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女性の結婚・出産と就業の両立可能性の過去 25 年の動向を、「結婚・出産による
離職率」を計測することで明らかにした。1980 年から 2005 年の国勢調査の年齢階級
別のデータを生年コーホートデータとみなし、疑似パネル分析をした。その結果、
結婚・出産による離職率は 86.3%であり、80 年以降ほとんど変化しておらず、結婚
をする年齢にも依存していないことが示された。離職率は、都道府県別に見ても、
時系列的には変化していないが、都道府県間では大きな差が存在していた。この性
質から、離職率は、時系列的に安定しており地域差の大きな要因に規定されると考
えられる。先行研究で指摘されていた要因のうち、保育所の整備状況は統計的にも
整合的であり、離職率の主要な決定要因であることが示される。一方、育児休業制
度や 3 世代同居率などは、統計的には説明力を持たなかった。

1. はじめに
本稿では、過去 25 年間で、女性の結婚・出産と就業の両立可能性がどのように変化
してきたかを分析する。さらに、その両立可能性の決定要因も明らかにする。日本で
は、結婚・出産による離職・非労働力化のため、30 歳前後で女性の労働力率が大幅に
低下することが知られている。少子高齢化社会に対応するには女性の労働力の活用は
不可欠であり、両立可能性の現状を明らかにし、その決定要因を明らかにすることは
重要である。
ここでは、両立可能性を示す尺度として「結婚・出産による離職率」を計測した。日
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本の労働市場においては、特に正規雇用者については流動性が低く、正規・非正規の
労働者間の賃金格差は大きい。結婚・出産によって離職をすると、正規労働者として
復帰することは困難であり、結婚・出産後の就業可能性や労働条件を制約する。その
意味で、結婚・出産による離職率は両立可能性の適切な尺度となる。
結婚・出産による離職率を計測するために、1980 年から 2005 年の国勢調査の年齢階
級別データを生年コーホートとみなし、疑似パネル分析をした。結婚・出産による離
職率の計測には、理想的にはパネルデータが必要だが、日本では長期のパネルデータ
が利用できないため疑似パネルの手法を用いた。具体的には、国勢調査の調査間隔で
ある 5 年ごとに生年が同じ集団を追跡し、婚姻状態や労働力状態の変化を把握した。未
婚者の割合の減少を「結婚・出産をした者の割合」、労働力率の減少を「離職者の割合」
とみなし、その比率を「結婚・出産による離職率」とした。
疑似パネル分析の結果、結婚・出産による離職率は 86.3%であった。また、この水準
は 80 年以降の過去 25 年の間ほとんど変化しておらず、結婚をする年齢にも依存してい
なかった。すなわち、これまでの両立支援策にもかからわず、世代間での結婚・出産
による離職率は変わらず、改善傾向は見られない。厚生労働省が実施しているパネル
調査である『21 世紀出生児縦断調査』では、出産 1 年前に有職者であった女性の 67.4%
が出産半年後に無職になっていた。また、永瀬(1999)は、『出生動向基本調査』を用い
て、過去の就業経歴から離職率を計算し、約 4 割の女性が結婚直後に無職となり、 第 1
子が 1 歳時に結婚前と同じ従業上の地位で働き続けている者は 2 割以下と述べている。
さらに、「結婚・出産前後での就業行動を見ると、この 25 年間、驚くほど就業パター
ンは変っていない」ことも報告している。すなわち、ここでの結果は先行研究と整合的
であり、疑似パネル分析の適切さを示している。
先行研究でも確認されている時系列的な不変性に加え、クロスセクションでの違い、
具体的には都道府県別の違いについても分析した。厚生労働省の『21 世紀出生児縦断調
査』や永瀬(1999)で用いられた『出生動向基本調査』では、サンプル数が小さく、都道
府県別の分析はされていなかった。それに対し、全数調査である国勢調査を利用して
いるため、都道府県別の違いが分析可能である。
80 年から 05 年の国勢調査を用いて、都道府県別・生年別のデータを構築し、都道府
県別の離職率を計測した。すると、すべての都道府県で結婚・出産による離職率は時
系列的にほとんど変化していなかったが、離職率の都道府県別の違いは大きかった。
首都圏・近畿圏の大都市部では結婚した女性の約 9 割が離職をしているのに対し、女性
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の就業率が高いことが知られる日本海側各県では約 6 割程度である。これは、結婚・出
産と就業のトレードオフの関係には、大きな地域差があることを示している。すなわ
ち、結婚・出産による離職率は、時系列的には安定しているが、都道府県間で大きな
地域差がある。
この統計的性質から、両立可能性を規定する要因を明らかにする。離職率が「地域差
が時点によっては大きく変化しない要因」であることから、離職率を規定する要因も同
じ統計的性質を持つと考えられる。ここでは、先行研究で指摘されてきた育児休業制
度(滋野・大日, 1998； 岩澤, 2004； 今田・池田, 2006； 佐藤・馬, 2008)、3 世代同
居率(前田, 1998)、保育所の整備状況(滋野・大日, 1999)の統計的な性質を検討するこ
とで、離職率との関係を分析した。
育児休業制度および 3 世代同居率については、時系列的に過去 25 年間で大きく変化
している。特に、育児休業制度については、全国的に導入されており地域差は小さい。
3 世代同居率については、都道府県別のクロスセクション分析では結婚による離職率と
強い相関を持っており、先行研究でも離職率の重要な決定要因と見なされてきた(前田,
1998)。しかし、全国的に 3 世代同居率は低下傾向にあり、特に 3 世代同居率の高かっ
た県ほど落ち込みは大きい。こうした統計的な性質は、これらの要因が離職率を規定
する重要な要因ではないことを示唆する。
それに対し、都道府県別の保育所の整備状況は、離職率を規定する要因である可能
性が高い。ここでは、保育所の整備状況を、25～39 歳の女性の人口と保育所の定員の
比率である「潜在的定員率」として計測した。この潜在的定員率は、時系列的にはほと
んど変化していないが、地域差は大きい。しかも、大都市部の都道府県では低く、日
本海側の各県では高く、結婚・出産による離職率と高い相関を持っていた。つまり、
保育所は、統計的な性質から結婚による離職率の主要な決定要因と考えられる。
ここでは保育所の整備状況を「潜在的定員率」で測っていることが重要である。これ
は、未婚者を含めた潜在的な保育需要をとらえるものであり、働く女性が直面する保
育所の利用可能性を反映している。先行研究では、保育所の利用可能性を「保育所待機
児童数」や 0～6 歳児と保育所の定員数の比である「保育所定員率」によって把握して
きた(例えば、滋野・大日, 1999)。しかし、子供の数を基準とすると、結婚・出産の意
思決定の影響を受けるため、各地域の「保育所の利用可能性」を反映しない可能性があ
る。その意味で、潜在的定員率がより望ましい尺度である。
この結果は、女性の労働力を活用するには、保育所の整備を進めることが重要であ
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ることを示している。特に、結婚・出産による離職率が高い都市部に、より重点的な
保育所の整備を進めることが必要である。
本稿の以下の構成は次の通りである。まず、第 2 節では、両立可能性を表す尺度とし
て結婚・出産による離職率を定義した。また、データについて概観し、疑似パネルに
よる分析が、既存のクロスセクション分析や時系列分析とどのような関係にあるかに
ついても述べている。第 3 節は、都道府県別のデータを用いて、結婚・出産による離職
率の地域差を明らかにした。また、統計的な性質から離職率の決定要因について考察
した。最後の第 4 節はまとめである。

2. 結婚・出産と就業の両立可能性
2.1 両立可能性の時系列変化とデータ
ここでの目的は、結婚・出産と就業の両立可能性の時系列的な変化をとらえることで
ある。ただし、「両立可能」とは、労働市場での地位を維持しながら結婚・出産が可能
であることと定義する。
その両立可能性を「結婚・出産による離職率」によって計測する。日本の労働市場は、
特に正規雇用者については流動性が低く、正規・非正規の労働者間の賃金格差は大きい。
結婚・出産を機に離職すれば、正規労働者として復帰することは困難である。また、非
正規労働者として復帰すると、賃金は大幅に低下し、就業上の地位も低下することが予
想される。そのため、離職は不可逆的な決断であり、「結婚・出産による離職率」が両
立の可能性を規定している。代替的な尺度として「子供のいる女性の労働力率」も想定
できる。しかし、結婚・出産を機に多くの女性の雇用形態が変化することが知られてお
り、雇用形態間の賃金格差も大きいことを考慮すると、単純な労働力率は両立可能性を
測る尺度として不十分である。
この「結婚・出産による離職率」を計測するには、同一個人の結婚・出産前後の就業
状態を知る必要があり、理想的にはパネルデータが必要となる。しかし、日本において
は、パネルデータの利用可能性は極めて限定的である。女性の就業行動が観察可能なパ
ネルデータとして、家計経済研究所の『消費生活に関するパネル調査』、厚生労働省の
実施している『21 世紀出生児縦断調査』、慶應義塾大学の『慶應義塾家計パネル調査』
が存在しており、先行研究においても利用されている1。しかし、これらのパネルデータ
1
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は、最も古くからデータの蓄積されている『消費生活に関するパネル調査』においても
93 年の調査開始であり、長期的な比較は困難である。
そこで、本研究では、80 年から 05 年の国勢調査の年齢階級別の婚姻状態・労働力状
態のデータを用いて、女性について生年別にコーホートデータを構築し、疑似パネルデ
ータとして分析した2。具体的には、生年が同じ集団を追跡し、総人口に占める未婚者以
外(有配偶・死別・離別)の割合を結婚経験率と定義し、その割合の増加を当該期間にお
ける「結婚・出産をした者の割合」と定義する。一方、労働力人口を総人口で除した「労
働力率」の減少を「離職者の割合」と定義した。その「結婚・出産をした者の割合」と
「離職者の割合」の比率が「結婚・出産による離職率」となる。
国勢調査の公表データでは「子供のいる人の割合」は計算できないため、以下では婚
姻状態の変化を「結婚および出産」をしたことの代理変数とした。社会保障・人口問題
研究所の『出生動向基本調査』によれば、結婚継続期間が 15 年以上の夫婦の 95%以上に
子供を産んだ経験があり、子供のいる夫婦のうち 90%以上は、結婚後 5 年以内に第 1 子
を産んでいる。国勢調査は 5 年ごとの調査であることも考慮すれば、結婚経験率の変化
を「結婚をしてなおかつ出産をした者の割合」とみなすことは妥当である。一方、結婚
をしていない両親のもとに生まれる子供(非嫡出子)の割合は、80 年では 0.80%、05 年で
も 2.03%となっており、実質的にほぼすべての出産は婚姻状態の変化を伴っている。そ
の意味で、日本では結婚もしくは出産のどちらかが観察できれば、ほぼ同時にもう 1 つ
の意思決定もされているとみなすことができ、婚姻状態の変化は結婚・出産の適切な代
理変数となる。逆に、結婚・出産が就業行動に与える影響を別の効果として識別するこ
とは、理想的なパネルデータが利用できたとしても困難である。
離職者の割合は、基本的には労働力率の変化で計測した。ただし、以下の 3 つの点に
ついて注意が必要である。第 1 に、24 歳までの女性のうち非労働力人口の大部分は通学
者だという点である。多くの通学者が、学卒後に就職をしていることから、通学者を非
労働人口として単純に5 年後の労働力率と比較をすると、
20 代での離職率は過小になる。
そこで、非労働力状態のうち「通学」を労働力人口に加えて労働力率を計算した。第 2
に、労働力人口には失業者も含まれるため、労働力率の変化は有業かどうかという意味
での「就業状態」の変化を反映していない可能性である。これに対しては、就業者率を
用いた分析を行って確認したが、結果への大きな影響はなかった。第 3 に、新たに就職
した者が多い場合には適切な尺度とならない可能性である。離職者の割合を労働力率の
『慶応義塾家計パネル調査』は佐藤・馬(2008)で利用されている。
2
生年別コーホートによる疑似パネル分析の理論的な根拠については、Deaton (1985)を参照のこと。
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変化で計測することは、新たに離職した者と新たに就職した者のネットの差を「離職者」
とみなすことを意味している。そのため、多くの女性が子育てを終えて復職をする年齢
層では、離職率が過少に推計される。この影響を評価するために、ここでの分析対象で
ある 20 歳から 39 歳までのケースに加え、44 歳までをサンプルに加えたケース、34 歳
までに限定したケースについても分析をした。しかし、主要な結果に変更はなく、復職
が与える影響は大きくなかった。

2.2 国勢調査の年齢別データによる結婚・出産と離職
ここでは、疑似パネルによって結婚・出産による離職率の計算方法を述べる。80 年か
ら 05 年の国勢調査から、女性の年齢階級別の婚姻状態・就業状態を用いて、生年コー
ホート c のうち時点 t-5 から t の期間に結婚・出産した者の割合(Mct)および離職者の割
合(Xct)は、以下のように計算する。

⎛
U t −c ,t
M ct = ⎜⎜1 −
⎝ POPt −c ,t

⎞ ⎛
U t −c −5 ,t −5 ⎞
⎟
⎟ − ⎜1 −
⎟
⎟ ⎜ POP
t −c −5 ,t −5 ⎠
⎠ ⎝

⎛ L
Lt −c −5 ,t −5 ⎞
⎟
X ct = −⎜⎜ t −c ,t −
⎟
⎝ POPt −c ,t POPt −c −5 ,t −5 ⎠

(1)

(2)

ただし、

Uat：t 時点での a 歳階級の未婚者数
Lat：t 時点での a 歳階級の労働力人口と、非労働力人口のうち「通学」の合計
POPat：t 時点での a 歳階級の女性の総人口
である。年齢階級として 1 歳刻みを用いればこの式の通りとなり、5 歳刻みのデータを
用いる場合には、(c-4)～c 年生まれをコーホート c と定義して、a 歳階級とは a～(a+4)
歳とする。例えば、56 年から 60 年に生まれたコーホートは、60 年生まれのコーホート
と呼ばれ、80 年には 20～24 歳に、85 年には 25～29 歳になっている。その場合には、
85 年の25～29 歳の結婚経験率から80 年の20～24歳の結婚経験率を引くことによって、
60 年生まれのコーホートのうち 80 年から 85 年までに結婚・出産した者の割合である
M1960, 1965 が計算できる。
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図 1 結婚をした者の割合と離職者の割合

注)結婚をした者の割合は非未婚者の割合の変化、離職率とは労働力率の変化。
出所)1980-2005 年 『国勢調査』年齢別(1 歳刻み)データ

図 1 は、国勢調査のデータを用いて Mct および Xct を計算し、散布図にしたものであ
る。ここでは 5 歳階級ではなく 1 歳刻みのデータが利用可能であり、プロットされてい
る各点は、各時点で 25 歳から 39 歳までの 15 歳分、85 年から 05 年までの 5 時点に対応
する。コーホートで見れば、1946 年生まれから 1980 年生まれのコーホートが含まれて
おり、サンプルサイズは 75 である。結婚・出産をした者の割合と離職者の割合には明
確な正の相関が観察されており、日本での結婚・出産と就業の両立の困難さを示してい
る。その意味では、先行研究と整合的で、直観的にも当然の結果である。
さらに、この図 1 は、1980 年から 2005 年までの 20 歳から 39 歳までの女性について
のデータをプールしているにもかかわらず、その結果がほぼ一直線上にあることを示し
ている。つまり、結婚による離職への影響が 80 年から 05 年までほとんど変化しておら
ず、離職の選択は結婚をする年齢にも影響を受けていない。離職者の割合を結婚・出産
した者の割合で OLS（最小二乗法）回帰した係数は、全期間・全年齢をプールして 0.863、
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すなわち結婚・出産による離職率は 86.3%となっている。表 1 では、国勢調査の調査時
点ごとに推計した結果を示した。推計された結婚・出産による離職率は、過去 25 年間
で 85.6%から 89.4%の間でしか変動していない。各時点の標準誤差は 1.4%から 5.7%とな
っており、任意の 2 時点の係数に統計的に有意な差はない。また、データがほぼ一直線
上にあり、単回帰であるにもかかわらず、決定係数は 0.98 と極めて高い。これは、結
婚・出産による離職者の割合は、コーホートや年齢の違いには依存せず、結婚した者の
割合によってほぼ完全に説明できることを示している。
推計された離職率は、『21 世紀出生児縦断調査』の「出産 1 年前に有職者であった女
性の 67.4%が出産半年後には無職になっている」という結果より高い水準である。しか
し、ここで推計されたのは「結婚および出産」をした女性の離職率であり、結婚をした
時点で離職したケースも含んでいる。結婚前の就業状態からの変化を分析した永瀬
(1999)は、約 4 割の女性が結婚直後に無職となり、 第 1 子が 1 歳の時点には 8 割が結
婚前の職を離れていると述べており、ここでの結果に近い。すなわち、結婚による離職
を考慮すれば、疑似パネル分析の水準は妥当である。さらに、永瀬(1999)は「結婚・出
産前後での就業行動を見ると、この 25 年間、驚くほど就業パターンは変っていない」
と指摘していたが、本稿においても同様の結果が確認された。
以上のように、国勢調査の疑似パネル分析の結果、結婚による離職率は過去 25 年の
間ほとんど変化していないことが分かった。これは、多くの支援政策によっても、結婚・
出産と就業の両立が容易になってはいないことを示唆している。

表 1 結婚・出産による離職率

期間年

サンプル数

結婚・出産に
よる離職率

標準誤差

決定係数

全期間プール

75

86.3%

1.4%

0.98

1980-1985

15

85.9%

1.8%

0.99

1985-1990

15

85.6%

2.0%

0.99

1990-1995

15

87.0%

2.6%

0.99

1995-2000

15

89.4%

4.1%

0.97

2000-2005

15

86.3%

5.7%

0.95

注) 被説明変数を「離職者の割合」、説明変数を「結婚経験率の変化」とした回帰式を OLS で推計し
たもの。「結婚による離職率」の列は、結婚経験率の変化にかかる係数。
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2.3 疑似パネル分析とＭ字カーブ・時系列変化
ここでは、2.2 節の分析結果がクロスセクションおよび時系列で比較をした場合の結
果とどのような関係にあるかを論ずる。日本の女性の労働力率を同一時点の年齢階級別
に比較をすると、20 歳代前半と 50 歳前後に 2 つのピークを持ついわゆる「M 字カーブ」
を描くことが知られている。これは、クロスセクション的に（1 時点で）見れば 30 歳前
後に結婚・出産をする人の割合が高いため、その年齢層で離職をして非労働力化する人
が多い状況を示したものである。
図 2 は、国勢調査の年齢階級別データをクロスセクションデータとして、各年の M 字
カーブを描いたものである。実際に、20 歳代後半から 30 歳代前半にかけて労働力率が
大きく落ち込んでおり、M 字を描いていることが確認できる。一方、その M 字カーブ自
体を時系列で比較すると、その落ち込みは最近になるほど小さい。

図 2 Ｍ字カーブの時系列変化

出所)1980-2005 年 『国勢調査』年齢階級別の労働力状態
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これは、より多くの若年女性が就業するようになったことを示しており、一見すると
結婚・出産と就業の両立がしやすくなったように見える。しかし、各年齢における労働
力率をクロスセクションで示した M 字カーブの比較のみでは、結婚時期の変化による影
響は考慮できない。疑似パネル分析の結果から、労働力率の上昇は、晩婚化によって 20
歳代後半から 30 歳代前半の女性の結婚経験率が低下したことによってもたらされたこ
とが分かる。言い換えれば、M 字カーブでは、晩婚化の影響によって両立可能性が改善
したように見えていたのである。
結婚経験率の変化を明示するために、『国勢調査』からの集計結果を時系列的に比較
することもできる。図 3 は、20 歳から 39 歳までの女性をプールし、結婚経験率と労働
力率との関係を散布図に示したものである。結婚経験率が低下する一方で、労働力率が
上昇するという負の相関は示されており、晩婚化の影響が観察できる。

図 3 結婚経験率と労働力率の時系列変化

注) 結婚経験率は 1 から非未婚者の割合を引いたもの。
出所) 1980-2005 年『国勢調査』
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しかし、この労働力率の上昇が、結婚をした者の割合の減少に起因するとみなすには、
両立可能性は時系列的に変化していないことが前提となる。逆に、両立可能性が変化し
ていると考えるのであれば、労働力率の上昇のうち、結婚経験率の低下による部分と両
立可能性の改善によってもたらされた部分を識別する必要がある。しかし、上述の時系
列データでは、その識別が不可能である3。
それに対し、疑似パネル分析では、同じ時点の異なる年齢階級のデータを活用するこ
とで、コーホートごとの離職率を計測することが可能になった。結果的には、両立可能
性が時点を通じてほぼ不変であったため、時系列による分析と疑似パネル分析の結果は
極めて類似している。しかし、より一般にコーホートによる違いが存在するケースでは、
異なるコーホートのデータを集計した時系列データでは、両立可能性の変化だけを識別
して観察することができないことには注意が必要である。
疑似パネル分析の結果と、クロスセクションの比較である M 字カーブや単純な時系列
比較の結果は、矛盾するものではない。しかし、疑似パネル分析では、クロスセクショ
ンデータや時系列データとしての取り扱いでは明らかにすることのできなかった両立
可能性の長期的な推移を観察可能にしたのである。

3. 両立可能性の決定要因：都道府県別データの活用
3.1 都道府県別の「結婚による離職率」
ここでは、前節でみた疑似パネル分析の手法を都道府県別のデータに適用することで、
都道府県別の結婚・出産による離職率を計測する4。都道府県別の年齢階級別データは 5
歳刻みでのみ公表されており、コーホートの生年についても 5 年刻みのデータを構築す
る。各都道府県で、85 年から 05 年時点で 25～39 歳の女性を用いて 15 ずつのサンプル
を利用した。
図 4 の各パネルでは、図 1 で日本全体について描いた散布図に相当するものを、6 都
府県の結果を示した5。この 6 都府県を含め、すべての都道府県で、観察点が正の相関を
示しており、ほぼ一直線に並んでいる。すなわち、図 1 と同様に、結婚・出産は離職を

3

先行研究では、労働力率の高まりの少なくとも一部は、結婚経験率の低下によるものであることが示唆され
ているが、両立可能性の変化だけを識別はしていない(例えば、今田・池田, 2006)。
4
人口が都道府県間を移動することを考慮すると「同一個人の集団」という意味での「コーホート」になって
いない可能性がある。しかし、学卒以後に都道府県境を越えた転居をする人口の割合は必ずしも高くないため、
ここでは都道府県の年齢階級別データが「同一個人の集団」をとらえているとみなす。
5
各都道府県の結果は、宇南山(2010) で利用可能である。
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図 4 都府県別の結婚・出産による離職率

注)結婚経験率は 1 から非未婚者の割合を引いたもの。
出所)1980-2005 年 『国勢調査』・年齢階級別(5 歳刻み)データ
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引き起こすこと、その離職率は時点にも結婚をする年齢にも影響を受けないこと、を示
す。
また、表 2 では全都道府県について、OLS で推計した結婚・出産による離職率を示し
た。この表からも明らかなように、結婚・出産による離職率は都道府県別に大きな差が
ある。例えば、東京・神奈川・千葉・埼玉の首都圏および大阪・京都・兵庫・奈良の近
畿圏では結婚した女性の 9 割以上が離職をしている。一方で、女性の労働力率が高いこ
とが知られる山形・富山・石川・福井・鳥取・島根の日本海側各県では、この離職率は
約 6 割にとどまっている。
つまり、結婚・出産による離職率には、都道府県別では大きな違いが存在している。
標準誤差はどの都道府県においても小さく、離職率の地域差は統計的にも有意である。
永瀬(1999)は、離職率が時系列的に安定していることを示したが、サンプル数が小さい
ため都道府県別の違いは分析できなかった。ここでは、結婚による離職率が、全都道府
県で時系列的に安定的であることに加えて、都道府県間で大きな差が存在することまで
示した。
時系列的な安定と大きな地域差という統計的な性質は、結婚による離職率の決定要因
にも反映されているはずである。つまり、結婚・出産と離職の関係を規定する要因は「地
域差は大きいが時点によって変化しない」性質を持つ必要がある。もちろん、論理的に
は、地域差および時点を通じた変化が複合的に組み合わされ安定的な関係を生み出した
ことを否定できないが、すべての都道府県で極めて安定した関係にあることを考慮する
と、その可能性は低い。以下では、この統計的な性質に基づき、結婚・出産による離職
率の決定要因を分析する。

3.2 「結婚による離職率」の決定要因
先行研究では、結婚・出産と離職の関係を規定する要因として、育児休業制度・3 世
代同居率・保育所の整備状況が特に注目されている。そこで、ここでも観察された結婚
による離職率が、これらの変数によって説明できるかを検討する6。

6
樋口・松浦・佐藤(2007)では、本稿での 3 つの要因以外に、夫の所得・住宅環境・夫の通勤時間・家事育児
参加状況・景気動向などを挙げている。しかし、本稿での分析を適用すると、これらの要因も重要な決定要因
とは考えられない。
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表 2 都道府県別の結婚・出産による離職率

結婚による

標準

決定

結婚による

標準

決定

離職率

誤差

係数

離職率

誤差

係数

北海道

96.5

3.3

0.985

滋賀県

84.9

3.2

0.982

青森県

67.9

1.8

0.991

京都府

91.0

2.5

0.99

岩手県

63.9

2.5

0.981

大阪府

98.7

3.2

0.986

宮城県

75.9

4.1

0.963

兵庫県

97.0

2.9

0.989

秋田県

61.2

2.7

0.976

奈良県

91.3

2.9

0.987

山形県

44.7

2.8

0.953

和歌山県

90.5

4.0

0.975

福島県

65.1

3.4

0.966

鳥取県

61.5

2.1

0.984

茨城県

81.4

2.9

0.984

島根県

62.9

2.1

0.986

栃木県

82.2

2.4

0.989

岡山県

86.3

2.0

0.993

群馬県

90.8

2.0

0.994

広島県

90.8

2.0

0.994

埼玉県

94.8

4.3

0.974

山口県

95.1

1.4

0.997

千葉県

90.4

4.1

0.973

徳島県

68.7

3.0

0.976

東京都

91.5

6.9

0.932

香川県

75.0

1.7

0.993

神奈川県

91.2

5.2

0.960

愛媛県

93.7

2.4

0.991

新潟県

60.6

2.5

0.978

高知県

67.3

3.7

0.962

富山県

62.4

2.3

0.983

福岡県

95.4

2.3

0.992

石川県

62.8

2.1

0.985

佐賀県

74.6

2.5

0.986

福井県

54.9

2.4

0.975

長崎県

82.3

1.7

0.994

山梨県

86.6

2.1

0.992

熊本県

76.3

2.2

0.99

長野県

90.3

2.5

0.990

大分県

91.9

2.0

0.994

岐阜県

91.1

2.6

0.99

宮崎県

78.1

2.8

0.984

静岡県

93.5

2.4

0.991

鹿児島県

95.9

1.9

0.995

愛知県

93.9

1.6

0.996

沖縄県

67.0

3.9

0.958

三重県

88.4

2.0

0.993

注)説明変数等については、表 1 の注記を参照のこと。
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育児休業制度 育児休業制度とは、労働基準法で定められた産休に加え、育児のた
めに 1 年間までの育児休業を取得できる制度であり、91 年に
「育児休業等に関する法律」
が制定され、92 年から施行されている。95 年に全面的に改正され、家族の介護も対象
とした「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」となった。
『女性雇用管理基本調査』(現『雇用均等基本調査』)によれば、女性の育児休業の取
得者の割合は、92 年以前は定義により 0％である。その後、制度開始後 10 年目の 02 年
に 64.0%、05 年には 72.3%にまで上昇している。すなわち、育児休業は過去 15 年間で急
激に一般化している。
それにもかかわらず、結婚・出産による離職率が時系列的に変化していないことは、
育児休業制度が離職率に与える影響が小さいことを示している。さらに、制度そのも
のは全国一律で導入されており、都道府県別の地域差が大きいとは考えられない7。つ
まり、離職率の都道府県別の違いも説明できないのである。
マクロ統計やコーホートデータを用いて、育児休業制度の導入前後を比較した研究
では、育児休業制度が就業継続に与える効果は小さいとされてきた (滋野・大日,
1998； 岩澤, 2004；今田・池田, 2006；四方・馬, 2006； 佐藤・馬, 2008)。ここで
の結果は、それらの先行研究と整合的である。育児休業制度が出産前後の就業継続や結
婚・出産の促進に効果があることを示した先行研究も存在しているが(樋口, 1994； 森
田・金子, 1998； 駿河・西本, 2002)、そうした研究の多くが、育児休業制度が一般化
する前のミクロデータを用いていた。そのため、育児休業制度導入の内生性の問題、
結婚・出産をする予定のある個人が育児休業制度のある企業を選択するという逆の因
果が存在しており、正確な効果が把握できていなかった可能性が高い。その意味で、
ここでの結果およびマクロデータを用いた研究が、より信頼できる結果である。

3 世代同居率 次に、3 世代同居について考察する。これまで、都道府県別のクロス
セクション比較に基づき、3 世代同居の割合は両立支援の重要な要素と考えられてきた。
しかし、ここでは、その先行研究での結果が、3 世代同居の定義による見せかけの相関
もしくは逆の因果である可能性を示す。
多くの先行研究で、3 世代同居の定義として、「親と同居」をしている「子供のいる」
世帯の割合をとっていた。ここでも、国勢調査を用いて、20～39 歳の女性のうち「夫婦
と子供」に加え「(片親か両親かは問わず)親が同居」している世帯に住む者の割合を 3
7

育児休業制度の導入状況は、企業規模や業種ごとの統計は存在しているが、都道府県別のデータは確認でき
なかった。

論文：結婚・出産と就業の両立可能性と保育所の整備

15

世代同居率と定義する8。この定義によれば、05 年の都道府県別クロスセクションで、3
世代同居率と女性の労働力率、結婚・出産による離職率との相関係数を見ると、それぞ
れ 0.78、－0.75 となった。つまり、先行研究で指摘されていたように、3 世代同居率は、
女性の就業と強い相関を持ち、結婚・出産との両立を容易にする変数に見える。
しかし、定義により、「3 世代」で同居するには、母親である女性が結婚・出産をし
ていることになる。もし、結婚・出産による離職率が高い都道府県では結婚経験率が
低いという傾向があるなら、たとえ 3 世代同居が離職の意思決定に何の影響も与えなく
ても、離職率と 3 世代同居率は正の相関を持ちうる。
本来、3 世代同居が離職率を引き下げるかを論ずるには、潜在的に 3 世代同居の可能
性があるかどうかが観察すべき変数であるが、そうした変数の構築は困難である。そ
の意味で、クロスセクションデータだけでは 3 世代同居が離職率に与える影響は適切に
把握できない。
こうしたクロスセクションデータの問題を回避するために、時系列的な変化に注目
する。すると、3 世代同居率は全国平均で 90 年の 24.6%から 05 年の 12.9%まで低下して
いる。さらに、都道府県別に見ると、3 世代同居の割合がもともと高かった日本海側の
各県では 3 世代同居率の低下幅が大きく、大都市部では小さい。すなわち、3 世代同居
率の時系列推移は結婚・出産による離職率の時系列的推移とは一致しない。これは、3
世代同居が離職率の主要な決定要因であることと矛盾する。
結局、3 世代同居率の低下が必ずしも結婚による離職率を上昇させておらず、3 世代
同居率が離職率の主要な決定要因であるとは考えられない。これまで指摘されてきた、
3 世代同居率と離職率のクロスセクションでの強い正の相関は、同居と就業の内生性に
よってもたらされる見せかけの相関である可能性が高い。

保育所の整備 上の 2 つの要因に対し、結婚・出産と離職の関係を説明すると考えら
れるのが保育所の整備状況である。保育所の整備は、94 年の「エンゼルプラン」、99
年の「新エンゼルプラン」では保育所の量的・質的な充実が重要な柱として掲げられて
おり、01 年には「待機児童ゼロ作戦」が閣議決定され、多くの政策が実施されている9。
実際に、厚生労働省の「社会福祉施設等調査」によれば、保育所の施設数は 84 年の
22,904 施設をピークに減少傾向にあったが、2000 年の 22,199 施設を底として増加に転
じ、07 年には 22,838 施設まで回復している。さらに、先行研究で用いられている尺度
8
9

世帯類型別・年齢階級別の集計は 1990 年以降のみ利用可能である。
保育関連の政策の現状については、永瀬(2007)を参照。
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である、0～6 歳児人口と保育所の定員の比率である「保育所定員率」は、85 年の 19.4%
から 05 年の 26.0%まで上昇している。
このように保育所の整備が重要課題として認識され整備が進んでいることは、時系
列的に大きく変化したことを意味しており、時系列的に不変である「結婚・出産による
離職率」の決定要因にはならないように見える。
しかし、結婚・出産の意思決定に依存しない潜在的な保育所への需要に基づく尺度
で整備状況を見ると、時系列的にほとんど変化していない。その尺度とは、都道府県
別の保育所の定員と 20～39 歳の女性の人口の比率と定義した、「潜在的定員率」であ
る。図 5 は、保育所定員率と潜在的定員率の時系列的な推移を示したものである。保育
所定員率が大幅に改善する一方で、潜在的定員率の変動は 85 年以降 9%～10%の範囲であ
り、ほとんど変化していない。

図 5 潜在的定員率と保育所定員率の時系列変化

出所)1980-2005 年 『国勢調査』年齢階級別人口および
『社会福祉施設等調査』保育所定員
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これは、保育所の整備状況が結婚・出産に影響を与えていることを示唆している10。保
育所の不足が少子化の原因であれば、分母である子供の人口が減り、他の状況を一定
として保育所定員率は改善される。一方で、潜在的定員率は、出産の意思決定とは独
立に女性の人口から決定されるため、少子化の影響は受けない。
実際、保育所定員が 85 年の約 208 万人から 05 年の 206 万人とほぼ横ばいであるのに
対し、0～6 歳人口は 85 年の約 1,005 万人から 05 年の 792 万人に減少しており、むしろ
少子化そのものが保育所定員率引き上げの原因となっている。それに対し、潜在的定員
率は、団塊の世代の女性が 90 年頃から 40 歳以上になり 20～39 歳の女性の人口がわず
かに減少傾向にあることを反映して、潜在的定員率はわずかに上昇しているが、その上
昇幅は 1%未満である。

図 6 結婚による離職率と潜在的定員率(2005 年)

注)

各都道府県の結婚による離職率は表 2 を参照。マーカーの大きさは、20-39 歳の女性の人口
に比例している。

出所) 1980-2005 年 『国勢調査』年齢階級別人口(女性)および『社会福祉施設等調査』保育所定員

10
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保育所の整備状況を保育所定員率や待機児童数といった既存の指標で測ると、保育
所の整備が進んでいるように見えるが、それは保育所の整備状況と出生数が相関を持
った結果であり、むしろ保育所の整備が不十分であることを示唆する。それに対し、
潜在的定員率では女性の人口で基準化しており、潜在的な保育需要を考慮している。
この指標で見れば、過去 25 年の保育所の利用可能性はほとんど変化していない。
この潜在的定員率は、時系列的には安定しているが、都道府県では大きな差が存在
している。大都市部では低く日本海側各県では高い傾向があり、05 年時点で最も低い
神奈川県では 5.1%であるのに対し、最も高い石川県では 21.1%である。都道府県ごとの
時系列的な推移も安定しており、例えば 85 年でみても神奈川は 5.6%、石川県は 20.5%
である。潜在的定員率とは、結婚・出産期(20～39 歳)の女性 1 人あたりの保育所定員で
あり、子供が保育所に在所する期間を 3 年とすれば、潜在的定員率が 15%のときに、す
べての女性が生涯で 1 人ずつ子どもを保育所に預けることができる。この水準を基準と
すれば、神奈川県の保育所の利用可能性が低いことは明らかである。
さらに、潜在的定員率は、時系列・都道府県別の違いという性質だけでなく、結
婚・出産による離職率と負の相関も持っている。図 6 は、05 年時点の潜在的定員率と表
2 で示された結婚・出産による離職率の散布図を描いたものである。相関係数は－0.74
であり、クロスセクションで見て潜在定員率は離職率を決定する重要な要因と考えら
れる。
結局、保育所の整備状況は、時系列的に不変で都道府県間の地域差が大きいという
統計的性質を持っている。しかも、その地域差は、離職率の地域差と高い相関を持っ
ている。さらに、先行研究でも、保育所の整備が女性の就業継続に効果があることが
認められている(滋野・大日, 1999； 永瀬, 2003； 樋口・松浦・佐藤, 2007)。こうし
たことから、保育所の整備状況が結婚による離職率の主要な決定要因であると考え
る。

4. まとめ
本稿では、「結婚・出産による離職率」の時系列変化を計測した。労働市場の状況を
所与とすれば、この離職率は、両立可能性の尺度として解釈することができる。80 年
から 05 年の国勢調査を用いて、生年コーホートによる疑似パネル分析の結果、結婚・
出産による離職率は 86.3%であり、80 年以降の過去 25 年間ほとんど変化していないこ
とが分かった。結婚と出産の影響を分けて識別することはできなかったが、水準とし
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ては『21 世紀出生児縦断調査』や『出生動向基本調査』の結果と整合的であった。真の
パネルデータと類似の結果が得られたことは、疑似パネル分析の有効性を示してい
る。
さらに、都道府県別にも疑似パネルの手法を適用したところ、どの都道府県におい
ても結婚・出産による離職率は時系列的に安定していることが示された。すなわち、
すべての都道府県で過去 25 年の間、結婚・出産と就業の両立の可能性はほとんど変化
していなかった。一方、結婚・出産による離職率は都道府県別には大きく差が存在し
ていた。東京・大阪などの大都市部では約 9 割であるのに対し、山形・富山・石川など
の日本海側の各県では約 6 割にとどまっていた。
この地域差を使って、結婚・出産による離職率の決定要因を分析した。結婚・出産
による離職率の統計的な性質を考慮すると、離職率を説明する変数も時系列的に安定
しているが地域差は大きい。先行研究で指摘されていた決定要因のうち、育児休業制
度・3 世代同居の割合は、時系列的に大きく変化をしており、離職率が不変であること
を説明することはできなかった。
それに対し、保育所の整備状況は、潜在的な保育需要を考慮した尺度である「潜在的
定員率」で測ると、時系列的にほとんど変化していなかった。また、都道府県別に大き
な差があり、離職率の相対的に高い大都市部では整備が遅れているという傾向がみら
れた。すなわち、時系列的にもクロスセクション的にも離職率と整合的な統計的性質
を持っており、離職率との相関も高かった。このことから、保育所の整備状況が離職
率の主要な決定要因であると考えた。
保育所の整備は、「エンゼルプラン」、「新エンゼルプラン」、「待機児童ゼロ作戦」
などの政策における重点的な目標であった。しかし、これまでの保育所の整備状況を
示す尺度が「子供の人数」を基準とされていたため、潜在的な保育需要も含めて女性が
直面する状況を正確に評価できていなかった。
今後、女性の労働力を活用するために、さらなる保育所の整備が必要であり、特に
都市部に重点的に整備をする必要がある11。ただし、今田・池田(2006)では、保育所の
整備と育児休業制度を組み合わせることが有効であると指摘されている。本稿では、
各政策を単独で評価してきたが、より有効な政策には政策の組み合わせにも分析が必
要と考えられる。その点は、今後の課題としたい。
過去 25 年にわたって結婚・出産と離職率の関係は不変であり、その意味では両立可

11
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能性も変化していないが、結婚経験率は低下を続けており、少子化が進んでいる。し
かし、両立可能性が結婚・出産の意思決定に大きな影響を与えることが知られており、
両立可能性が不変である中で少子化が進行するメカニズムは明らかではない。その意
味で、結婚の意思決定そのものの分析が不可欠である。特に、ここで示した結婚・出
産による離職率の地域差が、結婚の意思決定にどのように関連しているかを明らかに
することを今後の課題としたい12。
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