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[要旨]
日本企業の経営環境は大きく変化し、短期的な成果が経営者に求められるようになった。
雇用形態においても、終身雇用を前提とした年功序列型の賃金体系から成果主義の導入が
進み、企業内の賃金格差は拡大したと考えられている。このような変化に直面して、社員
の健康はどのような影響を受けたのだろうか。健康保険組合の月次報告データを用いて、
企業内の賃金格差を含む職場環境の変化の関係を明らかにし、社員の健康との関係を分析
した。
実証分析の結果、2003 年度から 2007 年度の観測期間において、企業内格差を拡大した
企業の割合は 7 割、企業内の年齢内格差を拡大した企業の割合は 8 割であり、多くの企業
で成果主義導入が進んでいることが示唆される。特に、企業業績の悪い企業ほど、企業内
格差が大きく、成果主義導入が進んでいると考えられる。さらに、社員の健康との間には、
強い関係が存在し、企業内の年齢内格差が大きい企業ほど、社員の健康状態が悪いことが
確認され、成果主義導入による弊害が生じていると考えられる。
キーワード：

賃金格差、社員の健康

JEL classification：

J31, D31

[目次]
１．はじめに

…………………………………………………………………………………

２．用いるデータ

……………………………………………………………………………

３．企業内の年齢内格差と年齢間格差
４．分析結果

2

……………………………………………………

4

…………………………………………………………………………………

7

４．１．

分析に用いる指標

４．２．

企業内格差の規定要因

４．３．

企業内格差と社員の健康

……………………………………………………………

7

………………………………………………………

13

……………………………………………………

14

……………………………………………………………………………

16

………………………………………………………………………………………

17

５．まとめと考察
参考文献

1

補論 A.

格差の要因分解

…………………………………………………………………

20

補論 B.

回帰分析の結果

……………………………………………………………………

22

１．はじめに
企業における人的資源の維持・管理は、企業経営者の直面する重要な課題である。人的
資源の強化は、労働生産性の向上、企業業績に直結するため、企業の持続可能性に関わる
ためである。団塊世代の定年退職および労働力人口の減少を契機に、その重要性はさらに
増している。人的資源の強化として、社員の教育に加えて、健康管理も重要なポイントと
なる。社員の健康管理がなされなければ、欠勤などによる生産性低下のみでなく、出勤時
においても、仕事の効率が悪くなることが指摘されている 1 。近年では、企業におけるうつ
病などの精神疾患の急増が指摘されており、その原因の解明が求められている。
一方で、近年、日本企業の経営環境は大きく変化した。グローバル化の進展、株式持合
の解消の進展により株主構成に変化が生じ、長期的な成果よりも短期的な成果が企業経営
者に求められるようになった。従業員の雇用形態においても、終身雇用を前提とした年功
序列型の賃金体系から成果主義導入への変化が進んだことが指摘され、企業内の賃金格差、
特に年齢内の賃金格差が拡大したと考えられる。
成果主義の導入は、インセンティブ・メカニズムとして有用である一方で、さまざまな
弊害が引き起こされると指摘されている。本来、成果主義賃金体系は、成果に応じた報酬
を与えることにより、従業員の生産意欲をかき立てるためのものであるが、短期間で成果
を出せるようなリスクの少ない仕事が好まれる傾向やチーム全体の利益より個人の利益が
追求される傾向が引き起こされることが指摘されている 2 。
本研究では、成果主義の導入がどのように進んでいるのか、職場環境の変化を明らかに
するとともに、社員の健康との関係を明らかにすることを目的とする。具体的には、成果
主義の導入は企業内の年齢内格差に反映されると考えて、社員の健康との関係を分析する。
河野・齊藤（2010）では、企業の健康促進対策を含めた様々な要因と健康との関係を分析
しているが、本研究では、企業内の年齢内格差に注目する点が新しい視点である。
分析の結果、多くの企業で企業内の年齢内格差が拡大し、成果主義の導入が進んでいる
ことが示唆された。特に、業績の悪い企業において成果主義の導入は進んでおり、業績の
改善のために、賃金体系の変更に踏み切ったと考えられる。しかしながら、企業内の年齢
内格差が大きい企業ほど、社員の健康状態が悪い傾向があり、成果主義導入の弊害が引き
起こされていると考えられる。
本研究で用いるデータは健康保険組合の月次報告および年次報告データである。データ
期間は 2003 年度から 2007 年度まで、各年約 1500 の健康保険組合データとなっている。
データ項目として、男女別の被保険者数、平均年齢、被保険者の標準報酬月額等級（賃金）
の分布、介護保険加入者の被保険者数と平均給与、傷病手当金や埋葬料の支給件数などが
ある。このデータを用いて、企業内の賃金格差を含めた社内環境に加え、社員の健康状態
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Hemp(2004)を参照。
Marmot and Shipley (1996)および Nakaya and Dorling (2005)を参照。
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を表わす指標を測定することが可能となる。
本稿の構成は以下の通りである。次章では、本研究で用いるデータを紹介し、3 章では、
企業内格差の測定方法と年齢内格差と年齢間格差の分解について説明する。4 章では、分析
結果の紹介をして、5 章では、まとめと考察を行う。
２．用いるデータ
本研究では、健康保険組合の月次報告および年次報告データを用いて、実証分析を行う。
すべての健康保険組合は、厚生労働省の定めた項目に対して、月次報告および年次報告を
行う義務がある。このデータは、厚生労働省に対して情報公開請求を行うことにより入手
することが可能である。
データの期間は 2003 年度から 2007 年度の 5 年間であり、60 ヶ月分の月次報告データと
5 年分の年次報告データがある。この観測期間すべてに存在した健康保険組合の数は 1496
であり、これらの 1496 組合を分析の対象とする。
健康保険組合と企業は必ずしも 1 対 1 の関係ではないが 3 、本研究では、健康保険組合を
企業とみなして分析する。このデータにより、企業内の職場環境として、賃金所得の格差
を年齢内格差と年齢間格差に分割して捉える事が可能である。また、社員の健康を表わす
指標として、長期休業の発生率や死亡率を捉える事が可能である。
月次報告のデータの企業内の職場環境を捉える項目として、被保険者数（男女別）、異動
状況（加入者数・脱退者数）（男女別）、標準報酬月額別（39 の等級に分類）の被保険者数
（男女別）、平均報酬月額（男女別）
、平均賞与月額（男女別）、介護保険加入者の被保険者
数（男女別）
、平均報酬月額（男女別）がある。標準報酬月額等級の詳細は図表１の通りで
ある。標準報酬月額別の賃金分布から、企業内格差を捉える事が可能である。また、介護
保険加入者は 40-64 才の被保険者となっており、40-64 才の被保険者を高齢社員、それ以外
の被保険者を若年社員とすることにより、年齢間の効果を考慮することが可能となる。
月次報告データの健康に関わるデータとして、高額療養費、傷病手当金、埋葬料、出産
一時金、出産手当金の金額や件数、療養費の件数、金額、日数などが含まれている 。傷病
手当金は、疾病などに伴う長期休業時、有給休暇の期間を超えて賃金保証されない場合に
支払われる。傷病手当金支給率は、長期休業の発生率と捉える事が出来る。また、埋葬料
支給率により死亡率を捉える事が出来る。これらは社員の健康を表わす指標となる。
また、年次報告データには、男女別の被保険者の平均年齢が掲載されており、本研究の
分析に用いる。本研究で用いるすべての月次データは、年度ごとに 24 ヶ月の平均値を取る
ことにより、年次データとして分析を行うことにする。
3

健康保険組合は複数の企業により構成される場合もある。例えば、子会社やグループ会社とともに一つ
の健康保険組合を構成する場合がある。また、同じ業種の複数の企業や同じ地域の複数の企業によって、
一つの健康保険組合を構成する場合もある。本研究では、同じ健康保険組合を構成する複数の企業を疑似
的に一つの企業と見なしている。

2

（単位：円）
図表１

標準報酬月額等級の金額
（出所）各種資料より筆者作成
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３．企業内の年齢内格差と年齢間格差
本研究では、健康保険組合の月次報告データにおける標準報酬月額等級の分布を用いて、
企業内の賃金格差を評価する。従来の賃金格差の研究では、就業構造基本調査や賃金構造
基本統計調査など政府統計 4 を用いて分析しており、企業内の格差を包括的に測定すること
は非常に難しいとされていた。政府統計の個表データでは、個人属性（年齢、学歴など）
を観測することが出来るが、同一の企業に属するのかを特定することが出来ない。企業内
の格差を包括的に測定することは、健康保険組合の月次報告データを用いた研究の大きな
貢献である 5 。
健康保険組合データの欠点としては、政府統計のように、個人属性をコントロールする
ことが出来ない。年齢に関する情報としては、被保険者の平均年齢のみである。しかし、
介護保険加入者のデータを用いることによって、年齢による効果を読み取ることが可能と
なる。健康保険組合の 40 歳から 64 歳までの被保険者は、健康保険組合の介護保険に加入
することになっており、介護保険に加入する男女別の被保険者の数や平均給与を算出する
ことが出来る。40-64 歳の被保険者を高齢社員、それ以外の被保険者を若年社員と見なして、
企業内における年齢間の格差を捉える事が可能となる。
このデータから直接観測することの出来る変数は、企業内の賃金格差と年齢間の格差で
あるが、格差指標として（１）式のように定義される平均対数偏差MLD 6 を用いることによ
って、以下のような手続きによって年齢内格差を推定することが可能である。
まず、賃金の格差指標 MLD は、賃金の平均値 x の対数と賃金の対数平均値 log( x ) の差
として次式のように定義される。

MLD  log( x )  log( x)

・・・・・・
（１）

このように定義されるMLDを用いると、全体の格差をグループ内の格差とグループ間の
格差の和として以下のように表わされ、要因分解をすることが可能となる 7 。

全体の格差

＝

グループ内格差

4

＋

グループ間格差

所得格差の既存研究で用いられている政府統計の調査として、所得再分配調査（厚生労働省３年に一度）、
国民生活基礎調査（厚生労働省毎年）、家計調査（総務省毎月）、全国消費実態調査（総務省５年に一度）
があげられる。
5 健康保険組合のデータを用いて企業内の賃金格差を初めて包括的に分析した研究は齊藤・河野（2010）
である。齊藤・河野（2010）では、社会全体の賃金格差変化の要因分解をして、企業内格差の要因、企業
間格差の要因、構成要素変化の要因の寄与度を測定した。
6 格差を測定する指標として、ジニ係数が主流であるが、ジニ係数は、格差の要因分解には適していない。
企業ごとの賃金格差をジニ係数と MLD を用いて算出し、両者を比較すると相関係数は 0.95 を超える高い
値となっている。
7 補論 A を参照されたい。
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本研究では、グループとして企業内の年齢によるグループ（高齢社員のグループと若年
社員のグループ）を考える。次式のように企業内格差（ MLD g ）は、企業内の年齢内格差
（ MLD g _ ain ）と年齢間格差（ MLD g _ abet ）の和として表すことが出来る。年齢間格差
（ MLD g _ abet ）は（３）式のように高齢社員と若年社員の人数の割合（  ga ）と平均賃金（ x ga ）
を用いて求められる。年齢内格差は（２）式のように年齢グループごとの賃金格差（ MLD ga ）
の重み付け平均値である。健康保険組合のデータには、年齢グループごとの標準報酬月額
の分布のデータはなく、年齢グループごとの賃金格差を求めることは出来ないが、次式に
より、年齢内格差（ MLD g _ ain ）は、企業内格差（ MLD g ）と年齢間格差（ MLD g _ abet ）の
残差として求められるのである 8 。

企業内格差

＝

( MLDg )

年齢内格差
( MLDg _ ain )

＋

年齢間格差
( MLDg _ abet )

MLDg _ ain  a a1 ga MLDga ,

・・・・・・
（２）

MLDg _ abet  aa1 ga log( x g / x ga ),

・・・・・・
（３）

n

n

このように定義された企業内格差、企業内における年齢内格差と年齢間格差をそれぞれ
の企業に対して求め、観測期間（2003 年度から 2007 年度）における格差変化を算出する。
まず、男性の格差変化に注目する。企業内格差を拡大した企業が 7 割弱、年齢内格差を
拡大した企業が 8 割弱、年齢間格差を拡大した企業が 4 割弱の割合で存在することが確認
された（図表 2）。
企業内格差の拡大させる企業が多い中で、年齢内格差の拡大による寄与が大きいことが
分かる。終身雇用型年功序列賃金から成果主義導入への変化は、年齢内格差の拡大と年齢
間格差の縮小をもたらしたと予測され、図表２の分析結果は、個々の企業において、成果
主義の導入が進んでいることが示唆される。
では、このような賃金体系の変化はどのような企業において進められてきたのであろう
か。また、そのような賃金体系の変化は社員の健康へどのような影響を与えたのだろうか。
次章では、実証分析の結果を紹介する。
本研究では、特に男性の企業内格差の変化に注目しているが、女性の企業内格差の変化
についても、同様の傾向が確認された（図表３）。女性の勤務体系には、短時間勤務など、
多様な働き方があると考えられる。そのため、女性の格差変化と健康への影響は補足的に
確認を行うにとどめている。

年齢間格差の効果は、年齢グループに 2 つに分割した効果のみが反映されている。仮に、さらに細かく
年齢グループに分けて分析できた場合に比べ、小さく見積もられている可能性がある。

8
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図表２

男性の企業内格差の変化
（出所）筆者作成

図表３

女性の企業内格差の変化
（出所）筆者作成
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４．分析結果
４．１．分析に用いる指標
本研究では、職場環境と社員の健康の関係を分析するが、職場環境として特に企業内の
賃金格差に注目する。前章で説明したように、健康保険組合のデータから、企業内の賃金
格差、年齢内格差、年齢間格差が求められ、企業内の賃金格差は個々の企業の賃金体系の
変化を反映している。他の職場環境を表す指標としては、女性比率、退職率、平均年齢、
平均給与、企業業績などを考える。それぞれの変数は以下のように定義する。平均給与は
標準報酬月額の分布から算出された平均値である。平均給与、平均年齢の値は、健康保険
組合のデータをそのまま用いている。また、企業業績は賞与の比率の変化により定義する。
企業の業績が向上した場合、短期的には賞与の比率を上昇させると考えられるからである。
女性比率 ＝ 女性の被保険者数 / 全体の被保険者数
退職率 ＝ 脱退者数 / 被保険者数
企業業績 = 平均賞与額 / 平均給与額 – 前期平均賞与額 / 前期平均給与額
社員の健康を表す指標として、長期休業率と死亡率を考える。長期休業率の変数として、
傷病手当金の支給率を用いる。傷病手当金は、疾病に伴う長期休業時、賃金補償されない
被保険者へ支給される手当金である 9 。死亡率の変数としては、埋葬料の支給率を用いる。
埋葬料は死亡した被保険者の家族からの申請により支給されるものである。
長期休業率 = 傷病手当金支給件数 / 被保険者数
死亡率 = 埋葬料支給件数 / 被保険者数
これらの変数の 2003 年度から 2007 年度までの推移を確認する。
図表４は、女性比率の推移を表わしている。2003 年度から 2007 年度の間に、女性比率
は 24.9 %から 25.6%まで増えていることが分かる。女性の社会進出が伺える。
この期間において、女性の平均年齢は男性に比べて大きく上昇した。図表５より、男性
の平均年齢は 0.4 歳上昇したのに対して、女性の平均年齢は 1.3 歳上昇したことが分かる。
このことは、定年を迎える女性の比率が男性に比べて少ない一方で、女性の平均的な勤続
年数が長くなったことを示唆している。
次に、平均給与の変化を確認する（図表６）。健康保険組合データの平均給与は平均賞与
を除いた値により定義されている。男女ともに平均給与は増えているが、女性の上昇率の

9

企業によって有給休暇の支給日数や賃金保証の制度が異なっているため、傷病手当金の支給率から推測
される長期休業発生率にはノイズが含まれている。

7

方が高く、男性の平均給与を基準とした女性の平均給与の値（男女比）は 59.0％から 60.0％
に上昇した。さらに、2003 年度から 2007 年度までの期間は、景気拡大期となっており、
平均給与に対する平均賞与の割合は男女ともに増えていることが確認された（図表７）。

図表４

女性比率の推移
（出所）筆者作成

図表５

平均年齢の推移
（出所）筆者作成
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図表６

平均給与の推移
（出所）筆者作成

図表７

賞与の比率の推移
（出所）筆者作成
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次に、賃金格差の推移を確認する。前章では、企業内格差、年齢内格差、年齢間格差が
拡大した企業の割合を確認したが、ここでは、それらの値の平均値がどのように推移して
いるかを確認する（図表８－１０）
。平均値から見ても、企業内格差の拡大、年齢内格差の
拡大、年齢間格差の縮小が確認される。また、男性の企業内格差は、女性よりも大きいが、
男性の年齢間格差が大きいことに起因すると考えられる。
最後に、社員の健康を表わす指標の変化を確認する（図表１１）。図表より、長期休業率
は 0.18％から 0.23%まで増えていることが分かる。一方で、死亡率は 0.011%から 0.010%
まで減っていることが確認された。
死亡は確率的に非常に低いイベントであるが、長期休業率が上昇していることは、近年
指摘されている「うつ病などの精神疾患による長期休業者の増加」と整合的な結果である
と言える。

図表８

企業内格差の平均値の推移
（出所）筆者作成
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図表９

年齢内格差の平均値の推移
（出所）筆者作成

図表１０

年齢間格差の平均値の推移
（出所）筆者作成
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図表１１

平均給与の男女比率の推移
（出所）筆者作成

以上のように、女性の社会進出、企業内格差の上昇といった職場環境の変化とともに、
長期休業率が上昇しており、原因を明らかにすることが重要である。社員の健康は、どの
ような要因と関係しているのだろうか。成果主義は、インセンティブ・メカニズムとして
有用である一方で、社員の健康を害するような弊害が引き起こされていないであろうか。
図表１２は本研究で考える職場環境から社員の健康への経路を示している。４．２章は
図表１２の（１）に対応し、企業内格差の規定要因を分析する。どのような企業において、
成果主義を導入のような賃金格差の変化が生じているのかを分析する。４．３章は（２）
に対応し、賃金格差を含めた職場環境と社員の健康の関係を分析する。
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図表１２

企業内の環境から社員の健康への経路
（出所）筆者作成

４．２．企業内格差の規定要因
本章では、どのような企業において、成果主義の導入のような賃金体系の変化がおきて
いるのかを分析する。ここで、成果主義の導入の企業を、年齢内格差を拡大、年齢間格差
を縮小した企業と定義する。
具体的には、企業の賃金体系の指標である年齢内格差と年齢間格差を被説明変数、他の
職場環境を説明変数として、以下の線形方程式を考える。αおよびβは説明変数の係数で
ある 10 。
年齢内格差 = α1×平均年齢 + α2×女性比率 + α3×退職率 + α4×平均給与
+ α5×企業業績 + 定数項 + 誤差項
年齢間格差 = β1×平均年齢 + β2×女性比率 + β3×退職率 + β4×平均給与
+ β5×企業業績 + 定数項 + 誤差項
回帰分析の結果の詳細は補論Ｂに示しているが、説明変数の有意性（５％有意水準）は
図表１３の通りである。
10

男性と女性では、賃金体系が異なる場合が考えられるので、男女別に賃金格差の回帰分析を行う。
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まず、企業内の平均年齢が高いほど、年齢内格差が大きく、年齢間格差が小さいことが
確認された。本研究では、年齢グループ内の格差は直接観測できないが、既存研究では、
年齢が高いほど格差が大きいことが指摘されており、年齢グループ内格差の高い高齢社員
の割合が大きいことに依存すると考えられる。また、高齢社員が多いほど高齢社員の賃金
上昇に抑制力が働き、年齢間格差が小さくなると考えられる。一方、女性比率については、
女性比率が高いほど、年齢内格差、年齢間格差ともに大きいことが確認されている。
以上のような平均年齢や女性比率による要因をコントロールしたうえでも、企業業績が
良い企業では、年齢内格差が小さく、男性については、年齢間格差が大きいことが分かる。
企業業績が良い企業ほど、従来型の賃金体系を維持していることが伺える。この傾向は、
業種による効果をコントロールしても変わらないことも確認されている。

図表１３

企業内格差の規定要因の有意性
（出所）筆者作成

４．３．企業内格差と社員の健康
次に、賃金格差を含めた職場環境と社員の健康の関係を分析する。具体的には、以下の
ように、長期休業率と死亡率を被説明変数とし、賃金格差を含めた職場環境を説明変数と
して、線形方程式の回帰分析を行う。αおよびβは説明変数の係数である 11 。
長期休業率 = α1×年齢内格差（男） + α2×年齢内格差（女）
+ α3×年齢間格差（男） + α4×年齢間格差（女）
+ α5×平均年齢 + α6×女性比率 + α7×退職率 + α8×平均給与
+ α9×企業業績 + 定数項 + 誤差項
死亡率

= β1×年齢内格差（男） + β2×年齢内格差（女）
+ β3×年齢間格差（男） + β4×年齢間格差（女）
+ β5×平均年齢 + β6×女性比率 + β7×退職率 + β8×平均給与
+ β9×企業業績 + 定数項 + 誤差項
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４．2 章のαおよびβとは異なる変数であるが、便宜上、同じ表記をしている。
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回帰分析の結果の詳細は補論Ｂに示しているが、説明変数の有意性（５％有意水準）は
図表１４の通りである。
まず、賃金格差以外の要因としては、平均年齢が高いほど、長期休業率、死亡率ともに
高く、社員の健康状態が悪いことが確認される。また、平均給与が高いほど、女性比率が
高いほど、長期休業率、死亡率ともに低く、社員の健康状態が良いことが確認され、河野・
齊藤（2010）と同様の結果が得られた。
平均年齢による効果については、自明な結果が得られたと言える。平均給与による効果
は、社会疫学の観点から指摘されている「富と健康の正の相関」と整合的な結果である 12 。
女性比率については、男女別の健康状態が把握できないので、正確なことは言えないが、
女性比率が高いような社内環境において、男女ともに社員の健康状態が良くなると考える
ことも可能である。一方で、企業業績と社員の健康の間には、直接的な有意な関係は観測
されなかった 13 。
次に、企業内の賃金格差に注目する。前述の賃金格差以外の要因をコントロールした上
でも、長期休業率は、男性の年齢内格差が高いほど高く、年齢間格差が低いほど高いこと
が確認された。成果主義を導入するような企業において、長期休業にみる社員の健康状態
は悪いことが示唆される。死亡率においては、男女ともに年齢内格差が大きいほど死亡率
が高いことが確認されたが、年齢間格差については、有意な結果は得られなかった 14 。

図表１４

長期休業率と死亡率の回帰分析の有意性
（出所）筆者作成

４．２章の結果と合わせると、業績が悪い企業において、成果主義の導入が進み、社員
の健康を害していることが伺える。成果主義導入の弊害が生じていると考えられる。

Marmot and Shipley (1996)を参照。
企業業績が社員の健康に与える影響については、直接的な影響と企業内格差を経由する間接的な影響を
考える必要がある。間接的な影響をコントロールすると直接的な影響は有意な関係が観測されなかった。
14 ４．２章で確認した通り、賃金格差は内生変数として捉える必要がある。図表１４の結果は単純な回帰
分析の結果であるが、操作変数法を用いて、内生性をコントロールした上でも、同様の結果が確認されて
いる。ここで、操作変数として、1 期前の企業内格差の変数を用いた。
12
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５．まとめと考察
本研究では、2003 年度から 2007 年度における職場環境の変化を確認し、社員の健康と
どのような関係があるのかを分析した。職場環境として特に、企業内の年齢内格差に注目
し、賃金体系の変化がどのような企業でおこっているのか、賃金体系の変化と社員の健康
との間にはどのような関係があるのかを分析した。
分析の結果、以下のことが確認された。2003 年度から 2007 年度までの観測期間の間、
女性比率は上昇し、女性の平均年齢は大きく上昇した。男性の平均給与を基準とした女性
の平均給与の値も増えた。女性の社会進出、勤続年数の長期化が起きていると考えられる。
また、給与に対する賞与比率が増え、景気拡大期であることが伺える。さらに、企業内に
おける年齢内格差は拡大、年齢間格差は縮小し、成果主義の導入の動きが伺える。一方で、
社員の健康状態を表わす指標として、長期休業率は増えており、「うつ病などの精神疾患に
よる長期休業者の増加」と整合的な結果である。
職場環境と賃金体系の関係を観測すると、業績の悪い企業ほど、年齢内格差拡大、年齢
間格差縮小し、成果主義導入の動きが観測される。また、このような企業において、社員
の健康状態が悪いことが確認された。成果主義の賃金体系導入により社員の健康を害する
という弊害が生じていることが示唆される。
団塊世代の定年退職のよる労働力人口の減少を契機に、人的資源の維持・管理の問題は
重要視されているが、少子化の影響により、より長期的に取り組むべき課題となる。成果
主義導入の動きは、インセンティブ・メカニズムにより社員の士気を高め、短期的に業績
を向上させる特効薬として期待されてきたことに起因する。しかし、成果主義導入による
弊害は数多く指摘されており、本研究で確認された社員の健康への影響は直視すべき課題
である。
社員の健康の管理は、短期的にはコストを伴う場合もあるが、労働生産性の向上、企業
業績につながり、長期的には企業の持続可能性につながっていく。成果主義の導入の是非
を論じるだけでなく、社員の健康の維持を生産性の向上の施策として、前向きにとらえて、
さらなる施策が求められている。
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補論Ａ．格差の要因分解
格差を表わす指標として複数の指標が存在する。最も代表的な指標はジニ係数であろう。
ジニ係数はローレンツ曲線と 45 度線（均等分配線)で囲まれる部分の面積の２倍の値により
定義されるシンプルな指標である。一方で、ジニ係数の問題点として、格差の寄与度分析
には向いていない点がある。例えば、全体をグループに分割した時、格差がグループ内で
生じているのか、グループ間で生じているのか、分解することが出来ない。
格差の要因分解に威力を発するのが、平均対数偏差（ＭＬＤ）である。ＭＬＤは（１）
式のように定義され、ジニ係数と非常に相関の高い値となっている。

MLD  log( x )  log( x ),

・・・・・・・・
（１）

（１）式は（２）式のように（３）式で定義されるグループ内格差と（４）式で定義さ
れるグループ間格差の和と等価である。（３）
’式と（４）
’式の和は（１）式に等しいこと
から確認される。
グループ内格差はグループごとの格差の重み付き平均値、グループ間格差はグループご
との平均値の重み付き格差である。
（２）式の全体の格差をすべての企業の従業員の格差と考えて、企業のグループを考え
れば、全体の格差を企業内の格差と企業間の格差に要因分解できる。
（２）式の全体の格差
を企業ごとの格差と考えて、企業ごとの年齢グループを考えれば、企業ごとの年齢内格差
と年齢間格差に分解することが出来る。

MLD  MLDin  MLDbet ,

・・・・・・・・
（２）

MLDin  g 1 g MLDg
ng

・・・・・・・・
（３）

  gg1 g log( x g )   gg1 g log( x g ) ,
n

n

MLDbet   gg1 g log( x / x g )
n

・・・・・・・・
（３）
'
・・・・・・・・
（４）

 log( x)   gg1 g log( x g ),
n

・・・・・・・・
（４）
'

前者については齊藤・河野（2010）で分析し、全体の格差変化において、企業内格差の
変化の寄与度が大きいことを示した。（２）式の変化は（５）式のように表わすことが可能
であり、格差変化のグループ内とグループ間の寄与度を示すことが出来る。さらに、格差
変化の寄与度は、（６）式および（７）式のように純粋効果と構成変化の効果に分けること
が可能であり、変化の寄与度の分析を行った。
一方、本研究の 3 章では、後者について分析している。年齢グループを考えて、年齢内
と年齢間の格差を評価する。年齢内格差は直接観測できないが、年齢間格差の残差として
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算出可能である。しかし、格差の変化については、齊藤・河野（2010）の場合と異なり、
グループ内格差を残差としてのみ捉えられているため、純粋効果と構成変化の効果に分解
することは出来ない。

MLD  MLDin  MLDbet ,

・・・・・・・・
（５）

MLDin  g g1 g MLD g  g g1  g MLD g ,

・・・・・・・・
（６）

MLDbet   gg1 g  log( x / x g )   gg1  g log( x / x g ),

・・・・・・・・
（７）

n

n

n

 g   g ,t   g ,t 1 ,

n

 g  ( g ,t   g ,t 1 ) / 2,

MLD g  MLD g ,t  MLD g ,t 1 ,

MLD g  ( MLD g ,t  MLD g ,t 1 ) / 2,

 log( x / x g )  log( xt / x g ,t )  log( xt 1 / x g ,t 1 ),
log( x / x g )  (log( xt / x g ,t )  log( xt 1 / x g ,t 1 )) / 2 .
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補論 B．回帰分析の結果
本章では、４章の回帰分析の詳細を示している。ｚ値の絶対値が 2 以上の場合、４章の
図表１３と図表１４の有意性（５％有意水準）として記される。係数およびｚ値の符号が
有意性の符号と一致する。また、Ｐ値は有意確率を示している。
図表１と図表２は４章の図表１３に対応しており、図表３と図表４は４章の図表１４に
対応する。

図表 1 企業内格差の回帰分析結果
（出所）筆者作成

図表２

企業間格差の回帰分析結果
（出所）筆者作成
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図表３

長期休業率の回帰分析結果
（出所）筆者作成

図表４

死亡率の回帰分析結果
（出所）筆者作成

既存研究では企業内格差の年齢効果を扱っていない 15 。企業内格差を年齢グループに分離
せずに回帰分析した場合の結果を図表５に示している。長期休業率は、年齢内格差と年齢
間格差の効果が異なるため、年齢効果を考慮せずに回帰分析をした場合には、企業内格差
の有意な結果は得られないことが確認される。

15

河野・齊藤（2010）を参照。
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図表５

年齢効果を除いた分析結果
（出所）筆者作成
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