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1．はじめに

　障害者の雇用促進は、職業を通じた社会参加を
進めるため、あるいは経済的自立を可能とするた
めの、重要な政策課題の一つである。現在の日本
では精神疾患を有するかどうかによる雇用率の格

差は先進加盟国の中では相対的に小さい（OECD 

2021：24）。事実、近年、日本の精神障害雇用
者数は急速に増大しており、その背景には雇用促
進に関する一連の政策展開があることを指摘でき
る。
　一般に雇用促進の政策手段には、大きく分けて
割当雇用と差別禁止の 2つがある（山村編 2019：
126）。
　1つめの手段に関し、日本では、雇用者の一定
割合以上の障害者を雇用すること（割当雇用制
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度）が法的義務となっており、その対象となる障
害の種別は拡大されてきた。1960年に制定され
た「身体障害者雇用促進法」は、日本で最初に定
められた障害者雇用に関する法律である（厚生労
働省 2019）。その法律ではまだ、身体障害者を
対象とする法定雇用率は民間企業の「努力義務」
に過ぎなかった。しかし 1976年の改正法が、民
間企業の身体障害者の法定雇用率を義務化した。
さらに 1987年に法律は「障害者の雇用の促進等
に関する法律」に改正され、法律の対象範囲を、
身体障害者から知的障害者と精神障害者に拡張し
た（厚生労働省 2019）。これに伴い、各企業が
雇用する障害者の割合（実雇用率）を計算する際
の分子に、1988年に知的障害者数を、2006年
には精神障害者数を含められるようになった。さ
らに、1998年に知的障害者の雇用を義務化し、
2018年には精神障害者の雇用を義務化した（厚
生労働省 2019）。これに伴い法定雇用率も 1976

年の 1.5％から、1988年に 1.6％、1998年に
1.8 ％、2013年 に 2.0 ％、2018年 に 2.2 ％、
2021年には 2.3％まで引き上げられている（厚
生労働省 2016；2021）。また、公務部門では一
般事業主より高い法定雇用率が設定されており、
2021年時点で 2.6％となっている（厚生労働省 

2021）注2。
　2つめの手段、すなわち差別禁止に関し、日本
は 2006年に国連で採択された障害者権利条約
（Convention on the Right of Persons with 

Disabilities）の影響を大きく受けた。条約批准
に向け、日本政府は 2016年に事業主に対する障
害者への差別禁止及び合理的配慮の提供を義務づ
ける規定を盛り込んだ改正「障害者雇用促進法」
を施行するとともに、「障害を理由とする差別の解
消の推進に関する法律」を全面施行し、障害者へ
の「合理的配慮（Reasonable Accommodation）」
を法制度化した（山村編 2019：114）。それまで

日本の障害者雇用政策は、上述した 2つの政策
手段の中、1つめの手段である雇用率制度を中心
に展開され、障害者に対する差別を禁止する法律
は存在していなかった（長瀬ほか 2008）。しか
し、近年、雇用率制度と差別禁止制度の両アプ
ローチが整い、さらなる雇用拡大が期待される気
運が政策的にも社会的にも高まっている。
　こうした一連の政策展開により、1977年に
12.8万人（実人数 11.3万人）であった民間企業
雇用障害者数は、2021年には 59.8万人（実人
数 50万人）に、実雇用率は 1.09％から 2.2％へ
と量的拡大を続け注3、中でも精神障害者雇用は飛
躍的に拡大した。図１は民間企業における 2000

年代後半からの障害種別の雇用者数を示してい
る。身体障害者雇用は 2006年から 2021年に
17.2万人から 26.5万人（1.5倍）へ、知的障害
者雇用は 3.5万人から 13.0万人（3.7倍）へ、
精神障害者雇用は 0.2万人から 10.5万人（52.5

倍）へと増加した。
　こうした精神障害者雇用の急速な拡大の背景と
して、駒村・荒木（2018）は、身体障害者の高
齢化など、障害者の人口分布（年齢、種別）の変
化を挙げる。その結果、精神障害者の雇用拡大が
なければ、雇用率達成が困難になりつつあるのが
日本の障害者労働市場の現状と言える。実際、
1990年代以降、65歳未満の身体障害者人口は
減少の一途を辿るのに対し、知的障害者と精神障
害者は大きく増加した注4。とくに精神障害者は、
圧倒的に生産年齢人口が多い。2017年の厚生労
働省「患者調査」によれば、20～40代の精神障
害者数は 143万人であり、身体障害者の 4倍、
知的障害者の 3.3倍にあたる注5。求職者ベースで
みても、2021年におけるハローワークの有効求
職者件数は、身体障害者 11万人、知的障害者 5

万人に対し、精神障害者は 16万人超に上り、労
働市場で最も層が厚い障害種別となっている注6。
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　以上のように、近年、精神障害者雇用を量的に
促進する制度基盤が整備され、障害種別の人口分
布の変化とも相俟って、精神障害者雇用は急速に
拡大した。しかし、そうした精神障害者雇用の量
的変化の中で、雇用の質的変化、とくに賃金構造
の変化についての知見は限られている。そこで本
稿では、厚生労働省「障害者雇用実態調査」の個
票に基づき、急速に精神障害者の雇用が拡大した
2013年から 2018年の精神障害者の賃金変化と
その要因を、障害であることが判明した時点も統
御した上で明らかにすることを目的とする。

2．先行研究

　日本の障害者の経済的厚生水準に関し、就労収
入は決定的に重要である。厚生労働省「国民生活
基礎調査」に基づき、障害や身体機能の低下など
で手助けや見守りを必要としている要介助障害者
について分析した山田他（2015）は、要介助障
害者本人の就労所得が貧困リスク回避に重要な役

割を果たしており、要介助障害者本人に就労所得
がない場合、たとえ年金受給者であっても本人の
社会保障給付金だけでは所得水準を十分改善しき
れず、また同居世帯員からの所得移転が行われた
としても貧困リスクの高いことを指摘する。
　一般に障害があることは、労働市場での見通し
を悪くし、就労所得、すなわち賃金を低下させる
ことが、すでに多くの国の実証研究で確認されて
いる（Jones 2008）。相対的に低い障害者の賃金
や障害者間の賃金格差を説明する要因として、①
障害による生産性の低下、②障害者に対する差別
の存在、③より柔軟な働き方に関する補償賃金の
存在、④障害特性と職務・職場特性との相性、の
4つが挙げられる（Jones 2008）。近年の研究で
も、それらの 4要因が確認されている（たとえ
ば、Hollenbeck and Kimmel 2008; Longhi et 

al. 2012；Choe and Baldwin 2017; Kruse et 

al. 2018など）。
　とりわけ米国の先行研究は、「障害を持つアメリ
カ人法（Americans with Disabilities Act： ADA）」

図1　民間企業における身体、知的、精神障害者雇用数（2006年～2021年）

註：精神障害者については、雇用率算定上、重度／重度以外の区分定義は存在しないため、「重度短時間＊」「重度＊」の記載数値は各々「短時間」と
「短時間以外」の総数である。

出所：厚生労働省「障害者雇用状況報告」より筆者作成．
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の施行以降、非障害者と比べた障害者の賃金が相
対的に停滞している要因が、①障害による生産性
の低下に起因するものか、あるいは②障害者に対
する差別によるものかを検証してきた（DeLeire 

2000; Baldwin and Johnson 1994; Hollenbeck 

and Kimmel 2008など）。これらの多くの研究
は、その賃金停滞の要因が、②障害者に対する差
別にあったことを示唆している。
　一方、必ずしも差別が要因ではなかったとの指
摘もある。Hotchkiss（2004）は、所得保障制
度の受給要件の緩和などにより、低賃金であるに
も関わらずパートタイム雇用の経済的魅力が増し
た結果、障害者が自主的にパートタイム就労を選
択し、賃金格差が拡大したとの考察を示した注7。
ただし Schur（2002）は、たとえ非正規雇用
（パ―トタイム雇用）に就くことが障害者の自己
選択であったにせよ、そもそも障害者は健康上の
理由のため労働時間を短くせざるを得ず、その雇
用機会も低賃金職種に集中しているため、たとえ
障害者と非障害者間での賃金格差が解消されよう
とも、障害者は高い貧困リスクに晒される、とい
う構造的問題を指摘する。
　日本におけるコンテキストでも、増加した精神
障害者が雇用および所得保障の両面で、相対的に
不利な立場に置かれていることが指摘されてい
る。国立社会保障・人口問題研究所「生活と支え
合いに関する調査」に基づき、障害者手帳保有者
について分析した泉田・黒田（2019）は、精神
障害者保健福祉手帳保有者のいる世帯ではそもそ
も仕事をしている世帯主の割合は 5割を割り込
むことを指摘する。同データを用いた榊原
（2022）も精神障害者保健福祉手帳保有者の正規
雇用率や所得が低いことを指摘する。厚生労働省
「障害年金受給者実態調査」に基づき、障害年金
受給者について分析した百瀬・大津（2020）も、
精神障害では、治療・療養・介助にかかる費用が

他の障害種別と大差ないにも関わらず、就労率は
低く、就労していても常勤以外の雇用形態が多
く、就労収入も低く、貧困リスクの高いことを指
摘する。
　その制度的理由として、百瀬・大津（2020）
が指摘するのは、1985年の年金改正で身体障害
者の就労率や就労収入の高さを理由に、等級の低
い障害厚生年金 3級の給付水準のみを大幅に引
き下げたことである。しかし、その後、増大した
障害厚生年金 3級の精神障害者は就労率が低く、
就労収入も低かったため、大幅に引き下げられた
障害年金の給付水準の下では貧困リスクに晒され
る構造となった。
　以上のように、日本において精神障害者の所得
水準の低さとそれに伴う貧困リスクを指摘した研
究が蓄積されつつある一方で、筆者の知る限り、
精神障害者の賃金率の決定要因を推計した研究は
ほとんど見当たらない。数少ない例外として金子
（2011）は、3市で実施した独自の「障害者生活
実態調査」（個人調査）を用い、知的障害者より
身体障害者の賃金率が高い一方、知的障害者と精
神障害者の賃金率には統計的に有意な差がないこ
とを示している。
　そこで本稿は、雇用精神障害者の賃金率の決定
要因、そして近年の急速な雇用量の拡大期におけ
る賃金変化の要因を明らかにすることを目的とす
る。より具体的には、まず精神障害雇用者の賃金
関数を推定し、身体障害雇用者の賃金関数と比較
し、その特徴を明らかにする。さらに、2018年
の雇用義務化に向けて急速に精神障害者の雇用が
拡大した 2013年から 2018年の期間について、
Blinder-Oaxaca分解により、精神障害雇用者の
賃金変化とその要因を明らかにする。これらの結
果に基づき、雇用率の引き上げに伴う精神障害者
の急速な雇用増大が、彼らの賃金にどのような影
響を与えたのか考察する。
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3．データおよび分析枠組

（1）分析対象サンプル
　使用データは厚生労働省「障害者雇用実態調査
（平成 25、30年）」の事業所票である。調査概要
は以下の通りである（厚生労働省，2013；
2018）。
①　調査対象：日本標準産業分類に基づく、

18大産業に属する常用労働者 5人以上を雇
用する民営事業所から無作為抽出（2013年
13,100事業所、2018年 9,200事業所）
②　調査時点： 2013年 11月 1日現在、2018

年 6月 1日現在
③　回収率：2013年 8,673事業所（66.0％）、

2018年 6,181事業所（67.2％）
　事業所票では、企業・事業所の属性（企業規模注8、
事業所の常用雇用障害者数等）および当該事業所
で常用雇用している全ての障害者の属性（性別、
年齢、経験年数、雇用形態、障害者になった時点
が採用前か後か、障害の程度、障害の種類、疾
病、職種）を尋ねており、雇用主と雇用者との
マッチング・データを構築することが可能であ
る。ただし、データ上の制約として、労働者の人
的資本変数を一部統御できないことに留意する必
要がある。具体的には人的資本に関する重要変数
である、教育年数については質問項目には含まれ
ないため、分析に用いることができない。
　これら事業所および障害者個人双方の属性が賃
金にどのような影響を与えているのか、賃金関数
を推定することで明らかにする。推計の際は、同
じ事業所に雇用される障害者が複数名存在するこ
とから、事業所単位でのクラスターに頑健な標準
誤差を採用し、各係数が 5％水準で統計的に有意
であるかで判断する。
　分析対象サンプルは一般的な定年年齢到達前で

ある 15～59歳に限定する。時間当たり賃金率
（以下、たんに「賃金率」あるいは「賃金」と略
す）は、以下の定義により計算した（lnは自然
対数を表す）。賃金率は消費者物価指数により実
質化したものを用いた。

ln賃金率＝ ln［きまって支給する給与（基本
給、超過労働給与、通勤手当、精皆勤手当、
家族手当が含まれ、賞与、期末手当等は含め
ない）÷月間総実労働時間］

　このように定義された賃金率が欠損値（2013

年 2,337人、2018年 2,297人）、あるいは休職
者（2013年 139人、2018年 66人）、経験年数
が欠損値（2013年 1,278人、2018年 110人）
のサンプルを除いた。また障害種別毎に分析する
ため、重複障害者（2013年 195人、2018年 342

人）を除いた。その結果、2013年で約 2万 3千、
2018年では約 2万サンプルを得た。さらにこの
中の身体障害者および精神障害者を分析対象とし
た。

（2）分析枠組
　賃金関数の説明変数としては、①障害の程度、
②年齢、③経験年数、④雇用形態（短時間、有期
等）、⑤企業規模、⑥事業所の常用障害者雇用比
率、⑦性別、⑧地域別最低賃金（賃金率と同様に
消費者物価指数により実質化）を用いた。⑥につ
いては、特例子会社の存在、また Jones et al.

（2006）や Jones and Latreille（2010）におい
て障害者雇用比率は障害者の賃金に負の影響を与
えているとの分析結果を踏まえ、事業所属性を統
御するため用いた注9。⑧については、次項で示す
ように精神障害者の賃金分布は身体障害者と比べ
低い方に偏っているため、都道府県毎に異なる、
地域別最低賃金の影響を統御するため用いた注10。
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また一般的な賃金関数の推定では人的資本量を表
す変数として、教育年数あるいは学歴を説明変数
として用いているが、先に述べたように、データ
上、これらの変数は入手できないため省略した。
　賃金関数は、身体障害と精神障害の別に、また
障害が判明した時点が採用前か後かで、サンプル
を分けて推計した。採用後に障害が判明した人の
就業継続や賃金の状況は、雇用慣行などの影響を
受けると考えるのが自然であり、同じような障害
の種別や程度を持つ障害者であっても、採用前に
障害が判明していた人と、採用後に障害が判明し
た人とでは異なる賃金構造を持つと考えられるか
らだ。
　さらに説明変数の一つである、経験年数は、厳
密には入職時点からの年数である。「障害者雇用
実態調査」では採用後に身体障害者または精神障
害者であることを承知した場合は、身体障害者手
帳または精神障害者保健福祉手帳等により企業が
承知した年月を入職時点と定義している。つまり
採用後に障害が判明した場合には、その時点から
の年数が経験年数とカウントされる調査設計と
なっており、障害が判明した前後に同じ企業に勤
めている場合には、経験年数が少なくカウントさ
れてしまう。このようなデータ特性も踏まえる
と、障害が判明した時点が採用前か後かで、サン
プルを分けて推計することが適切である。

　2013年から 2018年までの各グループの 2時
点の賃金変化については、Blinder-Oaxaca分解
（Blinder 1973; Oaxaca 1973）に基づき、説明
変数の分布（各集団の属性）が変化したことによ
る「構成変化」と、説明変数の係数自体が変化し
たことによる賃金関数の「構造変化」の大きさを
各々推計する。また、Yun（2005）が提案した
手法に倣い、カテゴリー変数である説明変数（障
害の程度、雇用形態、企業規模など）について
は、基準となるカテゴリーの「構成変化」と「構
造変化」の大きさも推計している。

4．結果

　表 1は、「障害者雇用実態調査（平成 25、30

年）」より、従業員規模 5人以上の事業所におけ
る雇用障害者数（推計値）の推移をまとめたもの
である。2013年から 2018年にかけて雇用障害
者の総数は 22万人、率にして 35％増加してい
る。しかし、これを障害種別にみると、身体障害
者雇用数は 43万人から 42万人へと微減（2％
減）した注11一方で、知的障害者雇用数は 15万
人から 19万人（26％増）、さらに精神障害者雇
用数は 5万人から 24万人（398％増）と顕著な
伸びを示しており、障害種別の差異が大きい。
　次に、賃金を確認しよう。図 2は、調査年度

表1　雇用障害者数（従業員規模5人以上の事業所）

出所：厚生労働省「障害者雇用実態調査結果（平成 25、30年）」に基づき筆者作成。

身体 知的 精神 合計

雇用者
推計（千人）

2013年
（構成比）

433 150 48 631

（69％） （24％） （8％）（100％）
2018年
（構成比）

423 189 239 851

（50％） （22％） （28％）（100％）
増加率（％） 2013－18年 －2％ 26％ 398％ 35％
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別、障害種別の（対数）実質賃金の分布を示して
いる。これによれば、知的障害者の賃金は他の障
害種別に比べ、より低い水準に集中していること
が分かる。最頻値、ボリュームゾーンにおける賃
金が最も高いのは身体障害者であるが、分散も大
きい。近年雇用が急拡大している精神障害者の賃
金分布については、最頻値は知的障害者のそれに
近いものの、ばらつきがかなり大きく、右裾の長
い分布となっている。とりわけ 2013年の分布に
は双峰性があり、精神障害雇用者においては、賃
金水準の低い集団と、高い集団の双方が存在して
いたことが観察できる。2018年の分布ではこの
双峰性が弱まり、比較的低水準の賃金層のボ
リュームが増加しているが、知的障害者に比べれ
ば分散が大きく、賃金水準の高い層も一定程度存

在することが伺える。
　本稿では、障害が判明した時点別に賃金関数の
分析を行うので、判明時点別の雇用者割合につい
ても確認しよう。表 2が示すように、身体・精
神障害者ともに、採用後に障害が判明した人よ
り、採用前に障害が判明していた人の割合が大き
い。特に精神障害者においては、雇用者のうち採
用前から障害が判明している人の割合は 2013年
から 2018年の間に 80％から 88％へと増加して
いる一方、身体障害者では 70％から 72％へと
2％ポイントのみの増大であり、精神障害者の新
規雇用の拡大が示唆される。
　それでは、賃金分布の変化はどのようになって
いるだろうか。図 3は 2013年から 2018年にか
けての（対数）実質賃金分布の変化を、障害の判

図2　雇用障害者の実質賃金率（ln）の分布（60歳未満、障害の種類別）

出所：厚生労働省「障害者雇用実態調査結果（平成 25、30年）」個票に基づく筆者推計。

2013年 2018年

表2　雇用障害者の障害が判明した時点

出所：厚生労働省「障害者雇用実態調査結果（平成 25、30年）」個票に基づく筆者推計。

雇用精神障害者 雇用身体障害者
採用前 採用後 計 採用前 採用後 計

2013年 80％ 20％ 100％ 70％ 30％ 100％
2018年 88％ 12％ 100％ 72％ 28％ 100％
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明時点別、身体・精神障害別にまとめたものであ
る。まず、身体障害者については、障害の判明時
点の別に関わらず、2018年の賃金分布は、2013

年の同グループの賃金分布に比べ右にシフト、す
なわち賃金の増加傾向が観察される。精神障害者
については、採用前から障害が判明していたグ
ループにおいて、身体障害者よりも明確に、最頻

値（ボリュームゾーン）を含め賃金分布全体が右
にシフトしており、全般的な賃金増加傾向が推察
される。その一方で、採用後に精神障害が判明し
たグループの賃金分布はより複雑な推移を示して
おり、最頻値以上の賃金分布にほとんど変化が見
られなかった一方、より低い賃金水準へと分散が
大きくなった傾向がうかがえる。

図3　障害が判明した時点別の雇用障害者の実質賃金率（ln）分布の2時点比較

採用前

採用前

身体障害者（60歳未満、2013，2018年）

精神障害者（60歳未満、2013，2018年）

採用後

採用後

出所：厚生労働省「障害者雇用実態調査結果（平成 25、30年）」個票に基づく筆者推計。
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　以上のように、2013年から 2018年における
雇用障害者の賃金分布の変化は、障害種別や障害
の判明時点によって差異があることがわかる。と
りわけ、最も雇用が拡大している、精神障害者か
つ採用前から障害が判明しているグループは、平
均賃金においても他のグループよりも大きな上昇
が確認できた（附表も参照）。続いて、この賃金
（変化）の決定要因について、障害種別、判明時
点別に推計を行う。
　まず、表 3は、障害種別（精神または身体）、
障害の判明時点別（採用前または採用後）によっ
てサンプルを 4つのグループに区分し、それぞ
れにおける賃金関数を推計した結果である。
　（1）列から（4）列は、精神障害者について、
障害の判明時点別に 2013年と 2018年の賃金関
数を推計した結果である。まず、採用前から障害
を持っていた雇用者の 2018年データにおいて
は、障害が相対的に軽い人（精神保健福祉手帳 3

級を取得している人）のほうが、障害が重い人
（手帳 1級、2級取得者）に比べ、賃金が有意に
高い傾向を確認できる。また、（1）を除き、年
齢が高い雇用者ほど賃金が有意に高い。経験年数
（障害が判明した時点からの勤続年数）について
はいずれの推計式においても賃金への有意な影響
を確認できなかった。また、雇用形態について
は、正社員は正社員以外の雇用者に比べ有意に賃
金が高く、正社員の中でも、無期契約の正社員は
有期契約の正社員に比べ有意に賃金が高い。ま
た、採用前から障害が判明している精神障害者に
おいては、フルタイム労働者はパートタイム労働
者に比べて有意に賃金が高い。一方で、採用後に
精神障害が判明したグループにおいては、フルタ
イム労働者とパートタイム労働者の賃金率につい
て、有意な差異は観察されなかった。さらに、採
用後に精神障害が判明したグループにおいては、
企業規模が大きいほど賃金が高いことや、男性雇

用者の方が女性に比べ賃金が有意に高いことも観
察された。
　続いて（5）列から（8）列は身体障害者につ
いて同様の賃金関数を推計した結果である。これ
によれば、採用前に身体障害が判明していた雇用
者については、精神障害者と同様、障害が重度で
ある人々に比べ、障害が相対的に軽い人の賃金の
ほうが高い傾向がある。一方で、採用後に身体障
害が判明した雇用者については、同様の傾向は確
認されなかった。また、2013年、2018年ともに、
また、障害判明時点の別に関わらず年齢の高い雇
用者ほど有意に賃金が高く、さらに、身体障害の
判明時点が採用前のグループにおいては、経験年
数の長い雇用者ほど有意に賃金が高い。雇用形態
などについては精神障害者と概ね同様であり、障
害の判明時点に関わらず、正社員はそれ以外の雇
用者に比べ有意に賃金が高く、中でも無期契約の
正社員は有期契約の正社員に比べ賃金が高い。ま
た、フルタイム労働者はパートタイム労働者に比
べて有意に賃金が高く、概ね企業規模が大きいほ
ど賃金が高く、男性の方が女性に比べ賃金が有意
に高いことが観察された。
　また採用後に精神障害が判明した雇用者以外、
地域別最低賃金（ln）の係数は全て有意に正であ
り、その影響の大きさは、地域別最低賃金が 1％
高いと、賃金も 1％前後高いことが観察された。
　先に述べた通り、分析期間において最も明確に
賃金分布の右へのシフトが観察されたのは、採用
前から障害を持っていた精神障害者である（図 3

参照）。
　続いて、その精神障害者の賃金変化の要因につ
いて、Blinder-Oaxaca分解手法を用いて検証を
行う。すなわち、精神障害者の賃金上昇が、表 3

の結果が示すような高賃金の要因となる属性を持
つ雇用者が増加したためなのか（雇用者の「構成
変化」）、あるいは、この 5年間で賃金カーブの
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表3　雇用障害者の賃金関数（60歳未満、障害種別、障害が判明した時点別）
障害の種別 精神障害 身体障害

障害が判明した時点 採用前 採用後 採用前 採用後
調査年 2013年 2018年 2013年 2018年 2013年 2018年 2013年 2018年

被説明変数：対数実質賃金（率） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8）
精神障害の程度 1級 0.052 -0.056 0.240 0.003

（0.079） （0.056） （0.226） （0.130）
2級 -0.009 -0.047** -0.072 -0.019

（0.029） （0.017） （0.051） （0.052）
不明 0.035 -0.062 0.096 0.011

（0.047） （0.038） （0.123） （0.158）
医師の診断書等 0.334 0.027 0.043 0.063

（0.188） （0.117） （0.052） （0.055）
身体障害の程度 3・4級 0.032** 0.026 -0.009 -0.018

（0.010） （0.015） （0.013） （0.013）
5・6級 0.029* 0.033* -0.001 -0.026

（0.012） （0.016） （0.016） （0.019）
不明 -0.004 -0.047 0.020 -0.010

（0.030） （0.033） （0.075） （0.049）
年齢 0.008 0.012* 0.048* 0.036* 0.025** 0.028** 0.048** 0.042**

（0.008） （0.005） （0.019） （0.016） （0.004） （0.004） （0.008） （0.009）
年齢二乗／100 -0.005 -0.011 -0.041 -0.027 -0.023** -0.027** -0.038** -0.033**

（0.012） （0.007） （0.023） （0.019） （0.005） （0.005） （0.009） （0.010）
経験年数 0.003 0.000 0.005 0.004 0.008** 0.006* -0.001 -0.001

（0.009） （0.004） （0.008） （0.006） （0.002） （0.002） （0.002） （0.002）
経験年数二乗／100 -0.019 0.023 0.014 -0.002 0.001 0.005 0.003 0.005

（0.037） （0.017） （0.026） （0.019） （0.005） （0.006） （0.006） （0.007）
週所定労働 20～30時間未満 -0.067* -0.080** 0.051 -0.046 -0.160** -0.127** -0.152** -0.086

（0.029） （0.021） （0.161） （0.066） （0.020） （0.024） （0.055） （0.044）
20時間未満 -0.107 -0.017 -0.084 -0.119 -0.111 -0.097** 0.118 0.026

（0.068） （0.091） （0.318） （0.115） （0.081） （0.037） （0.397） （0.154）
有期契約・正社員 -0.186* -0.068 -0.008 -0.016 -0.262** -0.054 -0.178** -0.036

（0.087） （0.056） （0.258） （0.118） （0.038） （0.056） （0.061） （0.076）
無期契約・正社員以外 -0.318** -0.221** -0.579 -0.489** -0.260** -0.368** -0.557** -0.542**

（0.071） （0.035） （0.312） （0.063） （0.035） （0.027） （0.056） （0.033）
有期契約・正社員以外 -0.289** -0.233** -0.540** -0.503** -0.350** -0.373** -0.545** -0.492**

（0.058） （0.028） （0.089） （0.048） （0.017） （0.021） （0.029） （0.043）
企業全体常用雇用者 5～29人 -0.112 -0.062 -0.591** -0.193** -0.172** -0.010 -0.192* 0.092

（0.124） （0.059） （0.194） （0.061） （0.051） （0.144） （0.080） （0.113）
30～99人 -0.143 0.061 -0.191 0.028 -0.195** 0.031 -0.157** -0.081

（0.099） （0.075） （0.116） （0.124） （0.032） （0.046） （0.043） （0.052）
100～199人 -0.138 -0.031 -0.095 -0.024 -0.103** -0.032 -0.144** -0.008

（0.083） （0.047） （0.098） （0.079） （0.028） （0.038） （0.045） （0.058）
200～499人 -0.084 -0.023 -0.004 -0.109* -0.060** 0.029 -0.058 -0.058

（0.060） （0.034） （0.080） （0.053） （0.022） （0.032） （0.036） （0.036）
1,000人～ -0.001 -0.006 0.121* 0.082 0.063** 0.071** 0.066* 0.121**

（0.054） （0.021） （0.057） （0.048） （0.021） （0.023） （0.033） （0.030）
事業所の常用雇用障害者比率 -0.002 -0.002** 0.010 -0.008 -0.004** -0.002** -0.001 -0.013

（0.003） （0.001） （0.009） （0.005） （0.001） （0.001） （0.002） （0.007）
女性 0.060 0.030 -0.192** -0.183** -0.143** -0.081** -0.245** -0.239**

（0.039） （0.020） （0.059） （0.043） （0.010） （0.012） （0.020） （0.018）
地域別最低賃金（ln） 0.992** 1.204** 0.278 0.454 0.803** 1.098** 0.622** 0.780**

（0.167） （0.104） （0.247） （0.317） （0.103） （0.147） （0.127） （0.127）
定数項 0.410 -1.145 4.533** 3.621 1.487* -0.645 2.312** 1.296

（1.137） （0.701） （1.683） （2.211） （0.686） （1.023） （0.857） （0.872）
N 812 2,319 509 703 10,979 9,171 5,374 3,599

R-squared 0.237 0.214 0.357 0.327 0.345 0.331 0.287 0.405

Adj R-squared 0.211 0.205 0.321 0.300 0.344 0.329 0.284 0.401

F-stat 10.68 24.92 9.878 33.46 126.7 73.10 79.07 64.53

註： **、*は各々 1、5％で統計的に有意であることを示す。事業所単位のクラスターに頑健な標準誤差に基づく。基準カテゴリーは男性、無
期契約・正社員、企業全体の常用雇用者 500～999人、フルタイム、身体障害 1・2級あるいは精神障害 3級である。なお示されていな
いが、説明変数として職種ダミーを含む。

出所：厚生労働省「障害者雇用実態調査結果（平成 25、30年）」個票に基づく筆者推計。
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形状（各属性変数の係数の値）自体に変化があっ
たのか（賃金カーブの「構造変化」）を検証した
結果が表 4である。
　これによれば、2013年と 2018年の賃金につ
いて、有意な差異（賃金上昇）が確認されるの
は、精神障害者のうち、障害の判明時点が採用前
であるグループのみであった注12。推計によれば、

このグループにおける 5年間の（対数）賃金上
昇値（0.086）のうち、賃金上昇分 160.4％
（0.138）は雇用者の属性変化（構成変化）に因
るものであり、それを相殺する賃金減少分
-61.0％（-0.0525）は賃金関数の係数の変化（構
造変化）に起因することが示された。
　さらに各変数の寄与について詳細を見ると、構

表4　雇用障害者（60歳未満）の2時点間の賃金変化に関するBlinder-Oaxaca 分解
障害の種別 精神障害

障害が判明した時点 採用前 採用後
調査年 2013－2018年 2013－2018年
分解要素 構成 構造 構成 構造

精神障害の程度 1級 0.00014 0.00000 0.00050 -0.00208

（3級基準） -0.00035 （0.00235） （0.00117） （0.00180）
2級 0.00057 0.03010 -0.00333 0.02110

（0.00135） （0.02240） （0.00250） （0.01450）
3級 -0.00150 0.05290* -0.00338 0.02660

（0.00235） （0.02680） （0.00547） （0.03630）
不明 0.00252 -0.00015 -0.00011 -0.00079

（0.00156） （0.00280） （0.00051） （0.00307）
医師の診断書等 -0.00469 -0.00326 -0.00676 0.01450

（0.00280） （0.00313） （0.00989） （0.01280）
　　　年齢 0.01030 0.15100 0.04500 -0.54300

（0.00641） （0.36200） （0.02560） （1.04600）
　　　年齢二乗／100 -0.00690 -0.10200 -0.03450 0.28100

（0.00547） （0.19800） （0.02110） （0.57300）
　　　経験年数 0.00044 -0.00931 0.01390 -0.00926

（0.00096） （0.03480） （0.01400） （0.07130）
　　　経験年数二乗／100 -0.00003 0.01390 -0.00008 -0.01850 

（0.00214） （0.01430） （0.00943） （0.03890）
週所定労働時間 通常 -0.00072 -0.02100 -0.00164 0.04290

（0.00010） （0.03380） （0.00131） （0.08600）
20時間以上 30時間未満 -0.00048 -0.00626 0.00061 -0.00143

（0.00091） （0.00657） （0.00105） （0.00248）
20時間未満 0.00001 0.00145 -0.00060 0.00015 

（0.00034） （0.00168） （0.00062） （0.00086）
雇用形態 無期契約・正社員 -0.00177 -0.01200 -0.01960 -0.02620

（0.00316） （0.00902） （0.00580） （0.05440）
有期契約・正社員 -0.00006 0.00172 0.00137 -0.00030 

（0.00050） （0.00230） （0.00139） （0.00100）
無期契約・正社員以外 -0.00509* 0.00258 -0.00780** 0.00120

（0.00214） （0.00394） （0.00262） （0.00087）
有期契約・正社員以外 0.00380 -0.00778 -0.00967* 0.00027

（0.00293） （0.02310） （0.00452） （0.00590）
企業全体の常用 5～29人 0.00039 -0.00048 0.00318 0.00185

雇用労働者数 （0.00057） （0.00176） （0.00215） （0.00145）
30～99人 -0.00039 0.00608 0.00024 0.00351

（0.00091） （0.00356） （0.00093） （0.00323）
100～199人 0.00042 0.00203 -0.00088 -0.00051

（0.00057） （0.00289） （0.00139） （0.00293）
200～499人 0.00010 -0.00080 -0.00055 -0.0200**

（0.00072） （0.00511） （0.00110） （0.00777）
500～999人 -0.00059 -0.00983 -0.00257 -0.01150

（0.00089） （0.00944） （0.00339） （0.01220）
1,000人～ 0.00302 -0.04610* 0.01820* -0.09060*

（0.00194） （0.02160） （0.00831） （0.04330）



80 医療経済研究　　Vol.34 No.2 2022

成変化による賃金上昇のほとんどは、地域別最低
賃金の上昇によるもので 89.1％（＝0.123÷0.138）
を占める。また構造変化（賃金カーブの係数値の
変化）については、全体では賃金を減少させてい
るが、精神障害程度 3級ダミーの係数値の変化
は、賃金を上昇させる方向に寄与しており、その
大きさは賃金上昇全体の 61.5％（＝0.0529÷
0.0860）に相当する。つまり、精神障害者雇用
が義務化された 2018年に向けての 5年間におい
て、障害程度が相対的に軽い、精神障害者の賃金
率が上昇していたことが示された。一方で、
1000人以上企業規模ダミーの係数値は有意に負
であり、この期間の精神障害者雇用における大企
業の賃金率が減少していたことも示された。

5．考察・議論

　改めて、推計結果を整理しよう。まず、図 1、
表 1、表 2が示すように、本研究の分析期間であ
る 2013年から 2018年にかけて、とりわけ障害
の判明時点が採用前である精神障害者の雇用者数
が大きく増加し、さらにこのグループに統計的に
有意な平均賃金の上昇が観察された。
　次に、障害種別、障害判明時点別に賃金関数を
推計した結果（表 3）、障害の程度が賃金に及ぼ

す影響については、採用前に障害が判明した精神
障害者・身体障害者については、障害手帳の等級
が低いほど賃金が高い傾向が有意に観察された。
その一方で、採用後に障害が判明した身体障害者に
ついては、そのような傾向は確認されなかった注13。
　その他、表 3の推計において賃金に有意な正
の相関が確認された雇用障害者の属性は、年齢の
高さ、男性、大企業、正社員、無期雇用、フルタ
イムといった特性であり、障害でない者を含む従
来の賃金関数推計の先行研究と概ね矛盾のない傾
向が確認された。ただし、精神障害者について
は、性別や企業規模について、上記のような、障
害でない者を含む従来の賃金関数に準じた結果が
観察されたのは、採用後に障害が判明したグルー
プのみであり、採用前に精神障害が判明した雇用
者の賃金カーブの異質性を示唆する結果となっ
た。
　続いて、精神障害者について、その賃金上昇の
要因を Blinder-Oaxaca分解手法を用いて検証を
行った結果（表 4）によれば、分析期間におい
て、精神障害者かつ障害の判明時点が採用前のグ
ループにおいて、有意な賃金上昇が確認された。
そして、この上昇の最大の要因は地域別最低賃金
の構成変化（最低賃金引き上げ）によるものであ
ること、さらに、構造的な賃金上昇要因として、

事業所の常用雇用障害者比率（100％） -0.00317 -0.00009 0.00023 -0.03880

（0.00216） （0.00795） （0.00106） （0.02450）
女性 0.00310 -0.00916 -0.01290** 0.00072

（0.00167） （0.01310） （0.00488） （0.01060）
地域別最低賃金（ln） 0.12300** 1.42000 0.04040 1.18100

（0.01260） （1.29700） （0.02340） （2.60000）
定数項 -1.54600 -0.83300

-1.34300 -2.66500

5年前との差 0.08600** 0.02260

（0.02170） （0.03900）
構成変化に起因 0.13800** 0.04060

（0.01690） （0.03160）
構造変化に起因 -0.05250** -0.01810

（0.01890） （0.03180）
N 3,131 1,212

註：**、*は各 1、5％で統計的に有意であることを示す。事業所単位のクラスターに頑健な標準誤差に基づく。
出所：厚生労働省「障害者雇用実態調査結果（平成 25、30年）」個票に基づく筆者推計。
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手帳等級が 3級である人の賃金率上昇も確認さ
れた。一方で、それを相殺するように、1000人
以上規模の大企業では、精神障害者雇用における
賃金率が低下したことも示された。
　最低賃金の引き上げの影響については、図 2

で示した通り、精神障害者の賃金分布は知的障害
者と同様に、かなり低い水準に偏っているため、
最低賃金引上げが直接的な影響を与えた可能性が
示唆される。
　また、なぜ 3級精神障害者ダミーの係数の値
が大きくなったかについては次のような可能性も
考えられる。従来、困難を抱えながらも一般枠で
就労していた、あるいは就労を目指していた、相
対的に軽度の精神障害を抱える人々の一部が、手
帳取得によってより働きやすい障害者雇用枠での
就労に切り替えたとすれば、3級精神障害の雇用
者の集団属性に、賃金上昇に寄与する変化が生じ
た可能性が考えられる。

　本研究のデータからは、その直接的証拠を提示
することができないが、いくつかの傍証はある。
　第一に、附表に基づくと、採用前に精神障害が
判明した人の中、障害の程度が「不明」あるいは
「医師の診断等による」割合は 2013年では 10％
存在していたが、2018年では 4％まで減少して
おり、3級手帳取得者は 45％から 53％へと増加
した注14。第二に、厚生労働省「衛生行政報告例
（各年度版）」の精神保健福祉手帳の障害等級別新
規交付数の推移を示した図 4によれば、折しも
精神障害者の雇用義務化が開始された 2018（平
成 30）年度とその翌年の 2019（令和元）年度
にかけて、とりわけ 3級の精神障害者が著しく
増加した。第三に、「衛生行政報告例」では年齢
別の手帳取得数を捕捉できないため、さらに、厚
生労働省「生活のしづらさなどに関する調査（平
成 23、28年）」個票データにより、精神保健福
祉手帳取得者のうち各等級取得者の割合を推計し

図4　精神保健福祉手帳新規交付数推移（等級別）

出所：厚生労働省「衛生行政報告例」（平成 20年～令和 2年）より筆者再編集
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たところ（表 5）、2011年から 2016年にかけて、
やはり 3級手帳取得者の比率が他の等級に比べ
増加しており、この傾向は生産年齢人口でより顕
著であった。
　従来、精神保健福祉手帳は他の障害に係る手帳
に比べて取得率が著しく低い（駒村・荒木
2018）。3級については、社会保障の観点からは
享受できる経済的メリットが小さいことなどが、
取得へのインセンティブを阻害する要因と推察さ
れる。
　しかし、精神障障害者の実雇用率算入や法定雇
用率引き上げなど、障害者雇用促進法の改正は、
精神障害者にとって手帳取得へのインセンティブ
となった可能性が考えられる。冒頭でも述べたよ
うに、65歳未満の身体障害者人口は減少の一途
を辿っており、精神障害者の雇用拡大なくして、
雇用率達成が困難になりつつあるのが日本の障害
者労働市場の状況である。新規に精神障害 3級
を取得して障害労働市場に入ってきた集団の生産
性が高く、従来、身体障害者がこなしていたより
レベルの高い職務の雇用を担うことで、賃金率が
上昇した可能性もある。採用後に精神障害 3級
が明らかになったグループについては同様の構造
変化が観察されなかったことは、この新規に雇用
された精神障害 3級の人々の集団属性になんらか
のバイアスがあった可能性を示唆している注15。
　また、この分析期間において、大企業では精神
障害者の賃金率が逆に低下していたことも明らか

になった。前述の通り、本研究で用いたデータ
は、教育年数をはじめ雇用者の生産性に係る人的
資本変数が欠落していることもあり、この要因に
ついて、直接的な根拠を検証することはできな
かった。また、Blinder-Oaxaca分解の推計結果
において、上記のような欠落変数に起因する賃金
格差が、観測可能な変数（3級ダミー、1000人
以上規模ダミー）の構造変化に含まれた形で表れ
る可能性は、先行研究においてもたびたび指摘さ
れている（Card and Krueger, 1992）。

6．結論

　本稿では、厚生労働省「障害者雇用実態調査
（平成 25、30年）」や「生活のしづらさなどに関
する調査（平成 23、28年）」の個票データを用
い、障害者雇用促進法改正による精神障害者の実
雇用率算入や法定雇用率引き上げを背景に、急速
に増大した精神障害雇用者の賃金分布がどのよう
に変化したかを検証した。その結果、2013年か
ら 2018年の 5年間で、採用前に障害が判明して
いた精神障害雇用者の賃金は統計的に有意に上昇
していた。そして、その上昇は地域別最低賃金の
引き上げに起因するところが大きいことに加え、
構造的な上昇要因として、相対的に障害程度の軽
い精神障害 3級の賃金率の上昇があったことが
確認された。
　精神障害 3級の賃金が上昇した要因として、

表5　精神保健福祉手帳取得者の等級別割合

出所：厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」（平成 23、28年）個票に基づく筆者推計。

①生産年齢人口 ②全年齢
手帳等級 2011 2016

1級　％ 16.5％ 12.6％
2級　％ 60.6％ 60.9％
3級　％ 22.9％ 26.5％

手帳等級 2011 2016

1級　％ 20.9％ 17.3％
2級　％ 55.5％ 57.0％
3級　％ 23.6％ 25.7％
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附表　記述統計量
障害の種別 精神障害 身体障害

障害が判明した時点 採用前 採用後 採用前 採用後
調査年 2013年 2018年 2013年 2018年 2013年 2018年 2013年 2018年

実質対数賃金（被説明変数） 6.976 7.062 7.662 7.684 7.403 7.458 7.796 7.824

（0.426） （0.410） （0.517） （0.600） （0.523） （0.559） （0.504） （0.481）
身体障害の程度 1・2級 0.468 0.479 0.425 0.500

（0.499） （0.500） （0.494） （0.500）
3・4級 0.346 0.346 0.400 0.338

（0.476） （0.476） （0.490） （0.473）
5・6級 0.173 0.163 0.163 0.150

（0.378） （0.369） （0.369） （0.357）
不明 0.0126 0.0114 0.0115 0.0114

（0.111） （0.106） （0.107） （0.106）
精神障害の程度 1級 0.027 0.024 0.008 0.021

（0.162） （0.154） （0.088） （0.145）
2級 0.422 0.413 0.189 0.242

（0.494） （0.492） （0.392） （0.428）
3級 0.446 0.527 0.507 0.666

（0.497） （0.499） （0.500） （0.472）
不明 0.071 0.029 0.026 0.019

-0.258 -0.166 -0.158 -0.135 

医師の診断書等 0.033 0.008 0.271 0.053

（0.179） （0.088） （0.445） （0.223）
年齢 37.030 38.020 43.300 44.390 42.140 42.690 49.220 49.620

（9.524） （9.719） （8.523） （8.961） （10.400） （10.500） （7.779） （7.434）
経験年数 3.576 3.719 6.323 9.175 12.140 11.430 12.040 13.890

（5.176） （3.750） （7.799） （9.133） （10.160） （9.972） （10.560） （10.940）
週所定労働時間 通常 0.821 0.802 0.976 0.946 0.966 0.952 0.988 0.977

（0.383） （0.399） （0.152） （0.226） （0.182） （0.214） （0.108） （0.151）
20時間以上 30時間未満 0.158 0.170 0.020 0.043 0.032 0.041 0.011 0.019

（0.365） （0.376） （0.139） （0.202） （0.175） （0.198） （0.103） （0.135）
20時間未満 0.021 0.028 0.004 0.011 0.003 0.007 0.001 0.005

（0.143） （0.165） （0.063） （0.106） （0.052） （0.085） （0.031） （0.069）
雇用形態 無期契約・正社員 0.180 0.168 0.921 0.848 0.647 0.619 0.933 0.899

（0.384） （0.374） （0.269） （0.359） （0.478） （0.486） （0.251） （0.301）
有期契約・正社員 0.035 0.033 0.006 0.011 0.026 0.025 0.009 0.008

（0.183） （0.179） （0.077） （0.106） （0.158） （0.156） （0.092） （0.088）
無期契約・正社員以外 0.075 0.127 0.004 0.033 0.032 0.083 0.007 0.027

（0.264） （0.333） （0.063） （0.178） （0.176） （0.275） （0.080） （0.162）
有期契約・正社員以外 0.711 0.672 0.069 0.108 0.296 0.274 0.052 0.066

（0.454） （0.469） （0.253） （0.311） （0.456） （0.446） （0.223） （0.248）
企業全体の常用 5～29人 0.022 0.016 0.012 0.003 0.004 0.003 0.005 0.003

雇用労働者数 （0.147） （0.124） （0.108） （0.053） （0.065） （0.055） （0.069） （0.058）
30～99人 0.054 0.032 0.037 0.021 0.025 0.016 0.029 0.014

（0.227） （0.176） （0.190） （0.145） （0.155） （0.127） （0.168） （0.116）
100～199人 0.055 0.038 0.053 0.023 0.033 0.023 0.042 0.028

（0.229） （0.191） （0.224） （0.149） （0.180） （0.150） （0.202） （0.165）
200～499人 0.135 0.101 0.110 0.097 0.085 0.069 0.104 0.074

（0.342） （0.302） （0.313） （0.296） （0.279） （0.253） （0.305） （0.261）
500～999人 0.148 0.132 0.145 0.121 0.125 0.121 0.121 0.111

（0.355） （0.338） （0.353） （0.326） （0.331） （0.326） （0.326） （0.314）
1,000人～ 0.585 0.682 0.642 0.735 0.727 0.768 0.699 0.771

（0.493） （0.466） （0.480） （0.441） （0.445） （0.422） （0.459） （0.420）
事業所の常用雇用障害者比率（100％） 2.879 5.372 2.264 2.021 2.332 3.121 1.920 1.813

（4.653） （15.20） （2.461） （3.119） （5.337） （9.902） （4.081） （2.026）
女性 0.286 0.369 0.134 0.206 0.325 0.359 0.143 0.171

（0.452） （0.483） （0.341） （0.405） （0.468） （0.480） （0.350） （0.377）
地域別最低賃金（ln） 6.659 6.767 6.656 6.770 6.656 6.764 6.655 6.756

（0.086） （0.093） （0.084） （0.087） （0.085） （0.091） （0.084） （0.092）
N 812 2,319 509 703 10,979 9,171 5,374 3,599

出所：厚生労働省「障害者雇用実態調査結果（平成 25、30年）」個票に基づく筆者計算。
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次のような考察ができる。2013年から 2018年
までの間に、精神障害 3級の新規取得者は、よ
り精神障害の重い等級と比較し、生産年齢人口で
特に増加しており、雇用者においても 3級取得
者の比重が高まってきている。一方で、65歳未
満の身体障害者人口が減少する中、法定雇用率を
満たすため、精神障害者の中でも、相対的に障害
程度が軽く、生産性の高い精神障害者の雇用が促
進された結果、精神障害 3級の賃金が相対的に
上昇した可能性がある。
　しかしながら、分析期間において、大企業に雇
用されている精神障害者の賃金率は低下していた
ことも確認された。データ制約から、本研究では
その直接的な要因を検証することはできなかった
が、当該期間において、精神障害を持つ雇用者の
約半数は 1000人以上規模の企業に属し、これら
大企業において、精神障害者雇用の量的拡大が、
雇用の質にどのような影響を及ぼしたかを検証す
ることは、今後に残された重要な課題の一つであ
ろう。
　また、地域別最低賃金の引き上げは、精神障害
者の賃金上昇に大きな影響を与えたことが示唆さ
れた。とはいえ本稿でも示されたように、身体障
害雇用者と比較して、精神障害者雇用者の賃金分
布は低く、知的障害者の賃金分布に近い。そのた
め、最低賃金引き上げの影響をより直接的に受け
たものと示唆される。よって、上記のような賃金
上昇はあっても、先行研究が指摘する、障害程度
が相対的に軽い精神障害者への年金給付水準の低
さ（たとえば障害厚生年金 3級の給付水準）を
埋め合わせるには不十分であった可能性が高い。
実際、地域別最低賃金との相関の高さは、その賃
金水準自体の低さを示すものと考えられる。精神
障害者全体の貧困リスク緩和への影響が実際どれ
ほどであったかを把握することも、今後に残され
た重要な研究課題である。

 1 本研究は、JSPS科研費 JP17H01000および厚生労
働行政推進調査事業費補助金 JPMH21AA2008の助成
を受けている。本稿の分析で用いられた厚生労働省
「障害者雇用実態調査」個票データは前者助成事業の
一環として、厚生労働省「生活のしづらさなどに関す
る調査」個票データは後者助成金事業の一環として、
統計法に基づき利用が認められたものである。また　
Blinder-Oaxaca分解については、慶應義塾大学の太
田聰一教授に詳細なご教示を頂戴した。また、東京経
済大学の安田宏樹准教授からもミンサー賃金関数推計
や制度的背景に係る有益なコメントを頂戴した。残さ
れている誤りはすべて筆者の責任であるが、心より感
謝申し上げる。本論文に関し、開示すべき利益相反関
連事項はない。

 2 G7の中で、割当雇用制度を導入しているドイツ、
フランス、イタリアでは法定雇用率を 6～7％に設定
しており（ILO and OECD 2018）、一見すると日本
の法定雇用率よりかなり高い。しかし、これらの国々
では、就労困難性を含めた障害認定を取り入れるな
ど、障害の定義範囲そのものが日本より広い（高齢・
障害・求職者雇用支援機構障害者職業総合センター 

2020）。
 3 雇用者数、実雇用率ともに、厚生労働省「障害者雇
用状況報告」（各年 6月 1日時点値）の集計値である。

 4 実際に、1991年に約 141万人ほどであった身体障
害者の 65歳未満人口は、2018年には約 108万人に
減少している一方、知的障害者においては同様の期間
に 52.6万人、精神障害者は 1999年から 2017年に
かけて 108.5万人増加している。なお、精神障害者数
は、「患者調査」ICD-10の「V 精神及び行動の障害」
から知的障害（精神遅滞）を除いた数に、てんかんと
アルツハイマーの数を加えた患者数に対応している
（厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査（平
成 28年度）」「身体障害児・者実態調査（平成 3年
度）」「精神薄弱児（者）基礎調査（平成 2年度）」「患
者調査（平成 29年度、11年度）」より）。

 5 身体障害者数、知的障害者数推計値は厚生労働省
「生活のしづらさなどに関する調査（平成 28年度）」
より。精神障害者数の定義は注 4に準ずる。

 6 厚生労働省「障害者の職業紹介情報等」より。
 7 例えば、追加所得保障（Supplemental Security 

注
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Income： SSI）の受給者は、パートタイムによる収入
が受給資格レベルを超えても、一定の状況下ではメ
ディケイド加入を継続できるようになり（1994年改
正）、通常は健康保険が適用されないパートタイム雇用
の医療コストを押し下げたほか、1990年代以降、SSI

と社会保障障害者保険（Social Security Disability 

Insurance: SSDI）の資格要件となる収入上限の緩和
によって、パートタイム雇用が障害者にとって、より
現実的な所得補完手段となっていることが指摘されて
いる。（Hotchkiss 2003； 2004)。

 8 調査設計上、企業規模はカテゴリー変数となってい
る（2008年 は 5－29人、30－99人、100－499人、
500－999人、1000人以上、2013年は 100－499人
のカテゴリーが細分化され、100－199人、200－499

人）。そのため雇用義務対象となる企業規模の境目
（2008年は 56人以上、2013年は 50人以上）で分類
できない。

 9 厚生労働省「障害者雇用実態調査」では、事業所毎
の常用障害者雇用比率は把握できるが、企業毎の比率
は把握できないため、法定雇用率を満たしているかな
どの分析を行うことはできない。障害者雇用の割当が
日本企業の生産性、利潤率に及ぼした影響については
研究サーベイを含め、森・坂本（2017）が参考にな
る。

10 近年の日本における最低賃金引き上げが雇用に与え
る一般的影響に関する研究サーベイおよびメタ分析に
ついては、董・茨木（2023）が参考になる。

11 ただし、2013年度と 2018年度調査では身体障害
者の定義が異なる。身体障害者の定義を 2013年度調
査に合わせた場合（2013年度調査結果では身体障害
に計上されていない身体障害と知的障害の重複障害の
ある者を 2018年度調査結果から同様に除いた場合）、
2018年度調査結果における身体障害雇用者総数は
40.6万人となるため、実減少幅はより大きいと推察さ
れる。なお先に述べたように、本稿の推計では重複障
害者を除いて推計を行っている。

12 ただし、障害発生時点が採用後のグループはサンプ
ルサイズが小さく、これが推計の有意性に影響を与え
た可能性があることも留意すべきである。

13 採用後に障害が判明した身体障害者において、障害
の相対的な軽さと賃金の高さとの間に相関が観察され
なかった要因の一つとして、残存バイアス（survival 

bias）が考えられよう。採用後に重度の身体障害に見

舞われながらも就業継続している人々の中には、障害
発生以前と同等の業務を行うために必要となる環境整
備などのコストが比較的低い人が含まれている、ある
いは、本人や職場にとって、そのような環境整備のコ
ストを払ってでも就業継続する（させる）ことのメ
リットが大きい、生産性の高い雇用者が含まれている
可能性もある。

14 附表によれば、採用後に精神障害が判明した人につ
いても同様に、障害の程度が「不明」あるいは「医師
の診断等による」割合が 2013年から 2018年にかけ
て 30％から 7％へと減っているが、3級の割合が
51％から 66％へと増加したばかりでなく、2級の割
合も 19％から 25％へと増加している。

15 なお身体障害者雇用で埋まらなかった障害者雇用枠
を 3級の精神障害者雇用で埋め合わせようとする労働
需要がもし労働供給より大きかったとすれば、そうし
た要因によっても、3級の精神障害雇用者の賃金は上
昇する可能性がある。
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Recent Sharp Increases in Employees with Mental 
Disabilities and Changes in their Wage Structure: 
Evidence based on Blinder–Oaxaca Decomposition

Abstract

　In this paper, we investigate how the wage distribution of employees with a mental disability (i.e., 

impairment caused by a mental illness) has changed in the wake of the sharp increase in the number of these 

employees after the application of the disability employment obligation to them and the increase in the 

mandatory employment rate under the revised Act to Facilitate the Employment of Persons with Disabilities. 

For our analysis, we used two microdata sets, namely, the Disabled Employment Survey (2013, 2018) and the 

Life Difficulty Survey (2011, 2016), which are conducted by the Ministry of Health, Labour and Welfare.

　There are three major findings. First, on average, workers with a mental disability, whose disability was 

recognized by their employers prior to hiring, experienced statistically significant wage increases between 

2011 and 2018. Second, Blinder-Oaxaca decomposition of wage increases revealed that the regional minimum 

wage was the main driving factor (compositional factor), and the change in the wage function parameter of 

persons with the mildest (grade 3) mental disabilities had some positive effects (structural factor). Third, these 

wage increases of employees with mental disabilities were spoiled by the decrease of the parameter of the wage 

function (structural factor) in large enterprises with more than one thousand employees.

　The wage increase for employees with the mildest (grade 3) mental disabilities could be explained by the 

following factors: Between 2013 and 2018, the number of persons newly certified for grade 3 mental disability 

has increased sharply, especially among the working-age population, compared with more severe mental 

disability levels. The proportion of employees with grade 3 mental disability has also increased among the total 

number of employees with disabilities. Furthermore, in the same period, as the population of employees with 

physical disabilities under the age of 65 years continues to decrease as these workers retire, employers might 

experience difficulty filling these vacancies to meet the obligatory disability employment rate. Employers 

would then fill vacancies with workers with the mildest (grade 3) mental disabilities and would expect high 

productivity relative to hiring other workers with more severe mental disability. This would explain the wage 

increases for employees with grade 3 mental disabilities.

　However, compared with employees with physical disabilities, the wage distribution of employees with 

mental disabilities is much lower and closer to that of employees with intellectual disabilities. Thus, the above-

mentioned wage increases would not be sufficient to bridge the gap between the low pension benefits (e.g., 

the grade 3 employees’ disability pension for the mildest disabilities) and the minimum income for people 

with relatively mild mental disability, as indicated by previous research. The high correlation with regional 

minimum wages may be an indication that wage levels are quite low. The extent to which these wage increases 

reduce the risk of poverty for people with mental disabilities remains to be investigated in future studies.

［Keywords］ Act to Facilitate the Employment of Persons with Disabilities, employees with mental disabilities, 

wage function, Blinder-Oaxaca decomposition, regional minimum wage
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