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はじめに 

 

本書は立命館大学産業社会学吉田ゼミ３回生による共同調査報告書である。私のゼミでは、

2000 年以来、人事労務管理の変化が社会人の働き方や生活に与える影響を明らかにするために

インタビュー調査を実施してきた。立命館大学では 8 回め、過去に所属していた横浜市立大学お

よび香川大学での実施を含めると今回で 19 回めとなる。2000 年に第 1 回を開始したので、ちょう

ど 20 年目ということにもなる。 

今年度は、コロナ禍ということもあり例年とは全く異なるゼミ運営を強いられた。春学期のゼミは全

て ZOOM を用いたオンラインでの実施となった。学生どおし面識がないまま文献講読を行い、また

議論するというのはなかなか大変ではあったが、ブレイクダウンルームなどの機能を使い、ゼミはオ

ンラインでもできないわけではないということが判明した。ただ、呑み会や合宿などゼミ生どおしの

交流をはかる機会が作れなかったのは、非常に残念であった。 

インタビュー調査も全面的にオンラインで行うこととなった。初対面の方とオンラインでインタビュ

ーするというのは対面とは異なる緊張感をもつことになるし、どこまで深い話を聞くことができるのか、

またラポールを形成することができるのかなどの点では懐疑的にならざるをえないが、しかし他方で

必要最低限の情報の収集についてはどうにか行え、また空間的な制約を越えてインタビューが実

施できたという点では特筆すべきであろう。これまでの調査では近隣の人たちにしかインタビューで

きなかったが、今回は北は北海道から南は熊本までと、地域的広がりをもった調査となった。また、

全国に散らばるゼミの卒業生という人脈を活用することできたということで、コロナ禍が終わったとし

ても引き続きオンラインでの調査も併用できればと考えている。 

秋学期以降は対面に戻したが、夏合宿や当初予定していた関東三大学とのインカレが中止とな

り、引き続きゼミ生間の交流を促進するイベントは実施できなかった。それでも対面の授業を実施し

ていくなかで交流も一定できたように思う。ただ、授業のオンライン「禍」として、欠席や遅刻が目立

ったことが気になった。オンデマンドの授業が増え、登校する機会も減るなかで、パンクチャルな意

識が欠如するなどの副作用をもたらしていないか心配である。 

さて、私のゼミでインタビュー調査を実施してきたのには、三つの狙いがある。一つは机上で学

んできた産業社会学や人事労務管理に関する専門的な知識を、実際に働いている人たちの声を

聞くなかで、我がものとしてもらうということである。社会人として働くということは学生たちにとって遠

い世界での話であり、テキストを使って学んだとしても、なかなか実感できるものではない。 

確かにアルバイトを通して労働経験をしている学生も多いが、しかし日本の企業における処遇制

度や働き方は正規と非正規で大きく異なっている。したがって文献を通して得た知識と学生が体験

しているアルバイトとの間には相当の距離があり、そこを埋めておくことが重要になる。日本的な人

事労務管理とはどのようなものかを文献を読んで学んだうえで、実際に働いている人はどのような

働き方でどのよう感じているのかを、インタビュー調査を通じて知り、その理解を深めてもらいたいと

いうことである。望むらくはこの経験を通して卒業論文へとつながる専門性を育んでもらいたいとい

うのが、このインタビュー調査での一つのねらいということになる。 

第二には、これから就職活動を迎えるというゼミ生たちに大学生らしい知的経験をしてもらい、そ

の中で「コア」となる能力を身につけてもらうことである。それを私は「調査力」と名付け、その涵養を
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ゼミ生たちに促すことにしてきた。調査力とは、情報探査力、コミュニケーション能力、文書作成能

力、読書力など、まずは様々な知的能力を総合した能力である。しかし、単に知的能力というだけ

ではない。インフォーマントとのアポイントメント、適切なインタビューにおける受け応え、グループに

おける討論、調査結果のプレゼンテーション等、社交的な能力も必要とされる。これらこそ社会人と

して求められている能力なのである。したがって、ゼミ生がインタビュー調査を一通り経験するなか

で、知的能力や社会人力を高め、就業力（エンプロイヤビリティー）へと結びつけてもらうことを狙っ

ている。 

そして第三には、このインタビュー調査に OB・OG 訪問的な機能を託したいということである。私

が大学を卒業した 30 年数年前には、就職活動の一つとして会社訪問というインフォーマルな活動

があった。大学４回生の夏休みからスタートする正式な就職活動の前に、志望企業で働いている

若手・中堅の方々の話を伺っていた。就職活動にあまり熱心ではなかった私自身も、大学のゼミや

サークルの先輩のつてをたどって、何人かの卒業生と接触する機会があり、それがその後の就職

活動や人生の中で多いに役立ってきた。企業の雰囲気を知り、将来的にどのような仕事をすること

になるのか、またどのような社会人になりたいのかというキャリアを考える端緒となったのである。 

しかし、1990 年代の後半になると、会社訪問という活動が就職活動から消えていった。この時期、

大学名不問の開かれた採用を企業が喧伝するようになっていた。母校の先輩・後輩関係でおこな

われることの多い会社訪問は、特定の有名大学の学生が有利になり、それ以外の学生にとっては

不利になるので行うべきではないという考え方がでてきたのである。ちょうど指定校制度がなくなっ

た時期にも重なる。また、インターネットを活用した広報や情報収集が始まった時代でもある。学生

たちにとっても企業風土などの情報が匿名掲示板や SNSを通じて手軽に手に入るようになり、会社

訪問の必要性も感じられなくなっていったのかもしれない。 

理由はともあれ、就職活動の一環としての会社訪問は 21 世紀に入ると消滅した。これは残念で

あり、ゼミの共同調査に会社訪問の代替的な機能を託したのである。つまり、社会人に生の声を聞

き、自分の将来のキャリアや働き方を再考する契機とし、そして望むらくは職業人生のモデルとなる

ような人との出会いがあればと思い実施してきた。そして、それが今年度はオンラインとなった。就

職活動もオンライン化が増えているなかで、これは時代にあわせた変化とすべきであろうか。 

これまでの課題に加え、オンライン化による新たな課題を沢山抱えながらも、どうにか今年度も最

終報告書を作成することができた。インタビュー調査にご協力いただいたインフォーマントの方々に

は感謝するとともに、多くの方にご高覧賜わり、ご意見・ご感想をいただければ幸いである。 

 

 

2021 年１月 14 日 

立命館大学産業社会学部教授 

吉田 誠 
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第 1章 転職に対する考え方 

転職のタイミングとは 

 

名前 相庭有沙 

 

はじめに 

本報告において明らかにしたいことは、転職に対する考え方についてである。近年、転職

に対する考え方が世の中で変わってきている。転職に対してネガティブなイメージを持っ

ている人も存在する中、実際どれほどの人が転職をしているのか。日経新聞の記事「転職後

賃金増、最高の 36.6％」（2015 年 8 月 28 日）では、転職後の賃金についての記事が掲載さ

れている。厚生労働省が発表した 2014 年の雇用動向調査によると、転職後に賃金が増えた

人の割合は前年比 4.8 ポイント増の 36.6％で、比較可能な 04 年以降で最も高かった。この

ように転職によって良い変化があった人々は増加している。 

 また、2017 年 5 月 25 日の日経新聞には、転職理由について紹介されている。それによれ

ば、求人大手のインテリジェンスが転職希望者を対象に実施した調査によると、転職理由に

「給与に不満」「残業が多い」「U・Iターン」を挙げた人の割合が半年前に比べ増えた、と

のことである。今の職場から抜け出したいというよりも、より良い条件・環境で働きたいと

考える人が増加したことの表れではないかと考える。 

 また、2019 年 2 月 8 日の日経新聞夕刊には「入社前から転職活動」という記事がある。

それによると、若者の転職活動が早まっており、中には内定してすぐ次の職場を探す学生も

出てきたということである。 

 このような、はじめから転職を考えて働き始める人がいるように、人々の転職に対する考

え方は大きく変わってきているように思える。そこで、転職に関するマクロ的な状況がどの

ようになっているのかを政府統計や各種調査によって示していきたい。 

 

第 1節 データで見る転職 

 転職に関する統計データとしては、転職者数の推移を示す総務省統計局のデータがある。

それによると、2002 年～2019 年までの転職者の推移は図表 1のようになっている。2008 年

から 2010 年にかけて大きく減少しているのは、リーマンショックによる影響である。しか

しその後、2011 年以降からは緩やかに増加し、2019 年は 351 万人と比較可能な 2002 年以

降で過去最多となっている。また女性の方が、転職者が多いことが分かる。 
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図表１ 転職者数の推移 

 

 出所：総務省統計局（2020） 

 

 

図表２ 転職者比率 

 

出所：総務省統計局（2020） 

 

次に転職者の比率について紹介しよう。総務庁統計局が公開しているデータでは、図表 2

の通りである。図表 2から、どの時代も 15～24歳という若者の転職率が高いことが分かる。

2008 年のリーマン・ショック発生後はその比率が低下しているものの、その後徐々に比率

が戻り始めている。また 25～34 歳の比率も戻り始めていることから、転職は 20 代後半か

らする人が徐々に増加していることが分かる。 

では、転職を考え始めるきっかけは何だろうか。それを示したものが図表 3である。 
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図表３ 転職を考え始めたきっかけ（複数回答可） 

 

出所：エン・ジャパン株式会社（2020） 

 

このグラフは、人材採用・入社後活躍のエン・ジャパン株式会社が運営する『エン転職』

上でユーザーを対象に行った 11400 名のアンケートの中で、「転職を考えている」と回答し

た人に向けた質問の結果をまとめたものであり、複数回答可となっている。グラフは上から

40代以上、30代、20代の回答である。 

 最も多かった回答が「やりがい、達成感を感じない」であり、全体を平均しても 4 割の

人々が転職を考える理由として挙げている。その他にも「自分の成長が止まった・成長感が

ない」といったような、自分の成長に繋げるためのポジティブな理由で転職を考える人が多

いことが分かる。 

しかし、同様に「給与が低い」「評価・人事制度に不満があり」「人間関係が悪い」といっ

たネガティブな理由の割合も、どの世代においても多い。以上から、転職を考える理由を大

きくふたつに分けると「自分の成長のため」「今の環境を改善するため」となる。 

 

 

 

第 2 節 インタビュー調査より 

 本節では、今年の夏に行ったインタビュー調査の結果から、転職についての実態を探る。

インタビュー調査には 12 人の方々に協力していただいた。そのうち過去に転職を経験して

いる人は 5 人、2回以上の転職を経験している人が 4 人、転職を経験していない人の中で、

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

やりがい・達成感を感じない
給与が低い

⼈間関係が悪い
⾃分の成⻑が⽌まった・成⻑感がない

評価・⼈事制度に不満があり
社⾵や⾵⼟が合わない

業界の将来性に不安を感じる
企業の実績に不安を感じる

残業・休⽇出勤など拘束時間が⻑い
待遇（福利厚⽣等）が悪い
⾃分の体調が悪くなった
他にやりたいことができた

不本意な退職をした
不本意な異動・転勤をした

結婚・出産・介護など家庭の事情
その他

40代以上 30代 20代
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転職をするか悩んだことのある人が 4人という結果になった。これを見ただけでも、今の社

会を働く人々にとって転職はとても身近な存在であることが分かる。 

 次に転職の考え方についてのインタビューを紹介する。転職経験ありの中で、「転職はど

んどんした方が良いと思っています。」（S.L 氏 30 代男性）と転職に対してポジティブに捉

えている人もいるが、「もちろん終身雇用とかいう中で、ひとつの会社を勤め上げるという

ことは理想的な考えなんですけど」（R.J 氏 30代男性）というように、本来理想的な形は終

身雇用という考えの人もいた。 

では、転職を経験したが転職ついてネガティブに捉えている人はいるのだろうか。R.J 氏

（20代男性）は、「年功序列な会社が多いと思うので、大きい会社で年功序列観も少しある

ので実力と収入が見合わない面があるのかなと。そこがデメリットと思いますね。」と話し

ていた。R.J 氏は転職をすること自体をネガティブ捉えているわけではないが、転職による

デメリットが、実力が給料に反映されないという現在の悩みにもつながっているそうだ。 

 次に転職経験のない人々の考えを紹介する。転職経験のない人々は、全体的に転職をポジ

ティブに捉えている人がほとんどだった。理由として、「身近にも転職何回もしてステップ

アップしてる人がいるので、そういった意味でも転職に対するネガティブさっていうのは

ないですね。」（J.S 氏 30代男性）「違った仕事をすることは単純に多くの経験を積める、多

くのスキルやノウハウが身につくといったことがあるからですね。」（J.R 氏 30 代男性）と

いったように、転職は自身の成長につながるものと考えている人が多いことが挙げられる。 

 しかし、誰もが転職をするべきではないという意見もあった。「今は、転職も選択肢に入

れないと淘汰されてしまうと思う。でも、いまの会社が嫌だからとか、いまの環境に不満だ

からとか、ネガティブな転職は考えるべきではない。5 年後 10 年後こうなりたいとかポジ

ティブな転職はどんどんやるべき。」（S.J 氏 30代男性）「自分は最終学歴がそこまで良くな

いと感じています。学歴が良い友人もいますが、彼らは採用枠が違います。そういった人た

ちはやめることが多く、その先を見ていると良い企業に就職していることが多いので、キャ

リアがある場合には転職は良いことなのかなと思います。」（X.X 氏 30代男性）このように、

周りの環境や人に対してネガティブな意見を持っていたり、学歴やキャリアがない場合は

転職をするべきではないと述べていた。 

以上をまとめると、転職をすること自体にネガティブなイメージを持っている人はいな

かった。しかし、転職はするべきだ、転職はだれにとっても良いことである、というわけで

はない。自身のキャリアアップを目的とする転職や、転職をしないと得られない経験や成し

遂げられない目標があるなら転職をすべきだという意見が全体の多くを占めていたように

感じる。 

しかし図表 3を見て分かるように、実際に転職を考える理由として、人間関係の悪化や社

風に合わないといったネガティブな理由も多く挙げられている。ポジティブな理由で転職

をするべきという理想と、ネガティブな理由を抱えているという現実が併存しているとい

うことが分かった。このギャップについて、どのように捉えればよいのか。ネガティブな理

由を持った転職はすべきでないのだろうか。それぞれ意見を述べてくれたインフォーマン

トについて、他の質問と関連づけて考えることにした。 
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第 3 節 インフォーマントの経歴 

 まずは、第 2節で紹介した S.J 氏（30代男性）について説明する。S.J 氏は転職経験がな

く、過去に転職をしようと思ったこともない。就職活動の際も、幅広い分野の職種の中から

自分がなんとなく興味を持った今の会社を選んだそうだ。今後のキャリアについては、「45

歳くらいの時には、社長の目線で会社の人と組織を躍動させる社員になっていたいな。グロ

ーバルの目線でも海外でも活躍できる会社にしたい。海外の組織とコラボして色んなもの

を開発していきたい。あとは、営業部門で人事に携わりたいとか、社長になるために足りな

いものを身につけていきたいと考えています。」と話していた。このような話から、入社の

際に大きな目標があったわけではないが、その後に今の会社での目標を定め、それに向かっ

て仕事をしていると考えられる。自分の将来のキャリアについて、年齢や具体的な内容まで

目標を定めている点が特に印象的であった。 

次に、転職経験のある R.J 氏（30代男性）について説明する。R.J 氏は過去に二度の転職

を経験している。二社目から現在への転職について「二社目に関しましては、政策提言や企

業として世の中にインパクトを与えることができるということが大きいですが、それは前

向きな考えで、正直後ろ向きな意見というものもございまして、業務負荷の違いがありまし

て、負担が軽いということを感じていまして、働きやすいですし楽だなということは感じて

いまして、こういったぬるま湯のような環境に身を置くと自分自身腐っちゃうんじゃない

かという気持ちがしてもっとハードに働きたいというような思いがあり」と話している。こ

のように R.J 氏は、自分の成長のためというポジティブな理由で転職をしている。R.J 氏は

学生時代、「とにかく大手のデベロッパーに入ってまちづくりをやりたいんだという強い思

いがありまして」というように自分のやりたいことが定まっており、大学 2回生の頃からそ

のために資格の取得やインターンシップへの参加など、就職活動をしてきたそうだ。 

S.J 氏と R.J 氏の話をまとめると、自分の決めた目標がその会社で達成できるかどうかに

よって、転職をするかどうかに繋がるということが分かった。S.J 氏は一社目の会社の中で

自分のやりたいことを見つけ、それを目標としているため、転職を経験していない。一方で

R.J 氏は、前の会社では自分の目標が達成できないと感じたため転職を決意した。第二節で

紹介した X.X 氏（30 代男性）も、今の会社での目標を定めており、転職は考えたことがな

いそうだ。 

では、ネガティブな理由で転職をした人はどうだろうか。R.J 氏（20代男性）は、前社が

いわゆるブラック企業であったため転職したと話しており、ネガティブな理由での転職と

なる。しかし現在の会社には満足し、転職にも肯定的な意見を持っている。R.J 氏は仕事の

モチベーションについて、「前職では、休みたいが先行していたので休みまで頑張るという

短期的なモチベーションだったので、そう考えると今は長期的なモチベーションではある

ので変わったなと思います。」と話している。また、今後のキャリアについても今の会社内

での細かい目標を定めており、そのために努力していると述べていた。このように転職の理

由がネガティブだったとしても、新たな職場で自分のモチベーションとなるもの、目標をつ

くることができれば、その転職は自身の成長に繋がる。つまり転職の理由が問題なのではな
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く、転職後にどのように行動するのかが重要であると考えた。 

今まで紹介してきた人は現在の会社に満足している人々の話だが、現在の会社に不満を

持ちつつも転職経験のない J.R 氏（30 代男性）について説明する。J.R 氏は、就職活動の

際、自己分析をあまりしなかったため自分のやりたいことが見つからず、もっと深めておく

べきだったと話していた。また、転職を考えたタイミングについて、「この会社では長時間

労働になるので、ワークライフバランスが崩れていると感じたからですね。あとは、勤務年

数が低い頃は給与水準が低くて、今後の生活が不安になったからですね。また、サービス業

というのは、広く浅くといったイメージがあるので、特定のスキルや資格が出にくいことも

あり、この会社にいても、別の会社や組織で通用するだけの能力が身に就くのか不安になっ

たからですね。」と話している。環境や条件を変えたい、今のままでは不安といったような

ネガティブな理由が多い印象である。また、J.R 氏は今後どのようなキャリアを歩んでいき

たいかという質問に対して「特にありません」と回答していた。他にも、第 2節でも紹介し

た J.S 氏（30代男性）は、J.R 氏同様、今の会社に不満はあるが転職経験はないと述べてお

り、今後どのようなキャリアを歩んでいきたいかという質問に対して「うちの会社でいくと

役職者がめちゃくちゃ少なくて、課長っていうところに負荷がかなりかかっていて。一応手

当は出るけどまあ全く見合ってないですね。…中略…なんで好き好んで役職者にはなりた

くないかなーという感じで」と話している。このように、今の会社に不満がある人は、今後

自分がどのようなキャリアを歩んでいきたいかという会社内での明確な目標が定まってい

ないという共通点が見つかった。 

 以上をまとめると、職場選びの最も重要なポイントは「会社内で自分の目標を定め、将来

のキャリアを描くことができるか」であるといえる。転職を悩んでいる人は、転職の理由が

ネガティブであったとしても、次の職場で自身の理想とするキャリアを歩んでいけると感

じるのなら、転職はその手助けとなるだろう。しかし年功序列賃金制度である会社では、賃

金が思うように上がらないというデメリットもある。賃金を重視する人なら、今の職場で定

年まで働くようなキャリアを描けるかどうかということを 20代のうちに考え、決断してお

くことが必要なのではないかと考える。 

 

おわりに 

 インタビュー調査に協力してくださったインフォーマントの経歴や考え方を関連づける

ことで、様々な共通点を見つけ出すことができた。転職に対する考え方は、昔と比べて世の

中全体で肯定的になってきているという印象はあるが、実際には終身雇用を理想と考え、転

職に対して否定的なイメージを持っている人も少なからず存在するだろう。しかし今回イ

ンタビュー調査に協力してくださった中で転職経験者は、自身の転職について肯定的に捉

えており、現在の職場に満足している人がほとんどだった。一方で、転職を経験していなく

ても会社に対して不満を持っている人もいた。つまり、転職自体が良いかどうかを考えるこ

とは間違っており、転職を自身の理想とするキャリアと関連づけながら、どのように利用し

ていくのかを考える必要があると実感した。今後は、今まで以上に転職に対するネガティブ

なイメージが無くなり、自身の目標を達成させるために利用する手段として広まってほし
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いと考える。 

 

文献リスト 

エン・ジャパン株式会社（2020）「『エン転職』1万人アンケート（2020 年 8 月）『転職のき

っかけ』実態調査 」https://corp.en-japan.com/newsrelease/2020/23810.html 

（2021 年 1 月 6日閲覧） 

総務省統計局（2020）「増加傾向が続く転職者の状況～2019 年の転職者数は過去最多～」

2020 年 2 月 21 日 https://www.stat.go.jp/data/roudou/topics/topi1230.html

（2020 年 12 月 8日閲覧） 

日経新聞（2015）「転職後賃金増、最高の 36.6％」『日経新聞』8 月 28 日 

日経新聞（2017）「転職理由『給与に不満』増加」『日経新聞』5 月 25 日 

日経新聞（2019）「入社前から転職活動」『日経新聞』2 月 8 日 夕刊 
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第 2章 キャリアと転職の関連性 

若者のこれからのキャリア 

 
 

 竹本幸矢 

 

はじめに 

本報告において明らかにしたいことは、キャリアと転職の関連性である。これに関連して

は、近年、今までの一つの会社に勤め続ける終身雇用形態からキャリアのステップアップと

して転職が一般化していることが社会的な関心となってきている。 

例えば、日本経済新聞の記事「将来転職」（2013 年 2 月 14 日）によれば、全国大学生活

協同組合連合会（東京）の「学生生活実態調査」により就職活動で内定を得た大学生の 26.7％

が将来の転職や中途退職を考えていることが分かった。また、就職で何が不安なのか調査を

したところ「仕事が続けられるのか」を挙げた人が 28.5％と前年比 5.1 ポイント増えた。

終身雇用や年功序列さらには厳しい就職状況下で学生の就職に関する考えが変化してきて

いる。 

また 2014 年 8 月 19 日の日本経済新聞には、同社と NTT コムリサーチがインターネット

上で実施した転職意識調査によると男性も女性も 20代は約 5割が転職を検討していること

が分かった。20 代女性は「職場の人間関係」に悩み、転職を検討する人が最も多く約 30％、

20 代男性は「給与水準」に不満があり、転職を検討する人が 40％ということが分かった。

また、若者だけが転職を検討しているかと言われるとそうではなく、30 代、40 代でも約 4

割が転職を検討しており、転職に関する捉え方が変化してきていることが分かる。 

こうした社会的関心の増大の背景には、転職をビジネスパーソンとしての成長のため、ワ

ークライフバランスの充実といった転職をポジティブなものと考える認識が増えてきたこ

とが挙げられる。日本経済新聞（2019 年 7 月 17 日）ではその背景として新卒の一括採用と

終身雇用を基本としてきた日本の職場が変わり始めたことを挙げている。年齢が上がると

転職が厳しくなるというイメージを持つ人も多いかもしれないが 2017年の厚生労働省の調

査によると 30〜44 歳で転職によって賃金が 1割以上増えた人は 29.4％となり、5年前から

7.8 ポイント上昇している。このように転職をポジティブなものと考える人が増え始め、働

き手側も企業を踏み台の一つと捉える人も増え始めた。 

 

第 1節 属性別転職の捉え方 

そこで、キャリアと転職の関連性に関するマクロ的な状況がどのようになっているのか

を、政府統計や各種調査によって示していきたい。 

総務省が実施している労働力調査においては、年齢別転職者比率が示されており、以下の

ようになっている。 
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図表 1 年齢別転職者比率 

  

出所：総務省（2020） 

 

図表 1 からは若い人ほど転職者の比率が高くなる傾向があるということが明らかになっ

ている。近年は若い世代を筆頭に徐々に転職者が増えており、今後も若い世代の転職者比率

は上昇していく可能性が高いのではないかと考えられる。 

 

また、年齢別における転職先の決め手に関する統計データとしては厚生労働省の平成 27

年転職者実態調査がある。それによれば、過去 10 年の推移は図表 2 のようになっている。 

 

図表 2 年齢別転職理由 

 

                             出所：厚生労働省（2020） 
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図表 2 よりどの世代においても今の職種や仕事内容とは異なる環境に興味を持つ人が多

く、特に 25〜29 歳の新卒から 10 年以内の人にその傾向が顕著に表れることが分かった。    

また、技能や能力を活かせる環境に転職したいと考える人は年齢が高くなるほど多く、反

対に賃金以外の労働条件を目的に転職をする人は年齢が高くなるほど減少傾向にあること

が分かった。 

さらに、関連する調査として厚生労働省が実施した男女別の転職満足度に関する調査が

ある。 

 

図表 3 年齢別転職満足度 

 

出所：厚生労働省（2020） 

 

図表 3 では男女による転職満足度が示されている。男女ともに転職が「不満」であると答

えた人は約 1割と割合としては低かったが、一方で「満足」と答えた人は約 2割と転職に全

般的に満足している人は多いとは言えないことが分かった。特に注目すべきは「どちらでも

ない」と答えた人が約 3.5 割いることだ。図表 1 より若い世代を中心に転職者の比率が上

昇傾向にあったことが分かったがその一方で転職して満足ではないが、不満でもないとい

う人が多いのである。 

 これらを踏まえると近年、人々のキャリア形成における転職に対する認識は若い世代に

加えて中年層にとっても選択肢の一つとなってきていることが分かる。しかしながら、転職

が必ずしも成功するとは限らず、何かしら満足しきれない点もある人が多いようだ。また、

転職理由は年齢によってそれぞれ異なる傾向があり、自身のキャリアを考える上で何を目

的として転職するかによって変化することが分かった。 

 

第 2節 インタビュー調査より 

本節ではインタビュー調査の結果を用いて転職に対する価値観や意見を紹介していきた
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い。調査では 11 人の社会人に回答して頂き、5 人が転職者であった。転職した人は 5 人と

も満足しており、転職していない人の中でも転職に対してポジティブな意見を持つ人が多

く、いまの世の中すでに転職は一般的な考え方になっていることが考えられる。 

 

転職を考えたこと 

ある（10 人）※転職経験あり 5人 

「したいって考えたことはありますね。」（JS 氏 35 歳男性） 

「転職を考えたことはあるけどやろうと思ったことはないかな。今の会社で満足している

から。」（TK 氏 37 歳男性） 

「この会社では長時間労働になるので、ワークライフバランスが崩れていると感じたから

ですね。」 

「あわよくばいつでもって思っているんですけど。」（XJ 氏 36 歳女性） 

「したことはないですけど、まあ考えることはあります。」（LM 氏 28 歳女性） 

 

ない（1人） 

「キャリアがある場合には転職はいいことなのかなと感じます。僕はずっとここでやって

いきたいです。」（XX 氏 36 歳男性） 

 

インタビュー調査を経てほとんどの人が転職について考える機会があったことが分かった。

転職に対する考えは予想以上に柔軟であり、中には 2 回以上の転職を経験している人や起

業している人もいた。ここから今の日本社会において転職は多くの人にとって一度は考え

るものであり、終身雇用や年功序列を重視する考えは今後ますます低下していくのではな

いだろうか。 

 

転職した人とその経緯 

満足（5人中 5人） 

「ぬるま湯のような環境に身を置くと自分自身腐っちゃうんじゃないかという気持ちがし

てもっとハードに働きたいというような思い」（RJ 氏 39 歳男性） 

「やはり人間関係も含め仕事のやりやすさも含め、年収はちょっと下がりましたけど、自分

としては余裕を持って生活できるぐらいのバランスはあるので今は楽といえば楽ですね。」

（RJ 氏 29 歳男性） 

「年齢のことを考えて今後結婚して子供を育てていくために地元に帰って親の近くでは働

きたいと思っていた。」（LX 氏 30 歳女性） 

 

転職経験のある人に対する転職への満足度については 5 人中 5 人が転職に満足していると

回答した。今回は 11 人という少人数での調査であったため転職して不満を抱えている人の

意見を聞くことが出来なかったが、満足している理由として主に以下 3点があげられる。 

・自身のキャリアアップを目指す 

・年収は下がるが、人間関係や仕事環境の改善 
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・女性の将来や結婚に伴うライフプランの見直し 

このように人それぞれ自分の大切にする軸に沿って転職した結果、満足のいく結果とな

ったことが分かる。 

 

転職していない人の転職に関する考え 

転職に対してポジティブな人（4人） 

「勝手に目標設定して動いているので、そういう意味でいうと好きなようにやらせてもら

っているので、特にいいかなと思います。」（XJ 氏 36 歳女性） 

「（ステップアップしたいからですか？）それもありますけど、もうこんな会社にっていう

のも。このままいくとっていうのもあるので。でも不安があるので結局しなかったですね。」

（JS 氏 35 歳男性） 

「結構飽き性なので、同じ仕事続いたりするとしんどくなるので、これが続くとなれば転職

を考えようと思ったことは何回かありますね。」（LM 氏 28 歳女性） 

 

転職に対してネガティブな人（1人） 

「自分は最終学歴がそこまでよくないと感じています。学歴がいい友人もいますが、彼らは

採用枠が違います。」（XX 氏 36 歳男性） 

 

この結果から転職していない人は転職する意欲はあるが現在の会社に満足している、根

本的に転職に不安を持っているため行動できていないことが挙げられた。以上より転職は

自身のキャリアアップに必要、会社に対して不満を感じている場合に判断する場合が多く、

満足しているが転職しようと考える人は比較的少ない傾向にあることが分かった。また、転

職に際して学歴や転職理由次第ではそうすべきではないと考える人もいた。 

 

おわりに 

インタビュー調査を終えてこれまでの資料と調査結果を照らし合わせたところ、今回は

対象者が 11 人と少なかったことから明らかに転職に不満を感じる人はいなかったが、「や

はり人間関係も含め仕事のやりやすさも含め、年収はちょっと下がりましたけど、自分とし

ては余裕を持って生活できるぐらいのバランスはあるので今は楽といえば楽ですね。」（RJ

氏 29 歳男性）のように転職に満足しているものの全般的に満足しているとはい言い難い人

もいた。このような意見が図表 3 男女別転職満足度で取り上げた転職に満足でも不満でも

ない人が多い理由ではないだろうか。 

また、調査前までは転職理由として賃金目的の転職割合が低かったことや男女別転職満

足度において転職全般に不満を感じている人の割合が低い点に疑問を感じることもあった

が実際、調査を終えてみると自身の軸に沿ったキャリア形成を目的に転職されている方が

多く、その為自身の決断に満足している人が多いことが分かった。 

今回の対象者である 40歳以下の社会人では転職に関してポジティブな思考を持つ人が多

く、日本社会全体として伝統的な慣習に囚われ続けている人は減少傾向にあるだろうと考

えられた。 
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しかしながら、転職後の環境に満足しきれていない人もいることは図表 3 からも明らか

である。転職は個人の大切にする軸に沿ってすれば、転職後の環境に不満を感じる傾向は低

いことが分かった。賃金、人間関係などあらゆる視点からみて全て満足という訳にはいかな

いかもしれない。その中で最も大切にする軸に沿って転職する上で重要なのではないかと

考えられる。 

 

文献リスト 
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総務省（2020）「労働力調査」https://www.stat.go.jp/data/roudou/topics/topi1230.html

（2021 年 1 月 13 日閲覧） 

日本経済新聞（2013）「内定者の 26.7% 「将来転職」大学生協連が調査」『日本経済新聞』2

月 14 日 

日本経済新聞（2014）「『転職検討』20 代男性 51％」8月 19 日 

日本経済新聞（2019）「出入り OK、「出世魚」つかめ 働き方進化論 さらばモノクロ職場」

7月 17 日 
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第 3章 転職とキャリアの関わり 

不室慶之助 

 

はじめに 

本報告では転職の実態について明らかにしていきたい。近年、転職に対して社会的関心が

高まってきている。日本経済新聞の記事「転職で収入増、過去最高に」（2019 年 8 月 21 日）

によれば、転職に伴って賃金が増加した人の割合が比較可能な 04年以降で最高水準となり、

転職しても賃金が上がりづらい状況から労働需給を反映する市場に変わる兆しが出ている。 

また、2019 年 4 月 27 日の日本経済新聞には「8 年連続で転職増、4 割が中高年 雇用の

流動化進む」とあり、2018 年の転職者数は 17 年比 5.8%増の 329 万人と 8年連続で増え、18

年の転職者数は 08 年（335 万人）以来 10 年ぶりの高水準となったことが分かった。 

このような社会的関心の増大の背景には、転職に対する考え方が変化、あるいは多様化し

ているのではないかと考えられる。日本経済新聞（2017 年 5 月 25 日）の記事から、求人大

手のインテリジェンスが転職希望者を対象に実施した調査によると、転職理由に「給与に不

満」「残業が多い」「U・I ターン」を挙げた人の割合が半年前に比べ増加し、売り手市場が

続くなか、より良い働き方を求めて職場を移る動きが広がっているとされ、転職の動機とし

てリストラなどのネガティブなものから、キャリアアップ、好条件の職場に移るためという

ようなものが増加している。 

まず第１節では、転職の実態を政府統計などの調査から示していきたい。 

 

第1節 転職に関する状況 

 

図表 1 転職者数の推移 

出所：総務省統計局 
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図表 1 は総務省統計局のデータから、転職者数の推移を示したものである。2008 年のリ

ーマン・ショックの発生後、2010 年にかけて大きく減少したが、2011 年以降は緩やかな増

加傾向で推移し、2019 年は 351 万人と、過去最多となった。ここからまずは転職者数は明

らかな増加傾向にあることがわかる。 

また、総務省統計局が実施した労働力調査から年齢階層別転職者の 2013 年からの 5年間

の統計を図表 2によって示した。 

 

図表 2 年齢階層別転職者数 

出所：総務省統計局 

 

この図表 2から転職の主な年齢層が 25～34歳であることが分かる。しかし増加の人数が一

番多かったのは 45～54歳という結果であった。 

また、転職を希望する労働者の転職希望理由を年齢階層別に図表 3によってまとめた。 

 

図表 3 大卒正社員における年齢階層別の転職希望理由 

出所：平成 29 年就業構造基本調査 

  総数（万人） 15∼24歳 25∼34歳 35∼44歳 45∼54歳 55∼64歳 65歳以上 

 2013 287 52 77 65 40 41 11 

 2014 291 55 76 67 41 40 12 

 2015 299 54 80 65 45 41 14 

 2016 307 58 77 60 51 43 17 

 2017 311 57 79 67 50 42 15 
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40〜44歳
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1_⼀時的についた仕事だから 2_収⼊が少ない
3_事業不振や先⾏き不安 4_定年⼜は雇⽤契約の満了に備えて
5_時間的・⾁体的に負担が⼤きい 6_知識や技能を⽣かしたい
7_余暇を増やしたい 8_家事の都合
9_その他
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図表３から転職の理由としては収入、負担の大きさの面からというのが主であり、より良

い条件を求めて転職を行っていることが多いというのがわかる。 

以上 3つの図表から転職者数は近年増加傾向にあり、主な年齢層は 25～34歳で、転職希

望理由としては年収の不満、負担の大きさというのが主であり、よりよい条件を求めて転職

をおこなっているということが明らかなった。 

 第２節ではインタビュー調査の結果から、実際に働いている人たちの転職に対するイメ

ージや、転職理由について明らかにしていく。 

 

第 2節 インタビュー調査 

インタビュー調査の結果から、ここでは転職に対するイメージや実際に転職した人の転

職理由などをピックアップしていく。 

 

転職に対するイメージ 

「全然ネガティブなイメージはないですね。身近にも転職何回もしてステップアップして

る人がいるので、そういった意味でも転職に対するネガティブさっていうのはないですね。

逆にいいなあっていう感じかな。」（J.S 氏 30代男性） 

「転職は昔だったら微妙だけど、コロナ下で良い方に傾いている人もいるし。いまは、転職

も選択肢に入れていないと淘汰されてしまうと思う。」（S.J 氏 30代男性） 

「転職はポジティブに捉えられるかなと思います。というのも、違った仕事をすることは単

純に多くの経験が積める、多くのスキルやノウハウが身につくといったことがあるからで

すね。」（J.R 氏 30代男性） 

「転職は、私はポジティブなものと捉えています。理由は、いま転職も盛んになってきてい

るし、 会社に縛られるのではなくて、自分の力を認めてくれる他の企業があれば、そこが

より良い環境であれば、そちらに移るのは悪いことではないのかなと思っているからです。」

（L.M 氏 20代女性） 

 

転職を経験していない人たちの発言であるが、転職に対してはある程度いいイメージを

持っており、悪いイメージをもっている人はいなかった。 

 

実際に転職した理由 

「私が社会人 3 年目、4 年目の時に金融を専門に学ぶ機会があり、金融ビジネスというも

のに非常に興味を持ちまして、幅広く金融を体験できるということが一社目の転職の経緯

ですね。二社目に関しましては、政策提言や企業として世の中にインパクトを与えることが

できるということが大きいですが、それは前向きな考えで、正直後ろ向きな意見というもの

もございまして、それは業務負荷の違いがありまして、負荷が軽いということを感じていま

して、働きやすいですし楽だなということは感じていまして、こういったぬるま湯のような

環境に身を置くと自分自身腐っちゃうんじゃないかという気持ちがしてもっとハードに働

きたいというような思いがありこういうものが後ろ向きの意見ですね。」（R.J氏 30代男性） 
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「移ろうと思ったきっかけはシンプルにブラック企業みたいなもんだったので、そこから

脱出したいなっていうのはあったので。」（R.J 氏 20代男性） 

「年齢のことを考えて今後結婚して子供を育てていくために地元に帰って親の近くで働き

たいと思っていたので地元で探して女性が長く働けるっていう風に考えて公務員を受けた

ら受かったので入ったような感じです。」（L.X 氏 30代女性） 

「４年で満足しちゃって新しいことがしたくなったんだよね。そこから S 社に入ったんだ

けど、思ったようなことをやらせてもらえなくて、そこから自分で会社を作ろうと思いまし

た。」（Q.M 氏 30代男性） 

「入社経緯は、もともと人事がやりたかったからですね。」（S.L 氏 30代男性） 

 

実際に転職した理由としては、「違う職種に就きたい」、「環境を変えたい」、「ブラックな

職場を変えたい」、「今後の結婚を考えて」などの理由がみられた。 

 

以上のインタビュー調査の結果から、転職に対するイメージとして悪いイメージを持っ

ている人はおらず、転職の意識的なハードルは下がってきていると考えられる。また、実際

に転職した人の理由として収入の不満からという理由はなく、「違う職種につきたい」、「環

境を変えたい」、「ブラックな職場を変えたい」、女性ならではの「今後の結婚を考えて」と

いうものであった。 

 

おわりに 

 今回の調査から近年、転職者は主に 20 代 30 代を中心として増加傾向にある。転職希望

者は現在の職場から、より良い環境、収入を求め、労働需要が高まり優秀な人材を外部から

も求める傾向と相まって転職市場は活発になってきている。また、インタビュー調査の結果

から、転職に関してステップアップ、能力の発揮、労働の環境改善など様々な考えがあるこ

とがわかった。さらに転職に対するネガティブなイメージはなくなってきており、労働者に

とって転職というのはかなり身近なものになっていることがわかった。 

 今後の調査としては、企業側から見た転職について、また、45～54 歳の転職数の増加の

原因ついて調査し、より深く転職とキャリアの関わりについて学んでいきたい。 

 

参考文献 

総務省（2017）「平成２９年就業構造基本調査」 

総務省（2019）「労働力調査」 

日本経済新聞（2017）「転職理由 給与に不満 増加」『日本経済新聞』5 月 25 日 朝刊 

日本経済新聞（2019）「8年連続で転職増、4割が中高年 雇用の流動化進む」『日本経済新

聞』4 月 28 日 朝刊 

日本経済新聞（2019）「転職で収入増 過去最高に 18 年 37％、人手不足映す」『日本経済

新聞』8 月 22 日 朝刊 
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第 4章 賃金制度の現状と今後 

前田 陸空 
 
はじめに 
本報告において明らかにしたいことは、年功序列賃金制度と職務給制度についての関係

性である。これに関しては、近年、年功序列などの日本的な雇用慣行の見直しが求められて

いる。それに伴って、成果型・職務給制度の考えが推し進められている。例えば、日経新聞

の記事「すかいらーく、成果型賃金導入」（2014年 7月 17日）によれば、新しい人事・賃
金制度を導入し、年功序列につながる傾向がある現行制度を見直し、成果型賃金にするとの

ことである。 
つい先日、トヨタ自動車でも定期昇給を見直し、一律だったものを成果型にするというニ

ュースが流れた。やはりメリットとして、結果を出すことが賃金上昇に直結しているため、

モチベーションの向上にもつながる。結果として生産性向上にもなる。一律の定昇では、ど

うしても年齢的な要素が強いため、若手がどんなに頑張っても年寄りを追い越せないのが

現状である。しかし、成果型になれば能力・成果に応じた評価になるため、年齢に関係なく

「頑張った人」が評価される仕組みとなる。 
また 2019年 7月 13日の日経新聞では、内閣府は近く公表する 2019年度の経済財政報
告（経済財政白書）で、人材の多様性が高まった企業の生産性が年率 1ポイント程度上昇す
るとの分析を示しており、年功序列など「日本的な雇用慣行の見直し」を求めるとのことで

ある。 
2016年 11月 26日の朝日新聞においては、欧米が職務給であるのに対して、日本は正社
員が職能給、非正規は市場価値といった異なる賃金決定の方法により、正規と非正規の格差

が大きいことを検討している。適正な評価が行われなければ、労働者に不満が溜まり最悪の

場合は人材の流出につながる恐れがある。そうならないための評価制度の構築と、何よりそ

の運用が重要なポイントとなる。評価を行うのは最終的には人間である以上、公正公平とい

うのは完璧にはできないと思っている。しかし、極力そこに近づけるための努力が必要であ

る。評価制度の運用が成果型賃金における最大の懸念点だと考える。 
 

第 1 節 賃金制度の現状 
新しい賃金制度を要求する背景には、明確な給料基準で査定してほしいといった意味合

いが込められている。また今日では、定年延長により正社員制度は事実上崩壊している。そ

のため、年功賃金制度や解雇規制を維持したままにした場合、日本企業は活力を失われるこ

とも考えられる。 
しかし、現在でも年功序列賃金制度下で働いている人が非常に多い。職務給制度に移行で

きない理由を、政府統計や各種調査によって示していきたい。 
1999 年から 2018 年までの非管理職の賃金制度導入状況として日本生産性本部の「日本

的雇用・人事の変容に関する調査」から見ていきたい。 
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図表 1 日本生産性本部「日本的雇用・人事の変容に関する調査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出所：（公財）日本生産性本部「日本的雇用・人事の変容に関する調査」 

 
図表 1から読み取れることとして職能級を基本としながら、2000年代には年齢・勤続給

を用いる企業が減少し、役割・職務給を導入する企業が増加したことがわかる。しかし、近

年では役割・職務給の上昇が停滞している。 
 
次に図表 2の非管理職における基本給の決定要素の推移を見ていく。 
 

図表 2 非管理職における基本給の決定要素の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：厚生労働省 「厚生労働白書」 
 
 図表 2から、「業績・成果」に対応して決定される賃金は 2012年までは減少している

が、その後は上昇している。一時期の成果主義ブームで上昇はしたが、一時は低下、その後
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に最近の考え方が普及することで再び上昇している。 
一方で、「職務・職種など仕事の内容」と「学歴・年齢・勤続年数など」に対応して決定

される賃金はほとんど差がない。実際、従来型の年功序列賃金制度と職務給制度の間に本質

的な優劣はなく、得手不得手があるだけかもしれない。今後、日本社会はどちらの賃金制度

に収束するのか、もしくは収束しないのか、インタビュー調査も踏まえてより深めていきた

い。 
 
第 2節 インタビュー調査より 

本節では、今年の夏に行ったインタビュー調査の結果をもとに、現在の賃金形態、理想の

賃金形態について探る。インタビュー調査では、12 人の方々に協力していただいた。その

うち、現在年功序列賃金のもとで働いている人は 3人、職務級制度は 2人、職能給制度は 3
人、この 3つに分類できない制度が 2人という結果になった。 
 「年功、能力、成果などさまざまな賃金の決め方の中でどのような賃金決定方法を重視す

べきか」といった質問に対しては、 
成果を重視すべき→2人 
・「やっぱり、今求められていることは成果だと思うんですよね。」(R.J 氏 30 代男性) 
・「個人としては成果を見てほしいと考えます。」(X.X 氏 30 代男性) 
能力を重視すべき→3人 
・「能力じゃない？難しいけど、目に見えない努力をどう評価するのかが大事。」(S.J 氏 30
代男性) 
・「能力主義の方が良いのではないかと思いますね。」(R.J 氏 20 代男性) 
「考えは成果で評価されて賃金が決められるべきだと思うんですけどただやっぱり行政の

仕事上、成果ってなかなか見えづらいのでそうなったら能力で個人差を出して欲しいなっ

ていう希望はあります。」(L.X 氏 20 代女性) 
能力と成果の両方を重視すべき→3人 
・「少なくとも、完全な年功序列賃金ではないのかなと思います。」(J.R 氏 30 代男性) 
・「能力+成果だと思っています。年功は無しです。」(X.J 氏 30 代女性)  
・「やっぱり、結果しか見えないとこはあると思うんですけど、結果に至る過程とかも評価

されて、そこも給料に反映されたらいいなとは思いますね。」(L.M 氏 20 代女性) 
といった回答が得られた。 
結果として、能力を重視する人が 3人、成果を重視する人が 2人、能力＋成果が 3人、
分類できない回答が 2 人となった。成果だけでは新たなことやチャレンジング的な事業に

対して億劫になってしまうため、取り組む過程や能力を評価してほしいという声が多くみ

られた。また、年功を重視する回答は得られなかった。 
約半数が年功序列もしくは職務給制度であるため、現在の賃金決定方法について満足し

ていないことがわかる。 
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まとめ 
今回のインタビュー調査でもあったように、人々の望む賃金形態は変化してきている。日

本に強く根付いている年功序列賃金はもう時代遅れなのかもしれない。しかし、年功序列賃

金がなくならないのも事実であり、成果や能力といった賃金決定方法と併用されていく可

能性も大きく考えられる。今後、日本における賃金決定方法はどう変化していくのか、その

行方や手段についてより研究を深めていきたい。 
 
文献リスト 
朝日新聞(2016) 「教えて！働き方改革・3」 『朝日新聞』 2016年 11月 26日 
日本経済新聞(2019) 「今年度経財白書、日本型雇用の見直し求める」 『日本経済新聞』 2019

年 7月 13日 
日本経済新聞(2014) 「すかいらーく、成果型賃金導入」 『日本経済新聞』 2014年 7月 17

日 
労働政策研究・研修機構(2020) 「第 7 回勤労生活に関する調査結果」2020年 10月 9日 
 



 23 

第 5章 賃金制度と働く意欲 

木村竜成 

 

はじめに 

本報告において明らかにしたいことは、「賃金制度と働く意欲の関係性」である。これに

関連しては、近年、年功型賃金制度の撤廃や、成果報酬賃金制度の導入などが社会的な関心

となってきている。例えば、東京新聞の記事「経団連が新たな労働法則を提言 自由な働き

方へ、成果重視に」（2020 年 10 月 26 日）によれば、新型コロナウイルスの感染拡大を機に

導入が相次いだテレワークなどのフレキシブルな働き方の拡大に向け、労働意欲や生産性

を高めるために労働時間に左右される従来の賃金制度を見直す新たな労働法則を経団連が

策定しているということが明らかになった。 

また 2020 年 10 月 5 日の朝日新聞デジタルには、トヨタで賃金制度のモデルチェンジが

紹介されている。それによれば、社員の給料を一律には上げず、評価次第では定昇ゼロもあ

りうるということである。また、評価項目の改訂も進んでおり、「人間力」が新たに加わっ

た。これによって、頑張った人がより報われるようになる仕組み、やる気を引き出してトヨ

タ全体の競争力を高める仕組みが作られたのである。 

こうした社会的関心の増大の背景には、コロナウイルスによる働き方の多様化や、日本

型雇用システムの再構築の必要性への検討などがある。また今回のインタビュー調査でも、

社内の賃金制度や評価制度の不平等さ、それによる働く意欲の低下などの意見も多数見受

けられた。これらのことから、賃金制度や評価制度のあり方が、社員の働く意欲にいい意味

でも悪い意味でも影響を与えることは明確であろう。 

 

第１節 マクロ観点での分析 

本章では、賃金制度と働く意欲に関するマクロ的な状況がどのようになっているのかを、

政府統計や各種調査によって示していきたい。賃金制度と働く意欲の関係性に関する統計

データとして、働く人の職業生活満足度の実態を労働政策研究・研修機関が平成 20 年に調

査した「従業員の意識と人材マネジメントの課題に関する調査」から見ていきたい。 

図表 1 よりわかることは、職業生活全体の満足度が全世代においてマイナスであるとい

うことである。一定数職業生活に対して満足感を得ている人はいるものの、総合的に見たと

きに仕事に対して満足感を得られない人が多いことはこの表からも分かるとおり明らかで

あろう。では、仕事に関して満足感を得ていない具体的な理由は何なのか、労働政策研究・

研修機関が 2008年に調査した「従業員の意識と人材マネジメントの課題に関する調査」か

ら見ていきたい。 
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図表 1 職業生活全体の満足度 

 

出典：労働政策研究・研修機構(2008) 

 

図表 2 働く意欲が低くなっている理由 

 

出典：出典：労働政策研究・研修機構(2008)  
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図表 2 から読み取れることとして、「賃金が低いか」「評価の納得性が低いから」といっ

た理由が働く意欲を下げる理由の上位にきている。自分が残した成果、遂行した仕事に対し

て、対等な評価や賃金が与えられていないことが働き理由の低下要因として大きな割合を

占めていると言えるのではないだろうか。このように、社員の働く意欲と、賃金制度には関

係性があることは明確になったと思われる。では実際、企業側はこの問題をどのように捉え、

どのように対処しているのかを、労働政策研究・研修機関が 2008年に調査した「従業員の

意識と人材マネジメントの課題に関する調査」から見ていきたい。 

 

図表 3 働く意欲を高める施策 

 

出典：労働政策研究・研修機関(2008) 

 

図表 3から読み取れることとしては、先ほど挙がった成果に対する正当な評価制度の整備

は必要だと思っている企業はかなり多いことがわかる。しかし、実際に有効施策だとは思っ
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ているが、実施できているかは別問題だと表から読み取れる。これは、評価制度だけではな

く、賃金の引き上げに関しても同じことがいえる。実施率の高い「経営方針・事業計画等の

情報共有」は実行までに容易なことではあるが、賃金形態を変えるなど会社としての仕組み

を変えるとなるとコストが大きくかかることなどが要因としてあるのではないだろうか。 

このように、賃金制度の改善が必要と分かっていても、実施にはまだまだ至っていないと

いう現状が、社員の働く意欲を低下されている要因のように思える。 

 

第３節 インタビュー調査より 

本節では、今年の夏に行ったインタビュー調査の結果から、賃金制度と働くことに対して

の意欲の関係性をインフォーマントの賃金制度の実態と、賃金制度に対しての満足度を通

してみていきたい。まず、インフォーマントそれぞれの賃金形態は、年功型が 4 名、職能給

が 3 名、職務給が 1名、残りの 3 名が不明という結果になった。また、それぞれの賃金形態

に足しての満足度に関しては、年功型が満足 3名、不満足 1名という結果になり、職能給は

満足 2名、不満足 1名、職務給は満足 1名という結果になった。 

ただ、この中においても完全に満足というわけではなく、満足している一方で、不満足な

点もあるという。その逆も然りである。実際のインタビュー調査の内容をもとに具体的に見

ていくと、職能給で賃金が定められている J.S 氏(30代 男性) は「ほんとうに派手なとこ

ろでバリバリやっている人たちは上がっているかもしれないですけど、影の部門というか

仕事的にあまり目立たない感じなのであんまり上がらなくてもしょうがない気もしますけ

ど。」とインタビューの中で言及している。また、年功序列制度で賃金が定められている R.J

氏(20 代 男性)は賃金制度に対しての満足度を聞かれた際に、「満足している点はやっぱり

残業代が出るところが一番大きいですね。」と回答されている。同じく年功賃金制度のもの

とで働かれている L.X 氏(30 代 女性)は賃金制度の満足度を聞かれた際に、「やっぱり、一

定の給料しかもらえないから仕事ができる方もできない方も同じ給料を貰われるのででき

る方がそれならちょっと力を抜いてもいいかとだんだん意欲が下がっていくと思うんです。

今の制度だとそれがちょっと不満です。」と回答している。また、同じく年功型の賃金で働

かれている J.R 氏(30代 男性) は賃金制度の満足度を聞かれた際に、「不満に思うことはな

いですね。ただ、営業というのは花形と言われて、会社の収入を支えている柱であるのです

けど、特に他の部署と比べて給与が高いわけではないので、大型案件や、大口のお客様を獲

得したときには収入に反映して欲しいですかね。」と回答している。 

これらの意見から、賃金制度やインフォーマントの年齢、性別にかかわらず自分の頑張り

や成果は反映して欲しいというのは共通していることではないだろうか。 

実際に、インタビュー調査の中でも、年功型の制度のもとで働かれている R.J 氏(30代 男

性) は理想の賃金形態を聞かれたときに、「能力主義の方がいいのではないかと思いますね。

お客様からお金を頂戴するわけなので、やはりそこはより多くのお金を稼いだ方が評価に
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値すべきとは思いますね。」と回答している。また、同じく年功型の制度のもとで働かれて

いる L.X 氏(30 代 女性)は理想の賃金形態を聞かれたときに、「成果で評価されて賃金が決

められるべきだと思うんですけどただやっぱり行政の仕事上、成果ってなかなか見えづら

いのでそうなったら能力で個人差を出して欲しいなってく希望はあります。」と回答してい

る。また同じく年功型の賃金で働かれている J.R 氏(30代 男性) は理想の賃金形態を聞か

れたときに、「少なくとも完全な年功序列ではないのかなと思います。それだと、順番待ち

になってしまい、社員のモチベーションが保てないので。はっきりと、この賃金制度がいい

というのはわからないのですけど、肩書きが増える会社はいいのかなと思います。副〇〇と

いった役職を増やし、それらの給与水準を上げて、社員のモチベーションを高めるのは良い

のかなと思います。」といった回答をしている。また、職務給制度で働かれている R.J 氏(30

代 男性)は理想の賃金形態を聞かれたときに、「やっぱり、今求められているのは成果だと

思うんですよね。まあ、能力というのはやはり測りづらいですよね。」と言及している。 

以上のことを踏まえると、先ほど同様にきちんと自分が残した成果に対して、対等な対価

をいただける仕組みが社員のやる気や意欲を引き出すために大切な要素ではないかと言え

るのではないだろうか。 

 

おわりに 

以上のことから、どの賃金形態を実施するかどうかが、社員の働き意欲を刺激するために

必要な議論なのではなく、一人一人の残した結果や成果に見合った対価や報酬を与えるよ

うな仕組みが大切であることを感じた。各会社によって成果とされる定義も違うし、よしと

される文化も違う。なので、それぞれの会社独自の賃金形態が必要になってくるのではない

かと感じた。雇用側はこのことを重々承知していることは、図表 3 からも伺える事ではあ

る。しかし、より働き手の意欲を刺激するための施策が打てていないという状況であろう。

これからはより多くの文献やデータを用いた上で、インタビュー調査を軸として、賃金制度

と働く意欲の関係性について深く考察し、現状の問題に対しての深堀りを行っていきたい。 

 

参考文献 
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労働政策研究・研修機関 (2008)「従業員の意識と人材マネジメントの課題に関する調
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第 6 章 年功制賃⾦ 
下⾕永遠 

 
はじめに 

年功制賃金が衰退していることから年功制賃金＝悪いものという印象がついているので

はないかと感じた。なので、本報告では年功制の実態を主に満足度の観点から明らかにし

ていく。これに関連しては、近年、年功制賃金形態を排除しようとする動きや考えが社会

的な関心となってきている。例えば、日本経済新聞の記事「グローバル化が崩す年功制」

（2014 年 10 月５日）では、一人当たりの付加価値額を示す労働生産性をみると、2012 年

に日本は経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟の 34 カ国中、21 位と下位であった。その原

因に年功制をあげており、グローバル化や技術革新が進む中で企業が競争力を高めるに

は、異質な経験や斬新な発想を持った多様な人材を取り込む必要がある。社員の生産性向

上への意識を高めるためには年功制の見直しは避けて通れないと書かれている。そしてそ

の変化の動きは徐々に出てきており、日立製作所は年功制賃金を完全に撤廃して世界共通

の評価基準で報酬を決める方式に改め、ソニーは来年度にも全社員を対象に、年功を除き

職務や成果で賃金を決める制度に切り替えるという状況になっている。 

 また、日本経済新聞の記事「年功賃金『見直す』72％、人材獲得へ危機感」（2019 年 12

月 26 日）によると、年功序列型の賃金について「抜本的に見直すべきだ」と回答した経

営者は 27.1％、「一部見直すべきだ」と回答した 45.1％を加えると７割を超える。この 2

つの記事からも分かるように、年功制賃金は今の時代にそぐわないものとして国民は認識

している。そもそも、日本人は年功制賃金に対して属人的な要素のみで決められるとイメ

ージしているのではないだろうか。年功制賃金といっても年齢・勤続年数などが基準とな

って賃金が決まる年の功と、年齢・勤続年数と共に業績が加味され賃金が決まる年と功の

二つに分類できる。上記の２つの記事は年の功と年と功を分類して統計をとってないが故

に年功制賃金が一括りに悪いものという表現になっていると感じる。しかし、属人的な要

素で決められる年の功を現在導入している企業は多いだろうか。そもそも年の功が誕生し

た背景として、熊沢誠の「能力主義と企業社会」の序章にこのように述べられている。 

 

戦後初期、経営者の論理と力がきわめて弱くなっていた時期、台頭した企業別組

合は、日本の労働者それなりの競争制御の考え方に基づいて、旧型年功賃金のあい

まいな恣意性に対抗した。対抗のかたちは、賃金決定にかかわっていた多くの要素

の限定である。具体的にはなによりも労働者世帯の必要生計費の多寡を反映する

年齢に、副次的には合わせて勤続年数に、昇給の基準を鈍化させることであった。

戦後日本の労働者思想としての<従業員としての平等>が、自動昇給の要求を呼び

起こしたのである (熊沢, 1997)。 
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 上記から分かるように年の功は戦後初期に広がったものである。国際化が進み、年功制

賃金は改善すべきだと謳われる今日で年の功を採用している企業は戦後初期型の組合主義

が許されてきた企業ぐらいだと考えられる。それ以外はそれぞれの企業で職能遂行能力が

定義された職能・資格のいくつかのランクが導入されており、現在の年功制賃金は年と功

が一般的と捉えることが妥当である。ここで言いたいことは年の功と年と功を分けた統計

データがないため一概には言えないが、年功制賃金＝年と功だという認識が広がり、年功

制賃金が属人的な要素だけで判断しているわけではないことが周知されれば、上記の記事

の言葉の表現や見直すべきという値が変わる可能性があるということである。しかし、や

はりこれはあくまで仮説となってしまう。なので、次節からは分類したデータではない

が、政府統計や各種調査によって年功制賃金は悪いものではないということを示していき

たい。 

 

第１節 

まず年功賃金制度をどのくらいの企業が導入しているのかについての現状を調べる。そ

れが、2018年度までの賃金制度導入状況を示した統計データが日本生産性本部の日本的雇

用・人事の変容に関する調査から読み取ることができ、図表１のようになっている。 

 

図表１ 賃金制度導入状況 

 

出所：日本生産性本部「第 16 回 日本的雇用・人事の変容に関する調査」結果概要  
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確実に上がっていることが分かる。それに対して年齢給は徐々にではあるが減ってきてい

ることも分かる。しかし、やっと役割・職務給と並んだばかりで、年功制賃金を見直そう

と考えているだけの企業が多く、日本に根強く残っている。そして図表２では年功制賃金

の支持率を表したグラフである。 

 
図表２ 年功賃⾦⽀持割合 

 
出所：労働政策研究・研修機構「第 7 回勤労⽣活に関する調査結果」 

 
図表 2 は無業者も含む 20歳以上の男女 4000 人を対象とし、年功賃金の支持割合を年代

別に調査したグラフである。年功制賃金を社会的に変えるべきという意見と反対に、年功

賃金に対する支持率が 2000 年過ぎに一時下がったものの、近年では上昇傾向にある。さ

らに中高年ではなく、比較的に若い世代にこの結果が見えたことで年功序列制は社会の動

きに反して支持されており、満足度が悪くないことが考えられる。これは企業にとって社

員のモチベーションを落とすことなく若者の人件費削減に成功しているとも捉えることが

でき、高齢者の賃金体系を改善すれば、今後も年功制賃金を企業や職種に合わせて柔軟に

取り入れていくことが望ましいと言える。 

 

第 2節 インタビュー調査結果 

 本節では年功制賃金を採用している企業で働いているインフォーマントについて主に取

り上げると共に、年功序列制度についてどう思っているのか触れられている意見について

も紹介する。一般的な年功制の賃金体系を採用している企業で働いている人は 4人であっ

た。現在の賃金体系で満足している点、不満な点について質問をしたところ 4 人中 3人が
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不満はないと答え、不満と答えた人が 1人という結果だった。満足している理由に「私も

6年いますけど、基本給が下がったことはないので、安定して給料が上がるという点では

やはり良いところかなとは思う。」（LM 氏 20代女性）という意見がある。反対に不満だと

いう理由に「一定の給料しかもらえないから仕事ができる方もできない方も同じ給料を貰

われるのでできる方がそれならちょっと手を抜いてもいいかと段々意欲が下がっていくと

思うんです。今の制度だとそれがちょっと不満ですね。」（LX 氏 30代女性）という意見が

あった。 

そしてこの 4人にどの賃金の決め方を重視するべきかを質問したところ成果による賃金

体系と答えた人は 2人、完全な年功制ではないが年功制をベースに等級を細分化する人が

1人、結果ではなくそこまでの過程が評価されて欲しいと回答した人が 1人という結果だ

った。年功賃金ではない賃金体系を望む理由として「お客様からお金を頂戴するわけなの

で、やはりそこはより多くのお金を稼いだ方が評価に値すべきとは思いますね。今の時代

年数を重ねていったからといってお客さんを取れているのかは比例しないので。」（RJ 氏

20代男性）や「考えは成果で評価されて賃金が決められるべきだと思うんですけど、ただ

やっぱり行政の仕事上成果って中々見えづらいのでそうなったら能力で個人差を出して欲

しい。」（LX 氏 30代女性）や「結果しか見えないとこはあると思うんですけど、結果に至

る過程とかも評価されて給料に反映されたらいいなと思う。」（LM 氏 20代女性）という意

見が述べられていた。 

 次に年功序列制と違う制度のもとで働いている人が年功序列についてどう考えているの

かを紹介する。年功賃金制以外で働いているインフォーマントの分類として職務遂行能力

によって等級が決まっている人は３人で、職務給が 1人、職能給・成果給どちらにも属さ

ない人『その他』が 3人だった。賃金の決め方で重視することを聞いたところ、職能給で

働かれている３人中 1人が回答なしだったが、あとの 2人はこのように回答している。SJ

氏（３０代男性）は「能力じゃない？難しいけど、目に見えない努力をどう評価するかが

大事。上司目線ではなくていろんな角度からの評価が大事。でも年功ではないと思う。年

は関係ない。」と答え、XJ 氏（30代女性）は「能力＋成果だと思う。年功はなしです。」

と年功序列に反対の意見を持っていた。『その他』で働かれている SL 氏（30代男性）は

「能力が一番ですかね。1社目の金融はもう完全に年齢と給与がリンクするみたいな感じ

だったが、2社目の人材の時は完全に実力主義みたいな感じで、それを考えたときにやっ

ぱ実力主義の方がみんなのモチベーションとかは高い。」と実際の経験をもとに年功的で

はない方がいいと答えた方もいた。結果として年功的でない賃金制度のもとで働いている

人は 6人中 3人が成果、2人が能力、1人が能力＋成果を重視すべきという回答が得られ

た。 

この調査から分かったことは年功制の賃金体系に不満よりも満足している人が多いが、

これがベストと考えている人は 0人だった。年功制は悪いものではなく、改善次第でより

満足度の高い賃金体系になり、企業への満足度をあげることができると考えられるのでは



 33 

ないか。一方で、年功賃金制度以外で働いている人は社会の流れと同じ傾向を向いてい

て、年功賃金にいいイメージを持っていないことが分かった。 

 

おわりに 

 以上、政府統計やインタビュー調査から年功制賃金のもとで働いていない人は悪いイメ

ージがついていると感じた。しかし、年功制賃金で実際に働いている人の満足度が高く、

労働者にとっても企業にとっても年功制の全てを見直さないといけないわけではないこと

が分かった。ただ、本レポートでは年功制の利点について満足度の面で考えてきたが、他

の欠点がまだまだ存在することを忘れてはいけない。具体的には労働意欲の高い若手社員

の離職率の増加や、社員の高齢化に伴い人件費の高騰などが挙げられる。そのような課題

を解決するためにはインタビュー調査の結果からも明らかになったが成果主義との併用な

どの工夫が必要であり、その職種・環境にあった柔軟な賃金制度を見極めていくことが重

要になってくる。 
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第 7章 賃金制度と賃金額の関係性について 

末房 和也 
はじめに 

 本報告においてこれから明らかにしたいことは賃金制度と賃金額の関係性についてであ

る。日本企業には様々な賃金システムが存在している。仕事量に対し満足ができる賃金を希

望する人はどういった賃金制度のもとで働くことが好ましいのか。また、企業にとって労働

者の生産性に対し、適切な賃金額を支払うためにはどういった賃金制度を導入することが

好ましいのだろうか。1960 年代の、日本の高度経済成長を支えたと考えられる日本的経営

の三種の神器には年功序列というものが含まれている。その後長期にわたり年功序列制度

は日本企業に採用されたが、現在では年功序列に対して改善や制度そのものの再検討を要

求する声が高まりつつある。2020 年 2 月 20 日の朝日新聞の記事では「年功制の限界と企業

の今後」というタイトルの記事があげられた。日本企業における年功制では、長年において、

長期雇用を前提に若年時の賃金を低く抑え、年齢や勤続年数に応じて賃金が上昇する仕組

みをとってきた。しかし、現代の社会では、現在勤める企業がこの先何十年も存在している

保証はないという理由から、若年層の間で成果等での賃金決定を要求する声が増加してい

る。また、2020 年 3 月 13 日の朝日新聞デジタルでは、国家公務員の定年退職を段階的に 65

歳に引き上げる改正案に対し閣議決定が行われた。その際の付則として能力主義の徹底が

あげられていた。国家公務員は基本的に年功制の下で働いている。現在民間企業でも定年退

職の時期が見直されており、それに伴い人事評価制度や賃金制度も見直されている。公務員

も同じように定年退職時期の引き上げに伴い賃金制度を見直す必要があるだろう。定年退

職時期を現在の年功制のまま引き延ばし、7割の給与を支払い続けるのは税金を使っている

意識がないと指摘されていた。公務員に限らず、現在年功制を用いて賃金を支払っている企

業が、今後の定年退職時期の変化の伴い年功制からの脱却を目指すのは十分に考えられる

だろう。以上の記事はどちらも 2020 年と比較的最近の記事である。定年退職の引き延ばし

が検討されているのは、まさに現在、社会問題化している高齢化の影響出ると考える。高齢

化などの社会問題も深刻化する現代において、年功制を続けることは企業と労働者の双方

にとってマイナスになる可能性が考えられる。以下では年功制やその他の賃金制度と賃金

額の関係に対するマクロ的な状況を、賃金に関する統計などを用いて考察する。 

 
第１節 賃金制度が企業及び労働者に与える影響 

1.1 賃金制度の導入状況 

 若年層が年功制に対し不安を感じた原因として、近年の平均賃金の増加率が関係してい

ると考える。厚生労働省による毎月勤労統計調査から、調査産業計における年収を算出し、

2015 年度と 2019 年度で比較すると、2015 年が約 317万円であり、2018年が約 323万円で

あった。比較した結果から、賃金額が増加していることが分かるが、5年で約 6万円の増加

は多いとは言えないだろう。また、2019 年の OECDの統計によると、OECD加盟国 36 か国中
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日本の平均賃金額の順位は 25位であった。このことから日本の賃金増加率は現在低迷して

おり、他の先進国と比べても平均賃金は低水準になっていることが分かる。このように、日

本の平均賃金が増加しない原因について、2019 年 3 月の東洋経済オンラインの記事では原

因を「労働組合の弱体化」「非正規雇用者の増加」「少子高齢化の影響」「内部留保を貯めこ

んで賃金を上げない経営者」「規制緩和の遅れがもたらした賃金低迷」の 5点に絞って考え

ている。労働組合や内部留保の様に企業や産業ごとに影響が異なる原因もあれば、少子高齢

化の様に社会全体に影響する原因も存在している。 

 
図表１ 管理職・非管理職ごとの賃金制度（体系）導入状況 

 

日本生産性本部「第 16回日本的雇用・人事の変容に関する調査結果」をもとに作成 

 

図表 1 は日本生産性本部による第 16回日本的雇用・人事の変容に関する調査結果をグラフ

化したものである。左のグラフが管理職の賃金制度の導入状況を表しており、右が非管理職

を表している。管理職では年齢・勤続給は低い水準を保っており、反対に役割・職務給は著

しい増加を遂げている。非管理職部門では、年齢・勤続給が大きく低下し、職能給は高水準

をキープ、役割・職務給は管理職同様著しく増加している。この調査では、すべての上場企

業が調査対象として選ばれている。上場していることから一定以上の規模を持った企業で

あることが考えられる。管理職と非管理職のどちらを見ても年功的な制度は減少している。

年功制において労働者は、若年時に能力や生産性よりも低い賃金を受け取る代わりに、後に

は賃金が能力を上回り能力や生産性以上の賃金を得ることができる。しかし、現代の様に高

齢化が進むにつれて定年退職時期が後退すると、それに伴い年功制で支払われる賃金額の
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ピークの時期も同じように後退する。企業にとっては労働者の能力や生産性以上の賃金を

支払う期間が長くなるだろう。労働者も同様に、年功制で支払われる賃金額のピークが後退

することによって早期の退職が困難になるだろう。そして、若年層の労働者がいかに業務を

頑張ろうとも、それが賃金額に反映されることはない。以上のことから、企業規模が大きい

ほどより早期での年功制からの脱却を目指すことが考えられるだろう。以上が上場企業を

対象とした賃金制度の導入状況である。 

 

1.2 賃金制度別賃金額について 

以上では「初めに」で述べた通り、年功制の衰退がデータとして読み取ることができた。以

下では年功制が企業や労働者に与える影響を、賃金制度別の賃金額の差から考察する。 

 

図表 2 年功の影響度別年齢ごとの年収水準の推移 

 

（経済産業省 IT関連産業の給与等に関する実態調査と情報処理推進機構の調査をもとに

作成） 

 

図表 2 は年功の影響度別の年齢ごとの年収水準の推移である。経済産業省は IT関連企業に

対し、年功の影響度を「非常に大きい」「大きい」「小さい」「全くない」の 4 択でアンケー

トを取り、「非常に大きい」「大きい」と回答した企業を年功型、「小さい」と回答した企業

を標準型、「全くない」と回答した企業を能力・成果主義型と分類しグラフを作成した。 
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  図表２はそのうちの「年功型」と「能力・成果主義型」の推移を表している。また、企業

によって賃金の水準が異なるため、企業群の中から「最高水準」「標準水準」「最低水準」に

分類している。賃金制度の種類に関わらず、年収額自体は経時的に上昇を続けている。しか

し、「標準水準」の企業では年功型と能力・成果重視型の年収額にあまり差はないものの、

「最高水準」と「最低水準」では大きく差が存在していることが分かる。「最高水準」の場

合、45 歳時点で一度差が縮まるものの、年功型に比べて能力・成果重視型の年収額が若年

時から老年時にかけて高くなっている。「最高水準」における年功型の、年収額上昇の推移

は、45 歳以上になると増加率が緩やかになる年功制のお手本のような傾向が見て取れる。

「最高水準」の企業で働く労働者にとって、年齢層に関係なく年功制に対し嫌悪感を抱くこ

とは年収額からも読み取ることができるだろう。そして、現在能力・成果重視型の賃金制度

を導入している企業にとっては「無駄な賃金」を支払っている状況は生じていないだろう。

賃金制度の改善を検討している企業にとっては能力・成果主義型へ転向することは考えら

れるが。この統計だけでは年功制が企業に与えている悪影響は見受けられない。よって「最

高水準」は労働者が年功制からの脱却を求める層と考えることができるだろう。一方で「最

低水準」の場合、「最高水準」とは反対に能力・成果重視型に比べて年功型の年収額が一貫

して高くなっている。労働者にとって「最低水準」の企業は能力や生産性以上の賃金を受け

取ることができているため、年功制に対し嫌悪感を抱く場合が少ないだろう。一方で、企業

にとっては能力や生産性以上の賃金を支払っている状態になる。この場合に企業が年功制

からの脱却を目指すことは容易に想像できるだろう。図表 2 は IT産業に限定した統計であ

るため、その賃金額に IT産業独自の傾向が表れている可能性も考えられるが、労働者にと

って年功制の下ではたらくデメリットは「最高水準」の場合のみ見受けられた。企業にとっ

ての年功制のデメリットも同じように「最低水準」でのみ見受けられたが、能力・成果を重

視して賃金を支払う場合には、相対的に賃金額が高い場合であっても、低い場合であっても

企業にとっては「生産性」に応じた賃金を支払っているため、能力・成果重視型の賃金制度

の場合、企業にとってはメリットが多いと考える。図表 2 の結果は、年功型と能力。成果重

視型の二つの分類されているため、図 1 におけるその他の職務給や役割給の増加を裏付け

るものとはならなかったが、企業が年功制を好まなくなった傾向を裏付けるものとなった

だろう。以上のことから、企業は年功制ではなく、役割給や職務給、職能給を基本給として

管理職や非管理職などの属性を考慮しつつ成果等で労働者にインセンティブを与えていく

ことによって、企業側にとって生産性に応じた「適切」な賃金を支払うことができるだろう。

しかし、労働者にとっては年功制の場合とそれ以外の賃金制度の場合のそれぞれにメリッ

トが存在しているため、求める賃金制度は人によって異なる状況が続くだろう。以下では昨

年度の夏に行ったインタビュー調査の結果を用いて労働者が考える賃金制度と賃金額の関

係性について考察していく。 
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第 2節 インタビュー調査 

本節では、2020 年の夏に行ったインタビュー調査の記録から賃金制度と賃金額の関係性

を探る。インタビュー調査は 12 人を対象に行ったが、年功的な賃金制度で働いている人が

多く、12 人中６人ほどが完全な年功制ではない場合があるものの、年功的な賃金制度の下

で働いていた。現在管理職であり、職能資格制度のもとで働いている S.J 氏や、同じく能力

給のもとで働いている X.J 氏は「理想の賃金制度は何か」といった質問に対し、「年功は考

えられない」と回答していた。S.J 氏は賃金額に対しては「もらえるのであれば何億でも貰

いたい」と語っているため、現在の賃金額には満足していないが、賃金制度そのものに対し

ては「評価制度が明確に確立しているため、練りこまれた賃金制度である。」と語っていた。

同じように S.J 氏も「上司とのすり合わせさえしていれば納得できる給料を得ることがで

きる。」と語っている。こういった賃金制度の下で働いている場合は、自分の賃金額に満足

がいっていない場合であっても、評価基準が年齢ではないため、賃金制度に対し不満を持つ

ことは無い。よって企業と労働者の双方にとってメリットが考えられるだろう。しかし、す

べての企業がこういった賃金制度を導入することにはやはり困難があるだろう。以下では、

現在年功制の下で働いているインフォーマントについてまとめる。 

年功制以外の賃金制度の下で働いている上記のインフォーマントの年功制に対する考え

とは異なり、実際に年功制の下で働いている人は年功制に対し不満を持っている場合が少

なく、5人が賃金制度に満足しており、賃金額に対し不満を持っていたのは現在電力会社で

システムエンジニアとして働いている Q.S 氏一人であった。賃金額に満足できない理由と

して、Q.S 氏は「賃金が上がりやすくなったとは聞いているが、そうは感じない。」「派手な

成績を残す人は給料が上がるが、自分のような影の仕事はどうしても評価を得ることがで

きない。」と語っていた。 

また、多くの人が年功制の下で働いており賃金額に対して満足している場合であっても、

賃金額以外に対しては不満に感じている点がある人が存在した。現在市役所に勤務してい

る 30 代女性の L.X 氏は「仕事に対して熱量を注いでも、一定の金額しかもらえないため、

労働に対する意欲は低下してしまう。」と労働意欲の面で不満を持っていた。また、現在運

送業に就いている J.K氏は「新規の客などを獲得した際に、それを給料に反映してほしい。」

と語っていた。L.X 氏は市役所に勤務しているため、業務上生産性を求められる場合は少な

いと考えられるが、その他の企業における年功制が低生産性を生じさせる例として考える

ことができるだろう。J.K氏の場合、年功制の下で働いているが、業績として評価できるよ

うな要素が業務内容に含まれていることが分かる。しかし、それが賃金に反映されていない

ため、J.K氏の会社でも L.X 氏と同じように労働意欲の低下が考えられるだろう。 

また、現在ある民営の企業で勤務している L.M氏は「現在は勤続 6年目であり、給料が安定

して上昇することには満足しているが、若年時にもっと給料が高ければよかった。」と語っ

ている。現在鉄道会社で働いている 36 歳男性 X.X 氏は「給料には満足しているが、若い人

にとっては難しい制度であるかもしれない。」と語っていた。やはり年功制に対しては若年
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層が不満を持ちやすいということがここでわかる。さらに、X.X 氏の会社ではすでに定年退

職時期が 60 歳から 65 歳に変更されていた。これに対し X.X 氏は「定年退職が 65 歳になっ

たことによって、給料のピークが後退したため若年層はより給料が上がりにくくなった。」

と語っている。「はじめに」で述べたように、これから少子高齢化の影響によって定年退職

時期を延長する企業は増加すると考えられる。若年層が年功制に対し嫌悪感を抱く状況は

これから顕著に表れてくるのではないだろうか。 

今回インタビューを実施した人のうち、年功制の下で働いている人の多くは市役所や鉄

道会社、運送業といった業務の都合上年功制の場合が多く、能力や成果で賃金を決定するこ

とが難しい業種の人が多かった。こういった職種の場合、就職する以前から年功制が強くな

ることは想像できるだろう。しかし、そういった場合であっても賃金額以外に年功制に対し

不満を持っている場合や、若年層にとって年功制が難しい制度である場合、または彼らの若

年層の頃の賃金額に満足できていない発言が見られた。 

 
おわりに 

 インタビュー調査の結果から、現在年功制以外の賃金制度の下で働いている人は年功制

に対して嫌悪感を抱いていることが分かった。一方で実際に年功制の下で働いている人が

年功制に対し嫌悪感を抱いているケースは少なかった。これには年功制の下で働いている

インフォーマントが若年層に当てはまらないことや、賃金額以外を重要視して職業を選ん

でいる場合があった。S.J 氏の様に、「給料をもらえるのであればいくらでも貰いたい。」と

考える場合には、やはり年功制に対し否定的な考えが見られた。また、賃金額に満足してい

る場合でも、賃金制度に対しても同じように満足感を抱いているわけではなく、労働意欲な

どの点に不満を感じている場合があった。高齢化という深刻な社会現象に対応する形で定

年退職時期の引き延ばし、さらにそれに応じて賃金制度の見直しが検討されているが、とり

わけ昨今では新型コロナウイルスという新たな社会問題が生じている。年功制を見直す一

方で、多くの人が活動自粛を余儀なくされた現代では、安定した賃金を求め年功制を求める

労働者が増加する可能性も考えられる。また、業務の内容上年功制からの脱却が容易でない

企業も多く存在している。賃金制度と賃金額の関係性については今後の社会の状況を見つ

つ、考察を続けていきたい。 

 
参考 

OECD 「Average Wages」https://data.oecd.org/earnwage/average-wages.htm（最終閲覧日

2021 年 1 月 13 日） 

厚生労働省「毎月勤労統計調査」 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1.htm（最終閲覧日 2020 年 12 月 17 日） 

日本生産性本部「第 16回日本的雇用・人事の変容に関する調査結果」 

https://www.jpc-net.jp/research/detail/002744.html（最終閲覧日 2020 年 12 月 
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17 日） 

経済産業省 「IT関連産業の給与等に関する実態調査結果」 

https://www.meti.go.jp/press/2017/08/20170821001/20170821001-1.pdf( 最 終

閲覧日 2021 年 1 月 7日) 
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第 8章 働き方改革による影響 

労働時間に焦点を当てて 

長坂周馬 

 

はじめに 

本報告において明らかにしたいことは、労働時間に焦点を当てた「働き方改革による影響」

についてである。働き方改革とは、「一億総活躍社会」を目指すため、労働者が個々の事情

に応じて多様で柔軟な働き方を自ら選択できるようにする改革である。2019年4月からは、

政府が掲げたスローガンである、働き手を増やすこと、出生率の上昇、労働生産性の上昇を

実現させるため、働き方改革関連法が施行された。これにより、長時間労働を是正する動き

が見られたが、未だ労働時間の長さが社会的な関心となっている。朝日新聞の記事「労基署、

朝日新聞東京本社に是正勧告」（2016 年 12 月 10 日）によれば、朝日新聞東京本社は、社員

に違法な長時間労働をさせたとして、中央労働基準監督署（東京）から労働基準法違反で是

正勧告を受けている。 

また、朝日新聞の記事「裁量労働制、定額働かせ放題の闇」（2019 年 5 月 27 日）によれ

ば、入社 1年目から裁量労働制を適用された 20 代女性が、長時間労働で適応障害を発病し

労災認定を受けるまでの経緯を取材している。 

他にも、日経新聞の記事「違反残業なお 300 万人」（2020 年 1 月 20 日）によると、大企

業の残業に罰則付き上限が導入された 2019 年 4 月以降も月 80 時間超の残業をしている人

が推計で約 300 万人に上ることが総務省の調査で分かり、部下の仕事量が減ったしわ寄せ

で管理職の残業が高止まりしているといったこともある。 

近年では、働き方改革によって労働時間に変化があったと思われるが、いくつか問題点も

あると考えられる。そこで、労働時間に関するマクロ的な状況がどのようになっているのか

を、政府統計や各種調査によって示していきたい。 

 

第 1節 マクロ観点で見た労働時間の現状 

労働時間の長さに関する統計データとしては、労働時間の動向を示す総務省の労働力調

査と、厚生労働省の毎月勤労統計調査がある。それによれば、過去 5 年間の推移は図表 1 の

ようになる。 

図表 1 2015 年から 2019 年の労働時間の推移 

 

出典：総務省「労働力調査」厚生労働省「毎月勤労統計調査」より作成 
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図表 1 について、総実労働時間と、所定内労働時間との差が所定外労働時間、つまり残業

を表している。そして、総実労働時間と労働力調査の差がサービス残業である。グラフから、

全体的に労働時間は減少傾向にある。この労働時間減少の要因は、労働時間が短いパートタ

イム労働者の比率が高くなったことによる部分が大きい（佐藤,2019,p.144）とはいえ、社

会全体で労働時間を減らそうとする動きがあることは確かだろう。 

では、労働時間に関連して有給休暇の取得について見てみると、働き方改革関連法により、

年 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年 5日につ

いては使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられた。図表 2 は厚生労働省の

就労条件総合調査による、過去 5 年間の有給休暇取得状況の推移である。 

 

図表 2 労働者 1人平均年次有給休暇の取得状況 

 

出典：厚生労働省「就労条件総合調査」より作成 

 

図表 2 について、年々有給休暇の取得率は増加してきていることがわかる。5年間で、労

働者 1人平均付与日数には変化が見られないが、取得日数は増加傾向があり、与えられた有

給休暇を消化しやすくなってきていると言える。 

これらのことから、労働環境の改善がされてきていると言えるのではないだろうか。マク

ロ的な観点から見れば、労働時間の減少、有給休暇取得率増加など、働き方改革は労働者に

とってポジティブなものであるように思われる。では、実際に働き方改革が実施されたこと

についてどのように考えているのかというアンケート調査を見てみる。エン・ジャパン株式

会社が運営する人事向け総合情報サイト『人事のミカタ』上でサイトを利用している従業員

数 1000名未満の企業の人事担当者を対象にしたアンケート調査では、図表 3 のようになっ

た。 

この結果から、働き方改革によって労働環境が良くなったと思っている人が 31％、良く

なっていない、悪くなっていると思っている人が 29％、変わらないと思っている人が 40％

となっていることから、必ずしも良い影響を与えるものとは言えないだろう。 
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図表 3 働き方改革により、企業の労働環境や、 

日本が良くなっていると思いますか？ 

 

出典：エン・ジャパン『人事のミカタ』アンケート  

従業員数 1000名未満の 500 社に聞く「働き方改革法」実態調査より 

(調査期間：2019 年 11 月 13 日～2019 年 12 月 10 日 有効回答 509 社) 

 

第 2節 インタビュー調査 

 本節では、今夏に行ったインタビュー調査の結果から、働き方改革による影響について見

ていく。インタビュー調査に協力していただいた人の中で、働き方改革による影響があった

方が 7人、影響がなかった方が 3人という結果であった。 

では、初めに働き方改革による影響があった方について紹介する。変化した点としては、

有給休暇の取得、労働時間、労働時間制度、労務管理などが挙げられた。 

 

＜有給休暇に関する発言＞ 

「働き方改革により取得しやすくなりました。」(J.R 氏 30 代男性) 

「有給は取得しやすくなったというか年間 10 日を義務づけました。なので、突発的に取る

というよりはスケジュールリングして年間のスケジュールを組んでいく形になるので取り

やすくなったというよりは取らないといけない制度になってしまっているので、結果的に

は有給消化率は絶対的に上がっていると思います。」(R.J 氏 30 代男性) 

「有給取得については自分がいた当時は、半年前から申請しなければいけなかったけど 

今は絶対有給をとれよっていう風になっているから取りやすいと思う。」(S.J 氏 30 代男性) 

上記のように、単純に労働者の権利として取得しやすくなった人や、企業から取得を義務

づけられるようになったため、取得しやすくなった人もいた。 

  

＜労働時間、労働時間制度に関する発言＞ 

「入社した時は基本終電で、週 1終電を逃していたので、2時くらいにタクシーで帰るって

いうような生活をしていました。最近は超ホワイトになっていて、普通に月 45 時間は絶対

に超えるなっていうので運用している。」(X.J 氏 30 代女性) 
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「フレックス制度が導入されたことが大きいと思います。家族との時間がとりやすくもな

り、働きやすくなったと感じます。」(X.X 氏 30 代男性) 

上記のように、労働者が長時間労働になりにくいようにしたり、働きやすいようにしたり

する制度が導入されるようになった。 

 

＜労務管理に関する発言＞ 

「年間に最大限働くことができる時間の上限が年々下がってきています。あとは、我々のよ

うなマネジャークラスは部下の管理も含まれるので、部下が月々の上限を超えないかも管

理するようになりました。」(J.R 氏 30 代男性営業責任者) 

「管理制度につきましては、毎日、勤務表というものを会社のシステムに登録するようにな

っていまして、それを逐次、上長の方がモニタリングして今後の業務時間がどのようになる

かをウォッチしていまして、あまりに労働時間が多いと他の人に仕事を預けるような形で

労働時間を調節していますね。」(R.J 氏 30 代男性管理職) 

「昔は徹夜で会社に残って仕事していたっておっしゃる上司の方はいらっしゃるので、そ

の時代と比べると圧倒的に『早く帰れ』って言われて、割と勤務体制の管理もしっかりして

きたのかなと思います。」(L.M 氏 20 代女性) 

上記のように、管理職やマネージャークラスの人は、部下の労働時間の管理をするように

なり、管理職ではない人も、上司から長時間労働にならないように管理されるようになった。 

これらのことから、働き方改革による影響はほとんどの人にとってポジティブに働いて

いることがわかった。しかし、一部の人は働き方改革について否定的に捉えていた。以下で

は、否定的な意見を紹介する。 

 

＜働き方改革に対して否定的な発言＞ 

「(有給は取得しやすくなったかというと)うちはない。うちは大前提働き方改革には反対。

働き方改革は、うちの中で働くな改革って呼んでるんですけど、手段が目的化しちゃってい

てなんの意味もないっていうのが私たちの判断なんですね。大前提の目的って労働人口が

減る中で生産性の向上、働きたくても働けない人にいかに働いてもらえるかっていうとこ

ろが目的のはずだけれども、その一つの手段として長時間労働の是正があるんですけど、た

だ政府として長時間労働の是正を打ち出した方が見栄えがいいから、結局それって手段が

目的化しちゃってる。生産性上がってないのに、ただサボって早く帰える人が増えてるだけ

の実態。効果的にもそう見えているので。なので、うちの会社はそもそも見ていないってい

うのが前提にあります。もともとうちの会社は年 5日の計画年休、働き方改革をする前から

その運用だったので変わりはなくってっていう感じですかね。」(X.J 氏 30 代女性) 

「やっぱり働き方改革に関しては無理があるのかなと感じています。対会社というよりは

対政府という形になっちゃうんですけど、やはり、非管理職の労働時間には規制はされるの

ですが、結局会社で求められる仕事の総量というものは変わらないんですね。ということは

どこかで吸収しなければ企業の運営は成り立たないんですね。そして結局、管理職のほうが

働いてるんですよね。その姿をみたときに管理職に上がりたいと思う人ってやっぱり少な

いと思うんです。」(R.J 氏 30 代男性管理職) 

上記のように、そもそも会社の方針で、働き方改革に反対しているところもあれば、管理

職への負荷が増大してしまうということからネガティブに感じている人もいる。 

では、最後に働き方改革による影響がなかった人について紹介する。 
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＜働き方改革による影響がなかった人の発言＞ 

「やってることはちゃんとやっている会社なので、働き方を変える対象にはなっていない

のではないか。」(R.J 氏 20 代男性) 

「働き方改革って同一賃金同一労働とかのことですよね。元々正社員で働いているので、あ

まりそういう実感はないですね。(有給も)元々取りやすいんであまり変わってないですね。」

(L.X 氏 30 代女性) 

また、働き方改革によって労働時間や労働時間制度に変化はあったかという質問に対し

て、S.L 氏(30 代男性)は「いや、特にないですね。それが行われる前から働き方改革されて

いましたね。」と回答した。 

上記のことから、働き方改革による影響がない人たちは、もともとの労働環境に大きな問

題がなく、働き方改革をする必要もなかったということが言えるだろう。 

 

おわりに 

インタビュー調査をまとめると、働き方改革による影響を受けた人のほとんどは、有給休

暇取得のしやすさ向上、長時間労働の是正という肯定的な変化があった。ただ、X.J 氏(30

代女性)のように、本人は労働時間が減少したためポジティブに感じていても、会社自体は、

生産性が上がっていないのに労働時間を短くしても、手段が目的化しているとして、働き方

改革を否定的に捉えているということがあった。また、管理職の方は非管理職の労働時間が

減少した、しわ寄せにより負の影響を受けている。これらのことから、働き方改革が全ての

人にとって良い影響をもたらすものではないと言える。重要なのは、本来の目的である労働

生産性の維持、向上をすることである。単純に労働時間を短くしているだけでは、生産性が

維持できず、上司や管理職につけがまわってくる。そして残業代が支払われない管理職が長

時間残業をしているという現状を見て、今後管理職を希望する人が減少するのではないか

という懸念も出てきた。重要なのは、単純に労働時間を減らすことではなく、それぞれの会

社で生産性を維持、向上させる工夫した取り組みを行い、長時間労働を無くしていくことで

ある。そうすれば、真の働き方改革ができるのではないかと考えられる。 
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第 9章 長時間労働による働き方の変化 

残業時間とのかかわり 

早川惠理 

 

はじめに 

本報告において明らかにしたいことは、「長時間労働の現状と残業時間」についてであ

る。また、長時間労働とのかかわりから変化してきた働き方についても明らかにしていき

たい。近年、働き方改革により残業時間の規制が厳しくなるなど、残業時間や長時間労働

が社会的な関心となっている。 

例えば、朝日新聞の記事「長時間労働『隠す状況が不可に』町職員自殺で第三者委」

（2020 年 9 月９日）によれば、男性職員が自殺した問題に対し、長時間労働また、それを

隠さなければいけない状況が心理的な負荷となったと分析をしている。このように働き方

改革によって労働時間の規制が厳しくなったのにも関わらず、長時間労働の問題は数多く

ある。他にも、朝日新聞の記事「残業しても残業じゃない？変形労働時間制の狙いと課

題」（2020 年 8 月 30 日）によれば、残業代を支払わずに残業をさせることができる変形労

働時間制の導入している企業が増えているのが現状であるとしている。変形労働時間制に

より人件費の節約や休日の固め取理などにつながる一方、働き手が長時間労働に陥りやす

いことへの懸念は強い。 

 

第 1節 長時間労働と残業の現状 

このように働き方改革によって、労働環境を整備し、効率化また、長時間労働の防止を

目指している中で、まだまだ長時間労働の問題点が残されているのが現状である。残業

や、休日出勤による長時間労働が社会的関心となり、働き方改革やワークライフバランス

を推進する政府も様々な対策に乗り出し、企業側にも早急な是正が求められている。 

「日本人は働きすぎ」というイメージは、多くの人の共通認識となっており、実際、世界

的に見ても長時間労働者の割合が多いのが現状である。厚生労働省の「令和元年過労死等

防止対策白書」によると、週労働時間が 49 時間以上の労働者の割合は 19.0％（男性

27.3％、女性 8.5％）であった。アメリカやイギリス、フランス、ドイツといった先

進国の中ではアメリカ（19.2％）に次いで多く、特に男性は 4 人に 1 人時間外労働が

常態化していることになる。また、OECD 加盟国における労働者 1 人あたりの年間平均

労働時間（2018 年）をみると、最も短いドイツの 1363 時間に対し、日本は 1680 時間

と 317 時間の差がある。317 時間多く働いているということは、1 日の労働時間を 8

時間と仮定すると、年間 39 日（営業日）相当多く働いていることになる。 

この現状を踏まえて、長時間労働、残業時間に対するマクロ的な状況がどのようになっ

ているのかを、政府統計や各種調査によって確認し、この夏に行ったインタビュー調査の

結果からどのような現状が見えてくるのか考察していきたいと思う。 

はじめに、近年の労働時間、残業時間の推移について触れていきたい。労働時間の統計 

データには、厚生労働省の毎月勤労統計調査や、総務省の労働力調査がある。毎月勤労統

計調査による過去 5 年の年間総労働数と所定内労働時間の比較が図表 1 である。 
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図表 1 年間層労働時間と所定内労働時間 

 

出展：総務省「労働力調査」厚生労働省「毎月勤労統計調査」より作成 

 

図表 1 を見ると総労働時間が少しずつ減少してきていることがわかる。また、総労働時

間と所定内労働時間の差である残業時間は、変化していないように感じる。しかし、先ほ

どの記事にあったように変形時間労働制の導入により残業や、長時間労働が発生している

ことは確かである。 

 

図表２変形労働時間制の採用率（%） 

 
出典：厚生労働省「平成３０年就労条件総合調査」より作成 

 

図表２より日本での大多数の企業は、労働時間制に柔軟性を持たせた変形労働時間制

を、多く採用しているとわかる。フレックスタイム制も合わせると変形労働時間制を採用

している企業の割合は、全体の約 60%にも及んでいる。多くの企業が取り入れている変形

労働時間制によって、労働時間を月・年単位で調整することにより、繁忙期等の勤務時間

が増加しても時間外労働として扱われないことが懸念される。 
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図表３ 年間平均残業時間 

 

出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」より作成 

 

図表３より、年間の平均残業時間が見てとれる。グラフからは、世界的な経済危機のあ

った 2009 年に残業時間が急激に減少し、その後は元の水準に戻っていることがわかる。

一方、過去数年に注目すると、減少傾向にある。しかし、全体的にみるとまだ残業時間が

多いであろう。 

 

第２節 インタビュー調査より 

本節では、インタビュー調査の結果を用いて、労働時間制度や、残業時間に対する価値

観や意見を紹介していきたい。調査では、11 人の社会人に回答して頂いた。その中で、現

状の労働時間制度や残業について不満を持っている人が多く、改善を求める人が多数であ

った。 

労働時間に関する発言では、「まあ入ったころに比べるとマシになったかなという感じで

すね。入ったころはほんとにまともに勤務時間とられてないに等しくて、タイムカードと

いうか IC カードで入退出はしてたんですけどそれは関係なくて、パソコン、システム上

で勤務時間打った時間がそのまま勤務時間になってたのでサービス残業し放題だったとい

う感じでしたね。今はパソコンログイン時間とかで時間をとられるんですけとそこにもち

ょっと問題があって、出勤退勤の 1 時間前後は残業を申告しなければ残業代がつかない

んですよね。」（J .S 氏）「満足はしていないですね。この会社の仕組み上、仕方ないので

すが、宅配便の営業時間というものが夜遅くまでやっていて、そのため、サービス提供時

間は会社にいなければならないので、長時間労働になりやすい環境にあります。なので、

労働時間を抑えつつ、サービス向上をすることの両立をしなければならないはずですが、

労働時間は長いままですので不満ですね。」 （J.R 氏）「長い時は長いですし、予定がある

時は短く終わらせる時もあります。今の労働時間が長いとは思ってないです。人よりは働

いてると思うけど、今はがんばる時期だと思ってます。」（O.M 氏）という声が挙がった。

残業時間に関する発言では、「時期によっても違ったりで、ほんとに波がありすぎて何とも

言えないんですけど。残業が年単位で 全然違ったりするんで。45 時間以上だと書類出し
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て 80 時間までできる。2016 年とかはほんとにひどくて、月に 200 時間とか あったり

してた。それでも少ないほうだったですね、300 とかの人もいたんで。会社全体でやばい

感じだったのでつけさせてくれて、基本給を残業代が上回りましたね。ボーナスが入って

んのかっていうくらい 。」（J.S 氏）「営業の時は、事業場外みなし雇用形態やっているの

で、月に 40〜60 時間ありましたね。」（X.J 氏）との声が挙がった。 

この結果から、労働時間や残業時間について満足していない理由として、残業を勤務時

間として捉えられず、サービス残業となってしまっていることなどが挙げられる。長い労

働時間、多くの残業のわりに給料が低く、労働時間と賃金が見合っていないことが問題点

であるとわかった。また、長時間労働を、仕方ないと捉えている人もいることがわかっ

た。これらの発言からも、勤務先の勤怠管理などに満足していなく、ワークラーフバラン

スが良くないことがうかがえる。これらの問題を解決していくためにも、長時間労働の是

正を行わなければならない。 

 
終わりに  

以上のことから、労働時間制度の改善、残業時間に対する賃金の見直しが必要であると

わかった。労働者の働きに応じた、対価や報酬を与えるような労働時間制度、サービス残

業にならないように、雇用側は、改善していかなければならない。そして、企業側は、社

員の長時間労働者を是正するために、勤怠管理をすることや、テレワーク制度を導入して

生産性の向上を図ると同時に社員のワークライフバランスの向上を目指して行くことが重

要である。これから、インタビュー調査や、様々なデータまた文献を用いてより良い労働

時間制度、残業に対する制度を考察していきたい。 

 

文献リスト 

朝日新聞（2020）「残業しても残業じゃない？変形労働時間制の狙いと課題」『朝日新聞』

8月 30 日 

朝日新聞（2020）「長時間労働、62%が違法 過労死ライン越え 33%」『朝日新聞』10 月 29

日 

朝日新聞（2020）「長時間労働『隠す状況が不可に』町職員自殺で第三者委」『朝日新聞』

9月９日 

厚生労働省「毎月勤労統計調査」 

   https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1a.html（最終閲覧日 2021 年１月 7日） 

厚生労働省「賃金労働時間制度等総合調査」 

   https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/11-23c.html（最終閲覧日 2021 年１月７

日） 

厚生労働省「平成３０年就労条件総合調査」 

   https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jika（最終閲覧日 2021 年１月７

日） 
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第 10 章 日本社会における男性の育児休業取得の現状 

林 宗徹 

はじめに 
近年、女性の産休、育休が一般化されてきていることに加え、男性の産休、育休の取得に

関しても多くはないものの、少しずつ増えており、朝日新聞「男性の育休、もっと取るには」

（2018 年 8 月 26 日）の記事において育児休業をとった男性が前の年に５%を超えたとし、

近年では育児休暇を取得する男性が増えてきていることがわかる。また、この動向から男性

が育休を取得するメリットやコツなどを経験者や専門家などが紹介をしている。男性の育

休取得に関しては政府が五年後に取得率 30%を政府目標としていることもあり関心の高さ

が伺える。 

一方、男女の育休取得率を同じ親としてみたときにその取得率の違いに関して日本経済新

聞「父も気兼ねなく育休をとるには」（2020 年 10 月 22 日）の記事では女性の育休取得率は

80%代で安定しており、母親が積極的に休んでいる事実を考えれば、男性が育休を取得せず、

休まない理由にはなじまず、後付けで正当化している面があるだろうという考察を紹介し

ている。 

男性の育休取得は少子化問題や働き方改革につながる重要な問題であることが考えられ

る。つまり男性が育児休業を取得することはそれらのような社会問題の解決につながるこ

とはもちろん、育児休業を実際に取得した人からの調査では「仕事のモチベーションの向上

や労働時間の削減、家族への意識を向上させることを示唆している」（西田,寺嶋,2020）。と

いう利点からも男性の育休取得は重要なものであると言える。しかし、男性の育休取得に関

心は集まりつつあるが、それと同時に男性の取得率の伸び悩みや、男女での取得率の大きな

差などの問題が記事からわかる。これらから、男性の育休取得が日本社会でどのような動向

をしめしているのか、また、どのような課題が存在するのかを政府統計や各種調査、インタ

ビュー調査の結果から考察する。 

 

第 1節 男性の育休取得に関する動向 

図表 1 男女の育休取得率 

 

出所：厚生労働省「雇用均等基本調査」 

 

図表 1は厚生労働省「雇用均等基本調査」から男女の育休取得率を示したグラフであ
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る。この図では「はじめに」において紹介した記事のように男性だけみれば近年では取得

率が上昇していると言えるが、女性の取得率と比べればその差は歴然である。また、男性

の育休取得率の上昇は著しいものではなく、男性の育休取得が社会全体に浸透していると

は判断しづらいことがわかる。 

 

図表 2 2018 年度男性育児休業取得期間 

 

出所：厚生労働省「雇用均等基本調査」 

 

図表 2厚生労働省「雇用均等基本調査」から男性の育休取得者が実際に取得した期間を

示したグラフである。このグラフから実際に男性で育休を取得した方の 60%以上の方が 5

日未満または、5日〜2週間未満と比較的短期間の取得であり、男性で半年以上の取得は

全て 5%以下と低い水準である。 

 

図表 3 男性正社員が育児休業を取得しなかった理由 

 

出所：三菱 UFJリサーチ&コンサルティング 
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図 3 は厚生労働省委託調査であり三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングの「仕事と育児等

の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」から男性正社員が育児休業を取得

しなかった理由のデータである。このデータから男性が育休取得をしない理由に関して最

も多い理由が「会社で育児休業が整備されていなかったから」（23.4%）。二番目に多い項目

が「収入を減らしたくなかったから」（22.6%）。三番目に多い項目が「職場で育児休業制度

が取得しづらい雰囲気だったから」（21.8%）であった。 

 これらの図表からまず男性の育児休業取得の現状として取得率は上昇しているものの取

得率自体は低いという事実に加え、実際に男性で育休を取得した場合においてもその半数

以上の取得期間が 5日未満または、5日〜2週間未満と非常に短期の取得となっていること

がわかる。また、男性で育児休業を取得しない方が挙げる主な理由として制度の整備不足や

職場の雰囲気というような職場内で男性の育休取得の障壁が存在するなどの問題点と、自

らの収入面に対する不安から取得しない方も多くいるということもまた問題点としてあげ

られ、男性が取得する育休は女性のように長期で取るべきときに取ることができるような

融通の良さがあるとはとてもいいづらい状況であることがわかる。 

 ではこれらの男性の育休取得の現状から実際の会社における男性の育休取得に関する動

向についてインタビュー調査の結果から考察する。 

 

第 2節 インタビュー調査の結果から 

インタビュー調査において 12 人のインフォーマントから回答を得られその中の 10 人の

男性の中で育休を実際に取得したという人は一人にとどまっている。しかし、実際子供が

できたにも関わらず育休を取得しなかったという方も一人であり、その他はまだ結婚をし

ていないことや、子供がいないという方々が多く、現在、検討中という方も一人いるとい

う状況であった。そこから、育休を取得した方と取得しなかった方の職場の状況や家庭生

活を参考にし、考察を行う。 

まず、職場の取得状況で見た際に育休を取得した方の場合、「多分女性は 100%ですね。

男性の方でもやはり育休取られる方は多いですよね。具体的な数字としてはわからないで

すけど、ただ会社としては増やしていきたいという意向は持っています」（RJ 氏 30 代後

半男性）という。また、取得の雰囲気に関しては「むしろ当然取るんでしょっていうそう

いうスタンスでして特に女性はそうですね」（RJ 氏 30 代後半男性）というように会社で

男性の取得が促されるような環境であることがわかる。 

一方、育休を取得しなかった方の職場の取得状況に関して「女性についてはほぼ全員、

まあ休まざるを得ないと思うんですけど産休育休というのはありま すしマックス 2 年く

らいとれますね。男性では制度上はあるのでとっちゃいけないっていうのはないですけ

ど、男性でいうと家族が増えましたよって会社に申請するときにこういう制度があります

よって全く言ってくれないです」（JS 氏 30 代後半）という。取得の雰囲気では「そうで

すね、まあ全然ないかな。まあ取れないことはないですけど利用してない人が多いです 

ね。で、男の人の場合たぶんどう取っていいかわからないっていうのがあるんですよ

ね。」（JS 氏 30 代後半）というように男性の取得がしづらい環境にあることがわかる。 
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 つまり、ここから育休の取得には社内の環境が大きく関わっていると言える。そして

これらを参考に 5 名の育休取得の意向がある方の状況の考察ができる。 

  

「育休取得の意向がある」（5人） 

-職場での取得状況- 

・「今の工場だとだといない。北海道が女性社員がほとんどいないから。寿退社がまだあ

るのが印象。」（SJ 氏 30 代後半） 

・「入って間もないのでわからないですが、今のところそういったスタッフがいないので

なんとも言えない。」（RJ２氏 20 代後半） 

・「男性で育休、もしくは育児による時短勤務を取得している人間は、私の知る限りです

といません。女性に関しては制度もありますので育休の取得や短時間勤務の人たちは多数

います。」（JR 氏 30 代後半） 

・「そうですね、男性は多分未だかつていないですね。女性は多分トータルで 10 人くら

いはもう取っていて、全員復帰しているって感じですね。だから、子供を産むことを理由

に辞めてる人とかっていうのはいないですね。」（SL氏 30 代前半） 

・「男性で育休を取ってらっしゃる方は見たことないですけど、女性は同じ部署ではないん

ですけど、別の部署で 2 人くらい取っている人は見たことあります。2年かな？」（LM 氏） 

 

-育休取得の雰囲気- 

・「取りやすいと思う。男性もパパ休って言って休みも取れるし。また、戻りやすい制度

も考えているところで、産休育休で外に出た人がスムーズに早く戻ってこれるような制度

を考えてる。」（SJ 氏 30 代後半） 

・「そうですね、逆に取りにくい雰囲気はないと思います。判断理由としては、事前に休

暇の 申請をするのですが、その申請が通らないということを聞いたことがないからです

ね。」（JR 氏 30 代後半） 

・「そうですね。なんですかね。カルチャーじゃないですか。もともと取りやすいん

で。」（SL氏 30 代前半） 

・「女性社員がすごく多い会社なので、環境的には他の会社より取りやすいのかなと思いま

すし、女性の管理職もそこそこいるので、そこの関しての理解はある方だと思います。 社

員数も圧倒的に多いですし、育休取って、戻って働かれている方々もいるので、そういう環

境ではあるのかなと思います。」（LM 氏） 

・「それはあると思います。なぜなら、大手なので目をつけられやすいので、会社側とし

てやってあげないと遺言が残るというか。後は会社の方針としても採用時に明らかに何で

も話しますというスタンスで、ちゃんとしているので女性の働きやすさの部分もあるのか

なと思いますね。」 （RJ２氏 20 代後半） 

 これらから育休の取得の意向がある方々の職場の取得状況と雰囲気をみると育休自体は

取得できる雰囲気はあるが、実際に取得例がないといった職場がほとんどである。この状

況は男性の育休取得に関しては職場の状況や雰囲気が大きくかかわっていることがわか

る。 
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 次に家庭生活において「男は仕事、女は家庭という考え方について」の質問について育

休を取得した方、育休を取得しなかった方、これから育休を取得する意向のあるものに分

け、分析すると、育休を取得した方と育休をこれから取得する意向のある方々の全員がこ

の考え方に対して「間違っている」という意見を仰っている。一方、育休の取得をしなか

った一名だけがその意見に賛成している結果となった。 

 つまりこの結果から育休の取得の有無、もしくはその取得の意向の有無がこの質問の回

答に影響を与えていることがわかる。 

 

おわりに 

 男性の育休取得が現状ではその取得率が低いということに加え、たとえ取得した場合で

もその期間が短期間にとどまっていることがわかる。また、その育休取得率が低い原因と

しては会社内での育休取得の状況や雰囲気によって男性の育休が促されるのか、妨げられ

るかが大きく関わっていることがインタビュー調査からわかる。 

 一方、男性の育休取得に関して職場の状況や雰囲気によって妨げられているという意見

のほかに日本社会のシステム的な観点をから見ると「女性の社会進出が男性と同等では

く、男性が働く方が安定した生活が得られる仕組みになっているため、実際には男性が育

児休業を取ることによって経済的な損失が生じる世帯が多いと考えられる。制度上は男女

平等に育児休業取得が可能であるが、このような背景を鑑みると、平等な制度では男性が

育児休業を取得するためには十分とは言い難い」（西田・寺嶋,2020）。という主張があ

る。これは「第 1節」の図表 3の男性が育休を取得しない理由における二番目におおい

「収入が減るから」という回答に繋がってくる問題であり、「男は仕事、女は家庭」とい

う考え方が根付いていることになるが、インタビュー調査の結果では育休を取得した方、

または取得の意向がある方々はこの考え方に間違いであるという意見を持っている。しか

しながら、実際に取得した方は 1名であり、男性の育休取得の現状からもわかるように社

内の状況から取得の意向があるものも取得が妨げられ、このまま取得が進まなければ「男

は仕事、女は家庭」という考え方からの変化が生まれず、取得率は低いという現状がこの

まま続くことが考えられる。 
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第 11 章 男性の育児休業取得について 

 

西岡璃子 

 

はじめに 

 本報告において明らかにしたいことは、男性の育児休業取得率についての実態である。 

これに関連して、朝日新聞の記事「男性の育休取得 3割目標」(2020 年 5 月 2日)によれば、

政府は 2025 年までの「少子化社会対策大網」という少子化対策の指針となる原案を公表 

したのに伴い、政権が掲げる「希望出生率 1.8」の実現に向けて、男性の育児休業取得率を

2018 年度の 6.16％から 30％に上げるという数値目標を明記している。 

 また 2019 年 12 月 30 日の日経新聞によれば、政府は 2020 年から男性国家公務員に、   

1 ヶ月以上の育休取得を促す仕組みを始めている。その中でも特に霞が関では 2018 年度に

国家公務員男性の育児休業取得率が 21.6%と過去最高記録を更新しており、これは同年度 

民間企業男性の育児休業取得率(6.16%)を 3 倍以上も上回っていることが分かる。 

 

第 1節 男性育児休業取得率の実態 

 男性の育休取得率に関するデータとして、厚生労働省は取得状況の推移を発表している。

それによれば、2008 年から 2018 年までの 10 年間の推移は図表 1のようになっている。 

 

図表１ 育児休業取得率の推移(男性) 

 
出所:厚生労働省(2019) 

 

 2012 年から上昇傾向にあり、2018 年で 6.16％と過去最高記録を更新しているものの、同

年間での女性取得率の 8割超えに比べたら、まだまだ低い水準であると言える。 

 また、厚生労働省の発表した労働政策研究報告書では、男女別の育児休業合計取得期間が

示されている。図表 2,3 は、育児休業を取得する可能性が無い人を分母から除外するために

末子が生まれた人限定、男性 1235 人女性 459 人から調査された育児休業合計月数である。 
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図表２ 育児休業取得期間の合計月数(男性) 

 
出所:厚生労働省(2016) 

 

図表３ 育児休業取得期間の合計月数(女性) 

 
出所:厚生労働省(2016) 

 

 図表 2 からは、男性が育児休業を取得する場合は、合計で 1 ヶ月未満が最も多い期間で

あること、合計で 25 ヶ月以上の取得は男性においてない事が分かる。図表 3からは女性が

育児休業を取得する場合、合計で 7 か月から 12 ヶ月の合計月数が最も多いこと、12 ヶ月 

以上から 25 ヶ月の取得が全体のおよそ半数を占めていることが分かる。 

 さらに三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングが 2017 年度に実施した「仕事と育児の両立

に関する実態把握のための調査」では、育児休業を利用しなかった理由が発表されている。

その回答を示したのが図表 4である。 
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図表４ 育児休業を利用しなかった理由(男性) 

 
複数回答可 

出所:三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング(2017) 

 

図表５ 育児休業を利用しなかった理由(女性) 

 
複数回答可 

出所:三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング(2017) 

 

 図表 4からは、業務が繁忙で職場の人手が不足していたことや、育児休業制度が整備 

されていなかったこと、育児休業を取得しづらい雰囲気であったことが、主に男性が育児 

休業を利用しなかった理由として挙げられる。それに次いで、自分にしかできない仕事や 

担当であったこと、収入を減らしたくなかったという理由も挙げられる。図表 5から職場が

育児休業を取得しづらい雰囲気だったこと、会社で育児休業制度が整備されていなかった

ことが、育児休業を取得しなかった女性の理由としてそれぞれ 30%を超えておりこの２つが

全体の半数以上を占めていることが分かる。 
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第 2節 インタビュー調査より 

 本節では、2020 年夏に行ったインタビュー調査の結果から男性育児休業取得率の実態に

ついて紹介していく。今回のインタビューでは男性 8 人、女性 3 人の合計 11 人にご協力 

いただいた。その中で既婚者は、男性 8人中 4人、女性は結婚を控えている方が 3人中 1人

であった。さらに既婚男性の中で子どものいる家庭は 4 人中 3 人で、実際に育児休暇制度

を利用された方が 1人という結果となった。 

 

育児休暇取得の実態(女性) 

 まず女性の育児休暇取得の実態として「職場では産休・育休を取得する男性や女性はどれ

ほどいるのか」という質問に対して大きく 3パターンの回答が得られた。 

1パターン目は「女性についてはほぼ全員、まあ休まざるを得ないと思うんですけど産休

育休というのはありますしマックス 2 年くらいとれますね。」(G.S 氏 30代男性)という意見

や「多分女性は 100%ですね。」(R.J氏 30代男性)、「女性はみんな取ります。」(X.X 氏 30代

男性)、「女性はほとんど取られます。」(L.X 氏 30 代女性)、「女性に関しては制度もありま

すので育休の取得や短時間勤務の人たちは多数います。」(J.R 氏 30 代男性)、「女性は同じ

部署ではないんですけど、別の部署で 2人くらい取っているのは見たことあります。2年か

な。」(L.M 氏 20 代女性)というように、11 人中 6 人が女性の育児休暇取得率について高い

ことが分かる回答を示した上で、L.M 氏(20代女性)は「女性社員がすごく多い会社なので、

環境的には他の会社より取りやすいのかなと思いますし、女性の管理職もそこそこいるの

で、そこに関しての理解はある方だと思います。」と育休を取得しやすい雰囲気について述

べた。 

 さらに 2パターン目として「女性は多分トータルで 10 人くらいはもう取っていて、全員

復帰しているって感じですね。だから、子供を産むことを理由に辞めてる人とかっていうの

はいないですね。」(S.L 氏 30代男性)や「女性に関してはほぼ 100%、復帰率も高い。」(X.J

氏 30 代女性)というように、取得率の高さだけでなく復帰率の高さも挙げられる一方で、

X.J氏（30代女性)は「成果出してない人しか残れないっていう雰囲気はあるので成果を出

している人にはうちの会社は優しいんですよね。成果を出していない人に関しては、そもそ

も育休・産休とかを取る前に辞める。」というように厳しい現状も明らかになった。 

 最後に 3 パターン目は「まだ会社作ってから 1 年も経ってないからまだ産休とか育休取

得した人はいないです。必要なら全然とってほしいし、でもまだそこら辺の制度全然決めれ

てないから 1 人目のときに色々決めようと思います。」(Q.M 氏 30 代男性)といった意見や

「入って間もないのでわからない。」(R.J 氏 20 代男性)、「今の工場だといない。北海道が

女性社員がほとんどいないから。」(S.J 氏 30 代歳男性)というような例外的な回答と同時

に、S.J氏(30代男性)は「戻りやすい制度も考えているところで、産休育休で外に出た人が

スムーズに早く戻ってこれるような制度を考えてる。」というような回答も得られた。 

 

育児休暇取得の実態(男性) 

 次に男性の育児休暇取得の実態として「職場では産休・育休を取得する男性や女性はどれ

ほどいるのか」という質問に対しては以下のような回答が得られた。 

 まず、「男性は僕の周りにはいないです。1年に一人聞くか聞かないかくらいですね。」(X.X
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氏 30代男性)というような意見や「男性はいま知っている限りではひとりもいません。」(L.X

氏 30代女性)、「男性で育休、もしくは育児による時短勤務を取得している人間は、私の知

る限りですといません。」(J.R 氏 30代男性)、「男性は多分未だかつていないですね。」(S.L

氏 30代男性)、「男性は現実ほとんど取ってないですね。知っているだけでは 3人くらいし

か過去いないと思うので。男性の育児休暇は推進できていない。」(X.J 氏 30 代女性)、「男

性で育休を取ってらっしゃる方は見たことない。」(L.M 氏 20代女性)というように 11 人中

6人が男性の育児休暇取得について、促進されていない現状が分かる回答であった。 

 また「男性の方でもやはり育休取られる方は多いですよね。具体的な数字としてはわから

ないですけど、ただ会社としては増やしていきたいという意向は持っていまして。」(R.J氏

30 代男性)という意見や、「男性もパパ休って言って休みも取れるし。」(S.J 氏 30 代男性)

というように男性の育児休暇取得を促すような制度があることを産休・育休を取得しやす

い雰囲気のひとつとして挙げられた。 

 その他に育休取得のしやすさについて、G.S 氏(30代男性)は「男性の育休に関してはない

ですね。」と断言し「男性は対外的なアピールの要素を含めて営業部門の課長みたいな人が

とってた記憶があります。それは完全にそういうアピールをするために取ったんだなって。」

と述べ、「制度上はあるのでとっちゃいけないっていうのはないですけど、男性でいうと家

族が増えましたよって会社に申請するときにこういう制度がありますよって全く言ってく

れないです。一言ぐらい言ってくれてもいいのになって感じなんですけど。会社の規則には

書いてますよとも言ってくれないし。」というように、男性に対して会社側から育休につい

ての説明が一切なされていないことに不満を語った。G.S 氏(30代男性)自身、育休は取得で

きていないため、その代わりに有給休暇を家事都合で取得していると明かした。 

 

育児休暇取得について 

 さて、育児休暇取得の実態について男女差が顕著に表れていることが分かった上で自分

自身やパートナーに育休取得を望むのか、インタビュー調査史上初、男性で育児休暇を取得

された方はそのことについてどのように考えているかを読み取っていきたい。 

 ご自身あるいはパートナーの方が妊娠あるいは小さなお子さんができた場合、産休・育休

は取得したいか、という質問に対して既に育休を取得したことのある R.J 氏(30 代男性)を

除く 10 人中 5人が育休を取得したいと回答した。 

一方で「したいけど、取れるかわかんないな。今の立場を考えると。でも、在宅とかは、

させてほしいね。一回申請はしてみるかな。」(S.J氏 30代男性)という意見や「現在、私の

周囲では男性が育休を取得していないので、同調圧力のようなものはあるかもしれないの

で、取得しにくいかもしれませんね。」(J.R氏 30代男性)というように心配の声も挙がった。 

また、「パートナーの方が取って欲しいと思うかどうかも重要かなと思います。」(J.R 氏

30代男性)や「育休を絶対取ってほしいとまでは思わないですけど、相手の方の仕事の環境

にそういう制度があるのであれば、そして本人が望むのであれば、取ってもらったら嬉しい

かなと思いますね。」(L.M 氏 20代女性)というように、自身やパートナーの育休取得につい

てパートナーを第一に思いやった発言も挙げられた。 

 

 



 
 

59 

実際に育児休暇を取得して 

 ここでは先でも述べたとおり、吉田ゼミのインタビュー調査史上初の男性育休取得者と

なった R.J氏(30代男性)について詳しく取り上げていきたい。 

 まず、R.J氏は自身の職場において「そうですね。むしろ当然取るんでしょっていうそう

いうスタンスでして特に女性はそうですね。男性に関しては私の場合は 1 ヶ月 2 ヶ月取っ

たら、と言われたんですけど、まあ結局一週間にしたんですけど、まあどうも取っている方

も同じ部署に半分くらいいますね。」と、産休・育休を取得しやすい雰囲気について語った。 

 また「ちっちゃい子供がいますけれども、生まれる前なんかはですねそういった男性社員

を対象にすでに育休を取られた男性社員に講話をいただいたりして、そういう機会を人事

がセッティングしながらそういう男性の育休取得みたいなものを促進する施策みたいなも

のは打っているのかなと思います。」と言い、会社として男性の育休取得を促進するような

取り組みが行われていることについても述べた。 

 そして「不利なんかはなかったと思いますし、取ることで後続のメンバーが取りやすくも

なります。そういうことを意識して率先して取った方がいいのかなということでとってい

ますね。お互い様なので子育てであったり、介護であったり、ちゃんと取れる人がとって、

取るべき人がとって、その間他の人がカバーするそういう雰囲気づくりとかは大切だとお

もうので、そういったものを醸成するためにも率先して意図的に取ったということはあり

ますね。」というように育休をしたことで良かった点を挙げ、自身が男性として育休を取得

した意図について述べた。加えて、育児休暇については取得しやすい業種と、そうでない業

種があるとして次のように話した。「私なんかはコーポレート部門なので日常的な業務があ

りますので長期でとることは難しいですけれども、逆に事業部門のコンサルタントだった

りであればプロジェクトがうまく落ち着いて次のプロジェクトにアサインされなければ仕

事があるわけではないのでその期間を育休に当てるとかということで長期間取れるという

ことはあるので、そこは業種によって変わることが現実としてあるのかなと思います。」 

 

おわりに 

 今回の調査から、女性の育児休業取得率はある程度定着してきており、次のステップとし

て復帰率を上げたり、復帰しやすい環境作りを目指したりとしているのに対して、男性の育

児休業取得率の推移としてはたしかに、年々上昇してきており 2018 年には過去最高水準を

記録しているが、実態としては男性の育児休業取得率はまだまだ低いと言えるように感じ

た。はじめに挙げたように、市や会社として男性の育児休業取得を促す仕組みがあったとし

ても、世の中の認識としてはまだ男性が育児休業を取得するという考えが浸透しておらず、

このような認識が改善されていかなければ、男性の育児休業取得を促進していくのは難し

い課題であると考えられる。今回のインタビュー調査を受けて、今後男性の育児休業取得に

ついて、どのような変化や動向があるのか引き続き注目していきたい。 

 

参照文献 
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第 12 章 職場における女性の活躍 

ZHANG Siran 

 

はじめに 

 本報告において明らかにしたいことは、女性活躍の実態である。これに関連しては、日経

新聞の記事「女性管理職活躍「変化なし」53％」（2017 年 9 月１３日）によれば、女性管理

職と管理職候補社員を対象とした調査では、53.5％の調査対象に近年の女性活躍に変化が

ないと感じていることがわかった。 

 また 2018 年 1 月１５日の日経新聞によれば、女性活躍の現状に関する 2000 人意識調査

を通じて、職場で「活躍が進んだ」と実感を持つ女性は２割に留まることがわかった。 

 

第１節 女性活躍の実態 

 本報告では、女性が職場でどの程度活躍するかを女性管理職の比率で考察する。厚生労働

省が実施している雇用均等基本調査においては、管理職に占める女性の割合の動向が示さ

れている。図表１は最近 8年の推移を示したものである。 

 

図表１ 課長相当職以上(役員含む)に占める女性の割合 

 

出典：厚生労働省「雇用均等基本調査」により作成 

 

 2014 年と 2015 年の間、管理職に占める女性の割合が 2％以上増えたが、それ以降変化が

見られない。要するに、近年では女性活躍の推進が止まっており、まだ低い水準に維持して

いると言えるだろう。その原因のひとつとして、企業の女性登用の意識が低下していること

が考えられる。 

 それに関しては、帝国データバンクが実施した女性登用に対する企業の意識調査がある。

この調査では「女性登用を進めているか」という設問項目があり、その回答状況を示したの

が図表２である。 
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図表２ 女性登用の状況 

 

出典：帝国データバンク（2020）「女性登用に対する企業の意識調査」により作成 

 

図表２からは企業の女性人材登用に対する意識が示されており、半分くらいの企業が女

性登用を進めていなく、2020 年では進めている企業が減少する傾向があるということが明

らかになる。 

 

第２節 インタビュー調査 

 本節では、2020 年夏に行ったインタビュー調査の結果を基づいて、女性活躍の実態と問

題点を紹介していく。今回のインタビュー調査では、女性の活躍に関する発言の代表的なも

のが YM 氏の発言である。 

 

「係長さんが女性の方も結構いるのでそういう面では女性の方も活躍しているのではない

かと思うんですけど係長の上の課長になると少なく、その上の部長になると今一人もいな

いので活躍しているのかしていないのかよくわからないです。」（YM 氏、30 代女性） 

 

YM 氏によれば、係長の女性は結構多いが、課長以上の女性は少ないそうである。そのた

め、女性が活躍しているかどうかはよくわからないという。これはちょうど図表 1の調査結

果を裏付ける発言である。一方、女性登用に関しては、インタビュー調査によって、女性が

活躍するための取り組みをしてない会社もかなりあるそうである。 

 

「そうですね。ダイバーシティということに関しましてはもちろん男性女性関係なく、いわ

ゆる外国人の方だとか、他にも色々な方々がおられると思うんですけど、そこには特段、差

別などもないですし、区別されることもないというような状況だと思いますし、特に女性に

ついては割と管理職への登用を積極的に行なっているのかなという心象を持っていますね。

特に上場企業として管理職の人数などは公示する義務が今はあるので、そういったところ

を意識してだと思うんですけれど、やはり女性の管理職は多いのかなという風に思います。」
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（SL氏、30 代男性） 

 

SL 氏によると、会社は管理職登用の際に、性別関係なく公平に見られていると述べた。

また、MT氏も同じようなことを述べた。 

 

「特にはしてないですね。なんか男性だからとか女性だからとか、別になんかそういうのは

性別関係なく公平にぢられているって感じですかね。」（MT氏、30 代男性） 

 

つまり、多くの会社では、管理職を採用する際に性別を考慮せず、差別なく採用している。

あるいは、女性活躍を推進するための取り組みがない。すなわち、女性の登用を積極的に推

進していないということである。そういったことは平等な登用制度に見えるが、実は管理職

に占める女性の割合が非常に低下していることに繋がっている。それと比較となっている

のは TH 氏が紹介した取り組みである。 

 

「いろんな取り組みを 2011 年からしていて女性活躍のポジティブアクションで女性の管理

職をやってみたりしてる。」（TH 氏、30 代男性） 

 

TH 氏よれば、社内で女性活躍のポジティブアクションで女性の管理職をやってみたりし

ているそうである。最後に取り上げたいのは、男性の育休取得である。今回のインタビュー

を通じて、女性の産休育休の取得率はほぼ 100％になっているが、男性においては取得率が

低いことがわかった。調査対象のうち、育休を取得した経験がある男性は 1人のみである。 

 

「多分望んでない人も多いと思いますね。やっぱ仕事を抜けてる期間であの給料とかいく

ら保障されたとしても、やっぱりその間に自分が積み重ねる実績はちょっと減るじゃない

ですか。仕事したいなって、特にそういう評価が正しくっていうか特にですね会社でやっぱ

期待されてる人とかに限っては、やっぱりそういうので受けれないのかなっていうのは、な

んか自分で思っちゃうんじゃないですかね。実際多分取ろうとか思わないです。」（KK 氏、

20 代男性） 

 

取得しないまたはできない理由として、KK 氏は育休を取ると、取った分の時間の実績が

失い、仕事意欲が疑われると述べた。しかし、実績の失いは女性社員にとっても同じはずで

ある。そのため、同じ勤続年数の男女社員のうち、男性社員の平均実績は女性社員より多い

ことが推測できる。会社側にとって、管理職を採用する際に、もちろん実績が多い社員を登

用するだろう。従って、男女間の育休取得率の差は、女性が活躍しにくく、管理職になりに

くい現状と繋がっていると考える。 

 

おわりに 

 今回の調査から、女性活躍が進んでいない原因は主に二つあるとわかった。一つは女性活

躍の取り組みの不完備、もう一つは男性育休取得率の低下である。女性は子供を産むことに
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よって、職場で自然的な不利を持っている。登用機会を均等化し、女性が活躍できる仕事環

境を作るのに、制度上で前述の二つの原因を解消させる必要がある。どのような取り組みは

女性にアピール機会を与えるかということと、男性育休取得率を上げるのに有効的な策が

今後の課題になる。 
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