣とされたことである｡これは

厚生労働省（2005）における｢最低賃金制度のあり方に関する研究会報告書｣で, 特に 18～

19 歳単身者の最低賃金の水準が生活保護支給額を下回る地域があるとされ, 健康で文化的

な最低限度の生計費の保障という観点や、 モラル・ハザードの観点から問題があるという

議論を踏まえたものである｡ 

2009 年度中央最低賃金審議会は最低賃金が生活保護の給付水準を上回っている 35 県に

ついては現行水準の維持を基本とし、引き上げを見送ることが提案された｡しかし、新潟と

岐阜を除き、各地で最低賃金が引き上げられた｡また生活保護額を下回るとされる 12 都道

府県でも東京など目安を上回って最低賃金が決められている｡昨年と一昨年も全国平均で

16 円と 14 円の引き上げがなされており、ここのところ状況は一変している｡今後、生活保

護給付額を最低限の目安とし、いかに雇用への影響に配慮しつつ最低賃金を決めるかが課題

である｡ 

 また、2009 年時の民主党マニフェストによると、最低賃金による具体策として 2 点挙げ

ている。第一に、全国一律最低賃金の導入（約 800円を想定）である。地域別では格差を生

むといったことや、世界において特異で後進的なものであることから主張している。第二に、

最低賃金水準の大幅な引き上げ（全国平均 1000円を目指す）である。引き上げを主張する

根拠に関して、国際的に見て低すぎるという外面的なものである。 
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では、最低賃金制度水準で働いている労働者はどのような特徴があるのか。以下は、労働

政策研究・研修機構『労働統計データベース』(2008)より読み取れることを性別・年齢・学

歴・地域・企業規模別に筆者がまとめたものである。 

 

性別 

2008年では、男性労働者の所定内給与額は月給約 333千円であるのに対し、女性は約 226

千円であり、女性は男性の約 2/3の給与である。 

年齢 

主に若年層が最低賃金労働者である割合が高い。2008年では、15歳～19歳層では月給約

168千円、20～24 歳層では 197千円であり、ワーキングプア対象者である。 

 

学歴 

主に中卒・高卒労働者が最低賃金労働者である割合が高い。2008 年では中卒労働者が月

給約 273 万円、高卒は約 297万円であるが、大卒は約 400万円であり、3/4の差が生じてい

る。 

 

地域 

地方部で働く労働者は都市部で働く労働者と比較して最大約 160 千円もの給与の差があ

ることが分かる。地方部で働く労働者の方が最低賃金労働者である割合が高い。 

 

企業規模 

2008年では中小企業労働者が月給約 292千円で大企業労働者は 356千円である。中小企

業の労働者は大企業労働者の 3/4 程度の給与であり、中小企業の方が、最低賃金労働者割合

が高い。 

 

 

第四節  問題意識 

 

 上記三節から、ワーキングプアの現状と、その主な要因である非正規雇用と最低賃金につ

いて概要を述べた。ワーキングプアは明確な定義はされておらず、問題の解決となるような

政策も存在していない。そのため有効な対策となりうる政策を検討する必要がある。また、

根本的な原因として非正規雇用の増加や最低賃金が生活保護との整合性をとれていない点

などが挙げられる。そのため、現行の最低賃金制度がワーキングプア対策として有効である

かどうか、また今後どのような方向で政策を実行していくべきかについて検討する必要があ

るだろう。 
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第二章第二章第二章第二章    先行研究及び本稿の位置付け先行研究及び本稿の位置付け先行研究及び本稿の位置付け先行研究及び本稿の位置付け 

最低賃金が雇用に与える影響について、労働コストの上昇に対応して企業は雇用量の調整

を行う。多くの経済学者は最低賃金の上昇は、雇用量の減少につながるとしていた。一方で

近年、米国を中心に「短期的には雇用量は減少しない」とする実証研究が発表されてきた。

これに対し、堀・坂口（2005）は想定するモデルにより最低賃金の影響は変化するとし、最

低賃金が雇用に負の影響を与える完全競争モデル、雇用量に正の影響を与える需要独占モデ

ル、完全競争モデルの拡張である二部門モデルについて以下のように述べている。 

 

第一節 最低賃金が労働市場に与える影響の理論モデル 
 

第一項 完全競争モデル・二部門間モデル 
 

完全競争的な労働市場では市場に参加している労働者と企業は同質で多数であると仮定

される。最低賃金引き上げによる雇用量への影響は①労働と資本の代替効果、②生産量の減

少に伴う雇用量の減少が考えられる。①については、労働コストが増加することで、相対的

に安くなった資本で置き換えるというものである。②については、労働コストの上昇で、企

業は上昇分を生産物価格に転嫁し、利潤を最大化する最適生産量は減少し、必要な労働投入

量も減少するというものである。最低賃金が均衡賃金より高く設定された場合、代替と生産

量縮小の効果を組み合わせた分の労働需要が減少する。一方で賃金の上昇により労働供給は

増加するため、超過供給が生じ、その量だけ失業者が生まれてしまうのである。 

米国の最低賃金制度は全雇用主に対して最低賃金以上の賃金を払うことを義務づけてい

るわけではないため、Welch(1976)は①最低賃金が適用されている部門と②適用されていな

い部門の二つを想定したモデルを示している。 

①については、完全競争モデル同様、最低賃金が均衡賃金より高く設定された場合超過供

給が生じるが、ここではその雇用量の一部が②非適用部門へ移動することにより労働供給曲

線を右にシフトさせる。その結果、全体の雇用量減少は是正されるが、労働者の間の賃金格

差は広がることとなる。また、Mincer(1976)と Gramlish(1976)はこのモデルに失業を加え

たモデルも想定している。非適用部門に移動すれば職に就ける場合でも、賃金低下の恐れが

あるので適用部門にとどまる労働者がいるというものである。適用部門における労働需要が

賃金に対して非弾力的な場合、最低賃金引上げは非適用部門の賃金を上昇させ、失業率も増

加させる結果となるとしている。 

 

第二項 労働の需要独占モデル・問題点 
 

完全競争モデルでは最低賃金が均衡賃金より高く設定された場合、雇用が減少することが

示されたが、企業が労働の需要を独占するような場合はそうではない。このようなケースで

は労働者の賃金を企業がコントロールできるため、企業は市場メカニズムではなく賃金に応

じて労働量を増減することが可能である。その際の賃金と雇用量の関係は労働者の供給行動

による制約を受ける。縦軸に労働者の賃金、横軸に雇用量をとった下図より、w(L)を賃金、
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MCLを労働の限界費用、MRPを労働の限界生産物とする。最低賃金が w*以下に設定される場

合、点 Aにおいて賃金と雇用が決まる。最低賃金が w*から w’の範囲にある場合、w(L)上の

点で決まる。最低賃金が w’以上の場合、企業は MRP上の雇用量を減らしていく。よって w(L)

と MRPの交点 Bが最低賃金が設定されているときの最大の雇用量となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堀・坂口（2005）より抜粋 

 

労働力の需要を独占するような企業は市場に対して強い影響力を持っていると言えるが、

最低賃金を提示する企業は小売りやレストランといった零細企業に多いため上記モデルで

の議論は難しい。そこで Card and Kruger(1995)は労働者の離職と採用もモデルに含めるこ

とで、市場に影響力の無い企業も独占力を有した状況を仮定できることを示している。この

モデルにより、人員規模が大きいほど、新たに人員を確保する採用コストは増加する。Katz 

and Kruger(1992)や Card and Kruger(1995)の実証結果は、人員規模が大きい店舗ほど高い

賃金を払っていることを示した上で、適度な最低賃金の上昇は雇用量の増加につながるとし

ている。 

また上記全てのモデルの問題として、労働者が同質であると仮定している点がある。本来

の労働者の技術水準には差があるため、熟練労働者の技術が非熟練労働者の技術で代替でき

ない場合、最低賃金の上昇により前者の雇用量は減少するが後者に関しては定かではない。

熟練労働者が非熟練労働者の代替となるのであれば、その雇用量は増加する。一方、補完的

な関係にある場合は雇用量の減少につながってしまうと考えられる。 

 

以上のように最低賃金の引上げは、必ずしも雇用に対し負の影響をもたらすとは言えな

い。そこで米国では Card(1992a,1992b)や Kats and Krueger(1992)などの実証研究が行われ

てきた。Card らはパネルデータを用いた分析により、最低賃金には雇用喪失効果がないと

したが、同様に Neumark and Wascher(1992)もパネルデータを用いて雇用量に負の影響を与

えることを示したのである。以上の分析は難点を有していて、最低賃金の雇用に与える影響

を論じるのは難しいと堀・坂口（2005）は述べている。 

さらに安部（2010）は米国を始めとする海外の最低賃金に関する実証分析は進んでいるが、

最低賃金の決め方や制度の利用にも各国差異があるため、そのまま日本に当てはめることは

できないとしている。それでは、日本における実証研究にはどのようなものがあるのだろう

か。 
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第二節 日本における実証研究 
想定する理論モデルによる違いだけではなく米国など海外の実証研究などから、最低賃金

が雇用に与える影響は、その国の最低賃金制度や労働市場の環境により異なってくることは

先に述べたとおりである。日本においてはデータの制約上、あまり実証研究が進んでいると

は言い難い。数少ない実証研究の中でも、これまで同様明確な結論が出てはいないと言える。

最低賃金が雇用に影響を与えないとする立場として、橘木・浦川（2006）がある。橘木らは

2002 年のクロスセクションデータを用いて、「カイツ指標」と呼ばれる都道府県の最低賃金

と平均賃金の比をとった指標が、若年女性の雇用就業率に対して影響があるかどうかについ

て分析している。その結果、若年女性の雇用就業率に対するカイツ指標の影響は観察されな

いとし、最低賃金は若年女性の雇用に影響を与えないことを示している。一方、Kambayashi  

et al.(2009)では都道府県別のパネルデータを用いた分析を行い、若年男性と中年女性の雇

用を減少させると示している。Kawaguchi and Yamada(2007)では消費生活に関するパネル調

査を行った結果、最低賃金の影響を受ける労働者の次の年の就業率に対して負の影響を与え

ることを示している。さらに Kawaguchi and Mori(2009)では個々の年収が最低賃金水準以

下にあるかどうか推計を行い最低賃金労働者の約半数が世帯収入 500 万円以上の世帯の世

帯員であること示している。また雇用への影響に関しては、10 代男性と中年の既婚女性の

就業率へ負の影響をもたらすとしている。これらの結果から最低賃金制度は貧困対策として

あまり有効な手段とはいえないとし、新たな貧困対策として勤労所得税額控除を挙げてい

る。これらの研究が橘木・浦川（2006）と異なる点は都道府県別のパネルデータを用いたよ

り精緻な分析を行っている点である。 

坂口（2009）は「実証分析の上では、雇用に負の影響を及ぼすとした論文の数が増えてい

る」とした上で、事業所単位での影響は必ずしも同一視できないとしている。最低賃金によ

り雇用を抑制している事業所として、最低賃金を認識しているか、最低賃金を基にパートタ

イム労働者の賃金を決定しているかを基準に選定している。それら事業所では最低賃金の引

き上げが新規採用の抑制につながっていることが有意に示されている。しかしこれは一部地

域に限定した推計であるので、労働市場全体に対しての結論とは言い難い。 

 

 
第三節 本稿の位置づけ 

先行研究からもわかるように、最低賃金とワーキングプアに関する研究は進んでいない。

最低賃金が貧困対策として有効性に関しての議論は行われており、その対象が貧困層だけに

絞られていない点から最低賃金制度ではなく他の制度で貧困対策は行うべきだとする結論

は Kawaguchi and Mori（2009）を始めいくつか見受けられる。一方で最低賃金の大きな影

響を受けるワーキングプアへの影響についてはあまり論じられていない。そこで本稿では正

規雇用労働者およびフルタイムで働く非正規雇用労働者に対象を絞り、最低賃金引き上げの

影響を分析した。同時に先行研究でも議論されているように、最低賃金引き上げの弊害とさ

れる雇用への影響についても推計している。これは最低賃金がワーキングプアの解消に有効

であるとしても、低賃金労働者が就労状態から失業状態に陥ったことによるものである可能

性があるためである。この推計の意義は、雇用形態別に推計している点にある。非正規雇用

からの失業者が正規で再就職することは難しいといった点や、正規雇用からの失業者は正規

での再就職を望むといったことからもわかるように、雇用形態によって労働市場はある程度

分断されているといえる。一方で、多くの先行研究では年齢階級別や性別による分類で、最

低賃金が雇用へ与える影響を推計している。また最低賃金の影響を強く受ける層は短時間労

働者や非正規雇用であるため、年齢階級別よりも雇用形態別に推計する方が、本稿で求める

結果が得られると判断した。 

以上より、最低賃金を引き上げるべきなのか、また最適な最低賃金の目安について研究を

進めてきた。 
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第三章第三章第三章第三章    実証分析実証分析実証分析実証分析    

 この章では前章の先行研究を踏まえ、実際に検証を行っていく。今回行った検証は２つあ

る。検証１は、最低賃金の引き上げが、所得 200万円以下の労働者割合を減少させる効果が

あるのかどうかを検証するものである。検証 2 では、最低賃金の高さと失業率の高さに相関

があるかを男女別、各雇用形態別で明らかにした。それぞれ平成 14年、および平成 19 年の

各都道府県のデータを用いてパネルデータ分析を行っている。データは主に厚生労働省の

「就業構造基本調査」を利用しており、平成 9 年度以前は我々が必要とする「男女，従業上

の地位，雇用形態，起業の有無，所得，配偶関係，年齢別有業者数」及び「配偶関係，就業状

態，就業希望の有無，求職活動の有無，前職の従業上の地位，前職の雇用形態，男女，前職

の離職理由別 15歳以上人口（転職就業者及び離職非就業者）」が調査されていなかったため、

この 2年での分析となっている。 

 

第一節 検証１ 最低賃金のワーキングプア率に与える影響の分析 
 
第一項 分析の概要 
 検証１で設定した仮説は、最低賃金を上昇させるとワーキングプア率が減少するというも

のである。非説明変数にワーキングプア率を置き、説明変数に最低賃金を置いて回帰分析を

行い、最低賃金の t値が高く、係数が負の結果がでれば仮説は正しいといえるだろう。 

注意すべき点として、前述したとおり、所得 200万円以下の労働者に多い属性として、女

性である、或いは短時間労働者などの非正規雇用者であるという特徴が存在している。その

ため最低賃金の効果を検証するに当たり、これら労働者の属性ごとに分けて効果を見る必要

があると思われる。そこで男女別、正規雇用者と非正規雇用者別で 4つのグループに分けて

それぞれ検証した。但し、この検証では高齢者と、非正規雇用者の中から短時間労働者を除

いて計算している。 

 現在の日本では定年退職によって急激に正規雇用者が減少する。60 歳を境にそれ未満の

年代とそれ以上の年代では労働環境が大きく違ってしまうため、今回は、高齢者層は調査の

対象から排除した。 

また、短時間労働者を除いた理由は、本論文のワーキングプアの定義から外れているから

である。本論文ではワーキングプアを“正規雇用者並みに働きながら、年間所得が 200万円

以下の就業者”としている。短時間労働者は正規雇用者より労働時間が少ない労働者を主に

指すのでこの定義に該当しない。そのため検証１で扱っている非正規雇用者は、主に派遣雇

用者と契約社員などである。 

最低賃金以外にも雇用者の所得に影響を与える要素として、景気変動と労働者の労働時間

が考えられる。これらの影響をコントロールするために景気変動から法人税、完全失業率、

有効求人倍率、ＣＰＩとした。法人税は、企業の収益と関係性を持っているので説明変数と

おく。 

労働時間は、所定内労働時間の平均と超過労働時間の平均を説明変数に加えている。 

 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文 11th – 12th    Dec. 2010 

 20

第二項 変数の基礎集計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非説明変数はワーキングプア率である。ワーキングプア率は、各カテゴリー別の労働者総

数を分母に置き、所得 200万円以下の労働者数を分子に置いて計算している。これを男女別、

正規雇用者と非正規雇用者別の 4つのグループそれぞれで行い算出している。 

 

 

第三項 検証１‐分析結果と考察 
 

図:最低賃金引き上げによるワーキングプア率への影響（男性） 

 

 

 

 

 

 

coef.  std. Error coef.  std. Error

最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金 -0.060 [ 0.013 ] *** -0.056 [ 0.033 ] †

法人税法人税法人税法人税 0.697 [ 0.218 ] ** 1.288 [ 0.596 ] *

完全失業率完全失業率完全失業率完全失業率 2.05E-07 [ 1.04E-07 ] † 3.92E-07 [ 2.66E-07 ]

有効求人倍率有効求人倍率有効求人倍率有効求人倍率 2.340 [ 0.949 ] ** 4.259 [ 2.644 ]

消費者物価指数消費者物価指数消費者物価指数消費者物価指数 -0.232 [ 0.123 ] * -0.817 [ 0.325 ] *

所定内労働時間（男性）所定内労働時間（男性）所定内労働時間（男性）所定内労働時間（男性） 0.397 [ 0.108 ] *** 0.742 [ 0.282 ] **

超過労働時間（男性）超過労働時間（男性）超過労働時間（男性）超過労働時間（男性） 0.125 [ 0.12 ] 0.126 [ 0.332 ]

constant -4.918 [ 24.223 ] 1.274 [ 62.211 ]

Adjusted R
2

within 0.053 0.105

between 0.654 0.435

overall 0.613 0.387

N 94 94

Units 2 2

† p<10%, * p<5%, , ** p<1%, *** p<0.1% 

ワーキングプア率ワーキングプア率ワーキングプア率ワーキングプア率
正規（男性）正規（男性）正規（男性）正規（男性） 非正規（男性）非正規（男性）非正規（男性）非正規（男性）

Variable Obs Mean Std. Dev.Min Max

被説明変数

男性正規失業率 94 0.055791 0.011067 0.031329 0.080533

男性短時間失業率 94 0.043197 0.021471 0.018269 0.185535

男性そのほかの非正規失業率 94 0.051095 0.02424 0.01566 0.145161

女性正規失業率 94 0.054553 0.017529 0.023087 0.119072

女性短時間失業率 94 0.047441 0.012166 0.024515 0.088012

女性そのほかの非正規失業率 94 0.037183 0.015143 0.007353 0.070028

説明変数

最低賃金(円） 94 648.0851 34.18251 604 739

法人税（百万円） 94 4.338298 1.305168 2.3 9.3

有効求人倍率（倍） 94 0.796915 0.344037 0.3 2.01

消費者物価指数（％） 94 101.7426 2.77541 95.9 111
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図:最低賃金引き上げによるワーキングプア率への影響（女性） 

 

 

 

 結果は以上のとおりである。最低賃金は男性非正規雇用者では 1％水準で有意、残りのグ

ループでは 0.1％水準で有意という結果が出た。係数もすべて負となっている。そのため最

低賃金の上昇はすべてのグループでワーキングプア率の減少に効果があるということが言

えるだろう。 

 さらに男女別での差を見てみると、男性に比べ女性の方が最低賃金上昇による効果が大き

いことが示されている。これは女性の方が最低賃金近辺の水準での労働者数が多いためより

強く影響を受けるためだと思われる。 

 正規雇用者と非正規雇用者の間には最低賃金の効果の大小は見られなかった。非正規雇用

者の方が賃金が低いことを考えると、より大きく影響すると考えるが、そのような結果は得

られなかった。 

以上の結果から最低賃金を１００円上げることで年間所得２００万円以下の男性労働者を約

５％、女性労働者を約１６％減少が期待できる。 

 

 

第二節 検証２ 最低賃金が失業率に与える影響の分析 
 

第一項 分析の概要 
 続いて検証２での仮説は最低賃金を上昇させると失業率が上がるというものである。前章

で紹介した通り、最低賃金を値上げした場合には失業率が上がることが懸念されているが、

それに対する反証も存在しており、現在も議論は続いている。この問題に我々なりの解答を

出すことを目的としてこの検証２を行う。非説明変数を失業率とし、説明変数を最低賃金と

して回帰分析を行い、最低賃金の t値が高く、係数が正であれば仮説が正しいと言えるであ

ろう。 

coef.  std. Error coef.  std. Error

最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金 -0.168 [ 0.023 ] *** -0.163 [ 0.031 ] ***

法人税法人税法人税法人税 -0.069 [ 0.342 ] 1.152 [ 0.584 ] **

完全失業率完全失業率完全失業率完全失業率 4.40E-08 [ 1.70E-07 ] -1.31E-07 [ 2.29E-07 ]

有効求人倍率有効求人倍率有効求人倍率有効求人倍率 3.052 [ 1.413 ] * 7.316 [ 2.647 ] **

消費者物価指数消費者物価指数消費者物価指数消費者物価指数 -0.281 [ 0.195 ] -0.393 [ 0.302 ]

所定内労働時間（女性）所定内労働時間（女性）所定内労働時間（女性）所定内労働時間（女性） 0.309 [ 0.176 ] † 0.610 [ 0.280 ] *

超過労働時間（女性）超過労働時間（女性）超過労働時間（女性）超過労働時間（女性） 0.938 [ 0.318 ] ** 0.318 [ 0.556 ]

constant 103.677 [ 39.483 ] ** 39.483 [ 59.672 ]

Adjusted R
2

within 0.0217 0.0318

between 0.7584 0.7985

overall 0.7302 0.705

N 94 94

Units 2 2

† p<10%, * p<5%, , ** p<1%, *** p<0.1% 

ワーキングプア率ワーキングプア率ワーキングプア率ワーキングプア率
正規（女性）正規（女性）正規（女性）正規（女性） 非正規（女性）非正規（女性）非正規（女性）非正規（女性）
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 検証１と同じく労働者の性別、雇用形態別での効果の差を見るためにそれぞれグループに

分けた。但し、こちらでは非正規雇用者のうち、短時間労働者の排除はせずそのほかの非正

規雇用者と区別して分析を行っている。そのため雇用形態別では正規雇用と短時間労働者と

そのほかの非正規雇用者の３グループに分けて分析している。また 60歳以上は変わらず考

慮の対象としていない。 

 最低賃金以外にも失業率に影響を与える要因として、景気変動が考えられる。これをコン

トロールするため、引き続き法人税、有効求人倍率、ＣＰＩを説明変数に加えている。 

 

第二項 変数の基礎集計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

非説明変数は失業率である。但し、完全失業率とは違う変数を用いている。ここで使用し

ている失業率は分母を労働者総数として、分子には前職の退職理由を”人員整理・勧奨退職

のため“とした者を現有業者と現無業者を合算して導き出している。これを雇用形態で正規

雇用者と短時間労働者、そのほかの非正規雇用者の３グループに分け、さらに男女別で求め

ている。 
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第三項 分析結果と考察 
 

 以下は最低賃金と失業率の相関を確認するために散布図に表したものである。縦軸が最低

賃金、横軸を失業率としている。いくつかのグループについては最低賃金が上昇するほど失

業率が減少している傾向が見て取れる。 

 

散布図１：最低賃金と失業率の散布図（男性正規） 

 

 

 

 

散布図２：最低賃金と失業率の散布図（男性短時間） 

 

 

3
4

5
6

7
8

th
e 

jo
bl

es
s 

ra
te

600 650 700 750
the minimum wage

0
5

1
0

1
5

20
th

e
 jo

b
le

ss
 r

a
te

600 650 700 750
the minimum wage



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文 11th – 12th    Dec. 2010 

 24

散布図３：最低賃金と失業率の散布図（男性そのほか非正規） 

 

 

 

散布図４：最低賃金と失業率の散布図（女性正規） 
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散布図５：最低賃金と失業率の散布図（女性短時間） 

 

 

 

散布図６：最低賃金と失業率の散布図（女性その他の非正規） 
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図:最低賃金引き上げによる失業率への影響（男性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図:最低賃金引き上げによる失業率への影響（女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果より、最低賃金の効果が 10％水準で有意と言えないのは男性の短時間労働者と女性

のそのほかの非正規雇用者のグループである。それ以外のグループでは 5％水準で有意であ

り、特に男性のそのほかの非正規雇用者と女性の正規雇用者のグループでは強い相関が示さ

れた。そしてさらに注目すべきはその係数が負であるということである。この結果に従うと、

結果が 10％水準で有意と出てないグループを除き、最低賃金が高い方が企業の都合で退職

する労働者の割合が減少するという、先行研究で示唆される予想とは反対の結果がでた。 

 

被説明変数

失業率（％） Coef. {Std.Err.} Coef. {Std.Err.} Coef. {Std.Err.}

説明変数

最低賃金(円） -0.013 0.004 ** -0.044 0.062 -0.039 0.010 ***

法人税（百万円） 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

有効求人倍率（倍） -1.577 0.299 *** -0.827 2.342 -2.223 0.723 **

消費者物価指数（％） 0.059 0.048 -0.459 0.296 0.321 0.111 **

その他 9.579 3.833 * 80.363 54.065 -0.630 8.839

N＝94 R-sq: within 0.6684 R-sq: within 0.189 R-sq: within 0.600

between 0.4039 between 0.079 between 0.278

overall 0.5172 overall 0.074 overall 0.413

男性

正規 短時間労働者 そのほかの非正規
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第四章第四章第四章第四章    政策提言政策提言政策提言政策提言    

我々は地域別最低賃金の引き上げを政策提言として主張する。 

 

第一節 現状の課題 
 

近年の低所得者、特に若年層での増加は非常に顕著である。また今後も非正規雇用者割合が拡

大する傾向が続くとすると、より深刻な問題となることが懸念される。われわれはこの問題に対

して 地方別最低賃金の引き上げを行うことで低所得者の保護を図るべきであると提言する。 

 

第二節 最低賃金引き上げによる効果 
 最低賃金引き上げによる予想される効果は、最低賃金とワーキングプア率の関係につい

て、最低賃金と失業率の関係についての２種類である。本節では、２種類に述べる。 

 

第一項 最低賃金とワーキングプアの関係 

 

まず、最低賃金を引き上げる目的であるポジティブな効果として、ワーキングプア率の減

少が挙げられる。前章で検証した通り、男女別、正規雇用と非正規雇用別のすべてのグルー

プに対してワーキングプア率減少に対して有効な効果があることが示された。また、ワーキ

ングプアの中で比重の高い女性の労働者に対してより大きな減少効果が期待できるため、効

果的な方法と言うことができる。 

以下は前章第一節で触れた検証１の結果をもとに、平成 19 年度のワーキングプア率を

０％にする最低賃金を計測したものである。すべての雇用形態でワーキングプア率が０％に

なるようにしてある。この水準まで最低賃金を引き上げることが望ましいと考えている。 
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図：ワーキングプア率を０％にした時の最低賃金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の結果より、全国平均で 379円の引き上げが必要であり、引き上げ後の最低賃金は全

国平均 1037円まで上昇する。参考として、フルタイム労働者の月間平均労働者を 160時間

とすると年間 200万円以上の所得を得るためには時給 1042円必要である。この数値と比較

すると引き上げ後最低賃金額 1037円は妥当なのではないか。そして、平成 21 年時の民主党

マニフェストとして最低賃金を全国平均円とすると述べているが、ワーキングプア率の観点

から考えるとこの政策は正しいと考えることができる。 

また引き上げ後最低賃金をみると、平成 21年現在、都市部より地方部の方が最低賃金額

が低くなっているが、今回の分析をみると、都市部より地方部の方が必要な最低賃金額が高

いことがわかる。 

 

第二項 最低賃金と失業率の関係 

 

 次に、ネガティブな効果として懸念される失業率の上昇である。さまざまな理論により、

失業率の上昇が懸念されたが、検証２の結果により、男女別、雇用形態別のどのグループで

も最低賃金の上昇が企業による解雇の促進になるという結果は認められなかった。それどこ

ろかいくつかのグループでは逆に最低賃金の上昇により、企業の解雇が少なくなる傾向が示

された。この結果については今後さらなる研究が必要であるが、最低賃金引き上げが即、失

業率の上昇に結びつくかどうかは議論の余地がある。もっとも、長期的な効果ではなく、2

時点のみの効果を確認したに過ぎず、この結果が頑健なものであるかどうかはより慎重な検

討が必要である。 

引上げ額 引き上げ後最低賃金 引上げ額 引き上げ後最低賃金

北海道 374 1028 滋賀 323 1000

青森 557 1176 京都 343 1043

岩手 506 1125 大阪 317 1048

宮城 398 1037 兵庫 322 1018

秋田 601 1219 奈良 371 1038

山形 429 1049 和歌山 366 1028

福島 397 1026 鳥取 417 1038

茨城 337 1002 島根 384 1005

栃木 339 1010 岡山 347 1005

群馬 336 1000 広島 327 996

埼玉 248 950 山口 366 1023

千葉 305 1011 徳島 468 1093

東京 207 946 香川 335 975

神奈川 224 960 愛媛 363 986

新潟 372 1029 高知 581 1203

富山 370 1036 福岡 377 1040

石川 337 999 佐賀 452 1071

福井 375 1034 長崎 382 1001

山梨 362 1027 熊本 417 1037

長野 331 1000 大分 377 997

岐阜 342 1027 宮崎 440 1059

静岡 335 1032 鹿児島 385 1004

愛知 250 964 沖縄 754 1372

三重 272 961 全国 379 1037
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第三項 今後の課題 

 

以上から最低賃金の引き上げにはメリットが存在する。しかし現実にワーキングプアを根絶す

るための最低賃金引き上げを実行するためには、まだ本論文の研究ではでは不十分な点が存在す

る。 

まず今後ワーキングプアを０にするために最適な最低賃金の設定方法を定める必要があ

る。今後ワーキングプアの状況に応じて最低賃金を変えていく必要があると思われるので、

その変化に対応した制度の設計が必要である。 

次に地域別最低賃金のみの分析で終始しており、産業別最低賃金は検討していない点であ

る。片方だけの分析では、最低賃金全体の効果について確実な結論が出せたとは言い難い。 

また検証２の結果においては、最低賃金が高いほど失業率が低くなる傾向が見られるグル

ープがあった。これについては、最低賃金が高いところほど平均賃金が高い、すなわち大企

業が多いため雇用が比較的安定しているという仮説が考えられる。今後より深い検証が必要

である。 

 

今回の結論には、いまだ議論する点が多数存在するものの、ワーキングプアという問題を

解決するための方策を模索するための一助になれば幸いである。 
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