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はじめに 

 

 日本では、障害者に雇用の機会を提供するために、行政機関や一定規模以上の民間

企業に対して、一定割合の障害者の雇用を義務付ける法律が定められている。こうし

た中、2018 年に障害者雇用の水増し問題が発生した。中央官庁をはじめとした行政

機関において、法定障害者雇用の基準が正しく算定されておらず、多くが水増しにて

算定されていたことが連日報道された。2018 年 10 月 22 日に厚生労働省が公表した

資料によると、国の行政機関 30 以上において、3814.5 人が法定雇用数から不足して

いたことが判明した。実雇用率は当初算定の 2.50%から 1.17%にまで下方修正された

1。 

  2018 年 4 月時点の法律で定められた法定雇用率は、民間企業が 2.2%、国・地方公

共団体等が 2.5%、都道府県の教育委員会が 2.4%となっている。改めて算出した行政

機関における雇用率は、その数を大きく下回ることとなった。国・行政機関は、民間

企業に先んじて障害者雇用を推進する立場にも関わらず、雇用数算定に水増し問題が

発生したことは、ショッキングな出来事として受け止められた。障害者雇用そのもの

に対する無理解さが厳しく非難された。 

その一方で、障害者雇用全体の数や雇用率は、近年飛躍的な伸びを見せているの

も事実である。障害者雇用数は、2003 年の約 24.7 万人から 2018 年には約 53.4 万と

なり、働く障害者の数は、過去 15 年間で 2 倍以上の伸びを見せている。行政機関で

の算定不備があったとはいえ、大勢においては、障害者雇用数は増加傾向にあるとい

ってよいだろう。 

 障害者雇用の問題は、まず身体障害者の就労から始まった。戦後、負傷した軍人の

就労問題は身体障害者の就労問題として議論された。1960 年に我が国で初めての障

害者の雇用に関する法律である、身体障害者雇用促進法が制定された。しかしながら

当時は、身体障害者の雇用の義務の対象は公的機関のみであり、民間企業は努力目標

に留まっていた。それから 50 年以上が経過した現在、身体障害者に加え知的障害者

や精神障害者に関して民間企業での雇用義務化が実現しており、働く障害者の数も増

 
1 平成 30 年 8 月 28 日に公表した「国の行政機関における平成 29 年 6 月 1 日現在の障害者の任免

状況の再点検結果について」及び同年 9 月 7 日に公表した「立法機関及び司法機関における平成

29 年 6 月 1 日現在の障害者の任免状況の再点検結果について」の訂正について 



 
 

2 

加した。また、近年は発達障害者や高次脳機能障害者など新たな障害者の雇用も増加

傾向にある。 

しかしながら、2018 年度の民間企業の集計結果をみると、法定雇用率を達成して

いる企業は未だ 45.9%であり、実雇用率も 2.05%と法定雇用率の 2.2％に達していな

い。障害者雇用は全体としては拡大傾向にあるものの、2018 年の中央省庁の雇用水

増し問題や、法定雇用率未達成企業が一向に減少しないことから、社会全体において

障害者雇用の実現は未だ道半ばであると言える。 

 

 

第 1 章 本研究の背景と目的  

第１節 働くことを希望する障害者数の増加 

 

第 1 項 障害者雇用状況の全体像 

 ここでは、改めて障害者雇用の全体像についてまとめておきたい。なお、本来であ

れば国・行政機関・教育委員会も含めた現状分析が望ましいが、入手データの制約

上、本研究の分析対象は民間企業に限定する。 

 まず、働く障害者数を把握する前に、本稿が分析対象とする障害者の定義とその動

向についてみてみたい。 

表１および表２は、2011 年ならびに 2016 年における全体の「障害者数」と、生産

年齢人口にあたる「18 歳～64 歳障害者手帳保持数」を集計した結果を示している。

障害者基本法第二条に、障害者とは「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含

む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であつて、障

害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態に

あるものをいう。」と記されている。必ずしも障害者手帳を保持している者のみが障

害者ではないことが説明されている。このため、どのような障害者を定義し集計する

かによって全体数が異なってくる。 

本稿においては、「手帳保持者」と「手帳非所持でかつ自立支援給付等を受けてい

る者」を障害者とし、厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」から集計デー

タを確認した。手帳保持者に加えて自立支援給付等の受給者を加えたのは、自立支援

給付という公的福祉サービスを受給しているということは、何らかの日常生活または
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社会生活に制限を「継続的に受けている」ことの証明になると考えた。本稿の定義に

従うと、全体の「障害者数」は、2011 年の約 537 万人から 2016 年には約 643 万人と

なり、5 年間で約 106 万人増加している。 

他方、特に精神障害者において、医療機関を利用した精神疾患のある者も障害者

数の集計に含めていることもある。その場合、令和元年版「障害者白書」では、全体

の障害者数を約 953.5 万人と集計してあり、精神障害者のみで約 419.3 万人の集計が

なされている。ただし、医療機関の外来患者も含めた集計がされており、精神疾患に

よる日常生活や社会生活上の相当な制限を「継続的には受けていない」可能性もある

ことから、本稿の定義からは外している。 

次に「18 歳～64 歳障害者手帳保持数」をみる。「手帳保持数」に注目するのは、

現行制度では、法定雇用義務のある障害者雇用の対象者が、障害者であると公的に証

明が可能な「障害者手帳保持者」に限られているからである。障害者手帳を取得する

には、行政機関による認定調査や医師による診断などが必要になる。手帳制度とは、

その取得過程において日常生活及び社会生活を送る上で、相当程度の困難さが認めら

れ、支援が必要な者であるかどうかを審査する制度である。支援が必要な者と認定さ

れることは手帳取得の十分条件であるため、法定雇用義務の対象者としての根拠とな

っていると考えられる。よって、障害者雇用を研究対象にする本研究においては、

「手帳保持数」に注目する。 

集計結果によると、「18 歳～64 歳障害者手帳保持数」は、2011 年の約 193 万人か

ら 2016 年には約 218 万人となり、5 年間に約 25 万人増加している。 

 以上より、全体の「障害者数」及び「18 歳～64 歳障害者手帳保持数」のいずれも

数が増加していることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 

表１                   表 2 

    
 

 

次に、図 1 では、障害者雇用関連の集計データを示している。近年は、毎年度、

障害者雇用数が増える傾向が続いている。厚生労働省「障害者雇用状況の集計結果」

によると、障害者雇用数は過去 15 年間連続して伸びており、2018 年には民間企業の

障害者雇用数ならびに実雇用率ともに過去最高を更新した。実雇用率とは、実際に雇

われている障害者の割合のことをいう。実雇用率は、「雇用する身体・知的・精神障

害者の常用労働者の数」を「雇用する常用労働者」で割った数値のことをいう。障害

者の数は、カウント制度 2が導入されており、障害種別や程度によって数え方が異な

る。また分母の常用労働者にも除外率制度があり変動する場合がある。常用労働者や

除外率については、第 2 項で定義を説明する。先述の通り、2018 年度の障害者雇用

数は約 53.4 万人になる。過去 5 年間では毎年約 2 万 2.5 千人が増加していることに

なる。このように障害者雇用が増加傾向にあることは確かであるが、法定雇用義務の

ある全企業の実雇用率を合計すると 2.05%になり、法定雇用率の 2.2%には及ばない

3。また、法定雇用率達成企業の割合は 45.9%になり、半数未満の企業が法定雇用率

を満たしていない。 

 
2 障害者雇用を算定するときに、1 人ではなく、1 カウントと数える。短時間労働者以外の重度身

体障害者と重度知的障害者は、2 カウントと相当される。精神障害者にダブルカウント制はない。

重度以外の身体・知的・精神障害者の短時間労働者は、0.5 カウントに相当する。短時間労働者と

は、所定労働時間が週 20 時間以上 30 時間未満の者をいう。20 時間未満の労働者はカウントされ

ない。2018 年 4 月から 5 年間の特例措置により、精神障害者の短時間労働者も、雇入れから 3 年

以内または精神障害者保健福祉手帳取得から 3 年以内、かつ、2023 年 3 月 31 日までに雇入れら

れ精神障害者保健福祉手帳を取得した者も 1 カウントに相当とされる。 
 
3 2018 年 4 月に 2.2%に上昇。2021 年 4 月までに、2.3％への引き上げが予定されている。 

出所：「平成２３・２８年生活のしづらさなどに関する調査」 
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図１ 

 

 

 

 図２は、2018 年度において働いてい

る障害者の障害種別の内訳を示してい

る。身体障害者が 34.6 万人（65％）、

知的障害者が 12.1 万人（23％）、精神

障害者が 6.7 万人（12%）となってい

る。2017 年 9 月 20 日付厚生労働省

「障害者雇用の現状等」によると、障

害種別の雇用の伸びは、過去 10 年間、

身体障害者は横ばい、知的障害者は約

1.5 倍、精神障害者は約 4 倍、発達障害

者・高次脳機能障害者は約 8 倍である。過去 5 年間の「就職件数」では、精神障害者

が 4 割を超えて最大となる。これらの集計結果から、現状においても障害者雇用の属

性は、身体障害者中心である一方、特に精神障害者や発達障害者、高次脳機能障害者

が近年になって増えていることもわかる。 

 図３より、ハローワークにおける障害者の新規求職者と就職件数の推移をみると、

過去 10 年にわたり一定の割合で増加している。同時に、データから観察できること

として、新規求職者が増えると同程度の割合で就職件数が伸びている。新規求職者に

対する就職件数比率に変化が見られない事実をみると、市場の労働供給の伸び以上

に、労働需要が喚起されているとは言い難い。労働供給以上に労働需要が伸びていた

出所：各年度「障害者雇用状況報告」より筆者作成 

図２ 

出所：平成 30 年「障害者雇用状況の集計結果」 
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場合は、就職件数比率の上昇が見込まれるだろう。 

 

図３ 

 

 

 

第 2 項 企業規模別および特例子会社の雇用状況 

 図４にて、直近 2018 年の企業規模別の障害者雇用状況を確認する。働く障害者全

体の約 53.4 万人の企業規模別の内訳をみてみると、45.5～100 人未満が約 5.4 万人

（10.3％）、100 人～300 人未満が約 10.6 万人（20.0％）、300 人～500 人未満が約 4.6

万人（8.8％）、500 人～100 人が約 6.2 万人（11.6％）、1,000 人以上が約 26.4 万人

（49.3％）となっている。1,000 人以上の大企業で働く障害者数が実に全体の約半数

近く（49.3％）を占めて最も多く、次に 100～300 人未満企業で働く障害者が全体の

5 分の 1（20.0％）で 2 番目に多い。 

 

 

 

 

 

出所：厚生労働省「平成 29 年度障害者の職業紹介等」より筆者作成 
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 図４

 

 

 

図５には、障害者雇用数に加えて、常用労働者数と各企業規模別の企業数を示し

てある。障害者雇用を議論する上では、常用労働者・短時間労働者・法定雇用労働者

の定義の理解が必要となるため、ここで説明する。 

常用労働者とは、1 年以上雇用される週 30 時間以上勤務の労働者を主に示し、短

時間労働者とは 1 年以上雇用される週 20 時間以上 30 時間未満勤務の労働者を示す。

前者は 1 人をそのまま 1 カウントするが、後者は 1 人を 0.5 カウントで算定する。法

定雇用労働者とは、常用労働者と短時間労働者の合計数に、除外率を掛けた数を示

す。除外率とは、いくつかの業界において、雇用が難しい事情を考慮し、予め定めら

れた割合を控除される制度である。ノーマライゼーションの観点から 2004 年に廃止

となったが、経過措置として段階的に縮小する方向でいまだ継続されている。除外率

が定められていない業界は、常用労働者と短時間労働者の合計が法定雇用労働者数に

なる。その数に対して法定雇用率が掛け算された数値が雇わなければならない法定雇

用障害者数になる。 

企業が法定雇用義務の障害者数を算定するときは、法定雇用労働者数に対して、

2019 年度（令和元年）現在だと、2.2％を掛けた数値が法定雇用義務の雇用数とな

る。例えば、8 時間勤務の正社員が 100 人で、週 20～30 時間勤務のパート従業員が

20 人いる場合、自社で雇うべき障害者数は（100＋20×0.5）×2.2％＝2.42 となり、

出所：厚生労働省「平成 30 年度障害者の職業紹介等」より筆者作成 
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小数点以下の端数は切り捨てとなるので、この場合は 2 人となる 4。 

2018 年において法定雇用義務のある企業は、全国で 100,586 社存在している。障

害者雇用数は、常用労働者数に基づいて算定されるため、各企業規模で比較すると常

用労働者数の大きさは障害者雇用数と同じ傾向を示している。他方、企業数は、障害

者雇用数とは逆の傾向がある。最も企業数が多いのは、45.5 人～100 人未満の 49,370

社であり、最も企業数が少ないのは、1,000 人以上の 3,358 社となる。1,000 人以上の

企業は、3,358 社と企業規模別では最も少ないが、雇用数としては、約 26.4 万人と最

も多いことが特徴といえる。 

 

図５ 

 

 

  

図６により、さらに詳しく企業規模別の雇用状況をみていきたい。法定雇用義務

のある 100,586 社の内、法定雇用率を達成している企業は 45.9％、未達成企業は

54.1％である。企業規模別にみると、1,000 人以上の企業では達成 47.8％、未達成

52.2％、500～1000 人未満の企業で達成 40.1％、未達成 59.9％、300～500 人未満の企

業で達成 40.1％、未達成 59.9％、100 人～300 人未満の企業で達成 50.1％、未達成

49.9％、45.5～100 人未満の企業で達成 44.1％、未達成 55.9％となり、達成率が 50％

を超えているのは 100 人～300 人未満企業のみになる。 

法定雇用率の達成と未達成の割合は、どの企業規模でも 50％前後であり、半分程

 
4 障害者雇用促進法 第四十三条参照。 

出所：平成 30 年「障害者雇用状況の集計結果」より筆者
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度ずつに分かれている。他方、「自社で雇用している障害者が 0 人である企業」とい

う条件では、企業規模によって大きく差が出る。図６の集計結果をみると、1,000 人

以上の企業の未達成企業 1752 社のうち、障害者数が 0 人の企業は 1 社（0.1％）にと

どまる。雇用率は未達成でも、99.9％とほぼすべての企業が障害者を 1 名以上雇用し

ていることが分かる。一方、100 人～300 人未満の企業の場合、未達成企業 18,046 社

のうち、雇用不足数が 2 人以下の企業が 14,540 社（80.5％）で、障害者数が 0 人の

企業は 5,553 社（30.8％）である。45.5～100 人未満の企業の場合、未達成企業

27,576 社のうち、障害者数が 0 人の企業は 25,826 社（93.7％）となり、未達成企業

のほとんどは障害者を 1 人も雇用していないことが分かる。法定雇用不足数 1 人以下

の企業だと 25,948 社（94.1％）となる。 

このように、企業規模が大きければ大きいほど、障害者雇用自体の取り組みは進

んでおり、「自社で雇用している障害者数 0 人」という企業は、ほぼ存在しない。一

方で、企業規模が小さい企業ほど、未達成企業の中では「自社で雇用している障害者

数 0 人」である企業割合が増える。これは、障害者を 1 人でも雇用した場合のインパ

クトが、大企業よりも中小企業の方が大きいためである考えられる。 

 

図６ 

 

 

図 7 は、2011 年から 2018 年までの、法定雇用率の達成企業比率、未達成企業比率

ならびに実雇用率の推移を示す。特徴として、法定雇用率達成企業と未達成企業の割

合が 45％～55％前後で変動する一方、実雇用率が一貫して上昇していることが分か

出所：平成 30 年「障害者雇用状況の集計結果」より筆者作成 
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る。図 8 には、2011 年から 2018 年までの、未達成企業の障害者雇用 0 人割合を示

す。ここで特筆すべきは、この間に顕著に変化した企業規模が存在していることだ。

100～300 人未満企業は、他の企業規模と比べて、変化が著しく大きい。他の企業規

模の障害者雇用 0 人割合は、この間に 5％未満しか低下していないが、100～300 人未

満企業では、20.9 ポイントも低下している。この点は、後に制度変更との関連で詳

述する。 

 

図７ 

 

 

図８ 

 
 

図 9 は、企業規模別の平均実雇用率に焦点を当て、2011 年から 2014 年までの期間

と、2015 年から 2018 年の期間における変化を示す。この比較においても、100～300

人未満の企業において、平均実雇用率の上昇が 0.30 と最も大きくなっている。以上

の 2 つのデータから、100～300 人未満の企業において、障害者雇用が最も変化して

いることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

出所：厚生労働省「障害者雇用状況報告」より筆者作成  

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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図９ 

 

 

 障害者雇用促進のために、特例子会社制度というものがある。これは、障害者雇用

率の算定において一定の条件を満たせば、親会社の一事業所と見なされ、親会社の実

雇用率に特例子会社で雇用する障害者も含めるという制度である。特例子会社の起源

は古く、1976 年の身体障害者義務化と共に開始された。障害者本人にとっても、通常

の職場ではなく、障害者が働きやすい環境が整備された子会社としてメリットがある

とされる。この特例子会社も、障害者雇用の拡大に伴ってその数が増え続けている。

図１０によると、特例子会社数は、2006 年の 165 社から 2017 年には 464 社にまで増

加している。特例子会社で就業している障害者も、同期間に 5,695 人から 21,134 人に

増え、過去 10 年間で年平均約 1 千人が就職している。 

 

図１０ 

 

出所：厚生労働省「障害者雇用状況報告」より筆者作成  

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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図１１は、障害種別の傾向を示す。精神障害者が 5 年前に比べ 3 倍となっており、

雇用の受け皿になっている（駒村・荒木 2018）。 

 

図１１ 

 

 

第 3 項 雇用状況を反映した法改正 

働くことを希望する障害者が増え続けていることを背景に、法改正も行われてい

る。図１２は、近年の法改正関連トピックをまとめたものである。 

2016 年には、「障害者差別解消法」が施行された。障害者差別を禁止するこの法律

の施行に伴い、雇用分野においては「障害者雇用促進法」が改正され、雇用主にとっ

て過重な負担となる場合を除いては、合理的配慮の提供が義務とされたものである。

努力義務ではなく提供義務と定めているが、過重な負担となる場合はその限りではな

いとしている（松井 2013）。 

法定雇用率も段階的に引き上げられた。民間企業では、2013 年 4 月には 1.8%から

2.0%へ、2018 年 4 月には 2.0%から 2.2%になった。2021 年 4 月までに 2.3%になるこ

とも決定している。法定雇用率の達成未達成や企業規模に応じて金銭を納付したり受

領したりする納付金・調整金制度においても法改正があった。2010 年には、対象企

業の規模が「300 人を超える」から「200 人を超える」となり、2015 年には、「200 人

を超える」から「100 人を超える」と変更された。 

 

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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図１２ 

 
 

第２節 本研究の目的と構成 

 

以上のように、障害者の就業希望者が増え続け、法改正をきっかけに障害者労働市

場のさらなる拡大が予想される。そこで本稿では、特に労働需要側である民間企業に

焦点をあて、近年の法改正が障害者の雇用促進に与えた効果を検証することを目的と

する。また、企業の障害者雇用の意思決定に係わる論点として、障害者雇用と企業業

績と因果関係についても検証する。 

本研究の構成は以下の通りである。続く第 2 章では、先行研究を概観した後、本稿

のリサーチクエスチョンを立て、仮説を論じる。第 3 章では、本稿の分析枠組みを示

す。推定モデルを設定し、使用するデータを説明する。第 4 章では、推定結果を説明

し結果について考察する。第 5 章では、分析結果に基づいて結論をまとめ、残された

課題に言及する。 

 

 

第 2 章 先行研究と本研究の課題  

第 1 節 企業の障害者雇用に影響を与える要因 

 

第 1 項 経済的要因 

 障害者雇用の現状を振り返ると、雇用数や実雇用率は増加傾向にあるものの、法定

雇用率達成企業の割合は 50％を満たない状態が続いている。また、自社で障害者を雇

っていない障害者雇用 0 人の企業の割合も、企業規模によって格差が生じている。 
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一方、障害者の賃金についても、十分な状況にあるとは言えない。厚生労働省「障

害者雇用実態調査」より、2018 年 5 月の平均賃金をみると、身体障害者は 21 万 5 千

円、知的障害者は 11 万 7 千円、精神障害者は 12 万 5 千円、発達障害者は 12 万 7 千円

となっている。一方、同時期（2018 年 5 月）の厚生労働省「毎月勤労統計調査」によ

ると、月間現金給与額の平均は 27 万 5 千円である。このように、障害者と健常者の賃

金には大きな格差が見受けられる。 

労働市場において労働者グループ間の雇用や賃金の格差が生じる背景を説明する

理論として、労働市場における「差別の経済理論」がある。日本においては、主に男

女間の雇用・賃金格差に焦点を当てて、企業（労働需要側）による差別の理論の検証

が進められている。労働需要側から差別を説明する主要な仮説は二つあるとされる（佐

野 2005）。一つは、Becker（1971）による「使用者差別仮説」であり、もう一つは Phelps

（1972）による「統計的差別仮説」である。 

 まず、佐野（2005）が紹介する女性に対する差別の議論を、障害者雇用に援用して

説明する。使用者差別仮説では、障害者に対して偏見を持った使用者が存在すると想

定する。差別的な使用者は、障害者を雇うことから不効用を得るため、仮に健常者と

障害者の労働生産性が同じでも、障害者の雇用は差別がない場合よりも低くなり、障

害者と健常者の間に賃金格差が発生する。この理論の含意は、嗜好による差別を行う

使用者は利潤を犠牲にして障害者を過少に雇用しており、非合理的な差別であるとい

うことである。翻って、嗜好による差別がない使用者は障害者を雇い入れることでよ

り高い業績を達成することが示唆される。 

統計的差別仮説で鍵となるのは、労働市場における情報の不完全性である。いま、

雇用者は離職確率が低い労働者を採用し、人的資本に対する投資を行うと考えられる。

労働者の個々人がその企業を離職する確率は様々ではあるが、使用者はそれを識別で

きないか、識別する費用が極めて高いとする。このような場合、使用者は確率的にみ

て、離職確率が低い労働者に対してより多くの訓練機会を提供することが合理的にな

る。障害者は健常者に比べて、離職確率が高いと考えられるため、訓練する機会に恵

まれない。訓練の機会が多ければ限界生産性も大きくなると考えられるため、健常者

の限界生産性は障害者と比べ高くなり、障害者と健常者で賃金格差が生じる。 

女性雇用に関する統計的差別仮説の議論では、男女間の訓練量の差が生産性の差に

つながり、賃金格差を引き起こしているとされる。また、女性比率は企業の合理的な
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選択の結果であるため、企業業績とは無相関が想定される。一方、障害者雇用の場合

は、使用者によって、確率的に限界生産性が低い、もしくは雇用にはコストが掛かる

と捉えられているとも考えられる。もし、平均的に限界生産が低いと想定されるにも

かかわらず、雇用義務があるために雇い入れている場合には、障害者雇用は企業業績

に対してマイナスの影響となるものと考えられる。 

 

第 2 項 政策的要因 

障害者雇用を政策的に促進する上では、二つのアプローチが考えられる。一つは、

「差別禁止アプローチ」であり、もう一つは、「雇用割当アプローチ」である。 

差別禁止アプローチは、イギリスやアメリカが採用しているアプローチであり、よ

く参照されるのがアメリカである（川村・鴨澤 2012）。アメリカには、いわゆる法定

雇用率というものが存在しない。企業に対して雇用の義務を課し雇用割当を明示する

法律は存在しない代わりに、採用や待遇等において、障害を理由とした差別を禁止す

る法律が主要な役割を果たしている。障害を理由に採用を拒否したりはできず、仕事

を配分する際や業務遂行を行う上で、「合理的配慮」を提供しなければならないとされ

る。 

内閣府「平成 25 年度障害者権利条約の国内モニタリングに関する国際調査報告書」

によると、アメリカでは雇用や労働において差別があったときに、紛争解決のサポー

トの仕組みが様々整っていることが示されている。しかし、実際の雇用への影響をみ

ると、企業が訴訟を受けるリスクや合理的配慮のコストなどで、マイナスの影響もみ

られるという研究成果が出ている（坂本・櫻井 2011,Acemoglu and Angrist 2001,Melanie 

2008）。 

 もう一つの代表的なアプローチが雇用割当アプローチである。諸外国では、フラン

スやドイツで採用されている（川村・鴨澤 2012）。これは、企業に対して、一定割合の

障害者の雇用義務を課す政策である。2003 年の OECD 調査では、イタリアは 7％，フ

ランスとポーランド 6％，ドイツ 5％などの雇用割当が制定されている（OECD 2003）。

2000 年の EU 指令により、ドイツやフランスにおいては差別禁止アプローチも併せて

取り入れられることとなった（川村・鴨澤 2012）。 
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第 3 項 日本の障害者雇用促進政策 

現在、日本における障害者雇用促進政策としては、差別禁止アプローチと雇用割当

アプローチの両方が取り入れられている。従来は、雇用割当アプローチのみであった

が、前述のように 2016 年より障害者差別解消法と改正障害者雇用促進法が施行され、

差別禁止アプローチも本格的に実施されることとなった。雇用割当アプローチとして

は、繰り返しになるが、2018 年 4 月より従業員 45.5 人以上の企業は障害者の雇用を

義務付け「民間企業 2.2％、国・地方自治体 2.5％、教育委員会 2.4％」の法定雇用率を

定めている。 

その他、納付金・調整金制度という雇用促進政策が存在する。ある一定以上の規模

の企業に対して、法定雇用率を達成しているか否かを基準として、企業間の移転を行

う制度である。図１３は、2015 年 4 月に施行された規定を示す 5。土橋・尾山（2008）

は、納付金・調整金制度について、「「納付金」とは障害者雇用促進法を遵守していな

い法定雇用率未達成の事業主に対する懲罰であり, ｢調整金｣は障害者雇用促進法を遵

守して法定雇用率を達成している事業主に対する報酬である」という側面を指摘する。

同時に、「障害者雇用率制度の目的は社会全体で一定の障害者雇用を促すことにあり,

この目的が達成されるかぎりにおいて,各企業での障害者雇用者数は業種や環境に応

じた企業それぞれの障害者受入能力に依存して調整されるべきであり,納付金・調整金

制度は企業ごとの適正雇用水準を自発的に達成させるインセンティブを与えるための

ツールとして捉えられる」と指摘している。 

納付金・調整金制度を管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 6に

よると「障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、特別の雇用管理等が必要と

なるなど障害のない人の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うこともあり、「障害者

雇用率制度」に基づく雇用義務を守っている企業とそうでない企業とでは、経済的負

担のアンバランスが生じます。障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な

実現を図る観点から、この経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進等を

図るため、事業主の共同拠出による「障害者雇用納付金制度」が設けられています。」

 
5 常時雇用する労働者数が１００人を超え２００人以下の事業主は、平成２７年４月１日から平成

３２年３月３１日まで納付金の額が１人当たり月額「５万円」から「４万円」に減額 

 
6 同法人ホームページ「障害者雇用納付金制度の概要」記述より抜粋（2020 年 1 月 16 日付） 

https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/about_noufu.html 
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と説明している。 

2010 年に、納付金・調整金を適用する企業規模が、「300 人を超える」から「200 人

を超える」へと変更され、2015 年には、「200 人を超える」から「100 人を超える」へ

と変更された。これによって、現在は、「100 人を超える」企業において、法定雇用率

が達成している企業は、その上乗せ分として 1 人当たり月 27,000 円を受け取れる。逆

に法定雇用率を達成していない企業は、1 人当たり月 50,000 円が徴収される。なお、

「100 人以下」の企業では、法定雇用率が未達成でも納付金が徴収されないが、法定

雇用率を達成している場合には、上乗せ分として 1 人当たり月 21,000 円の報奨金を受

け取れる。 

 

図１３ 

 

障害者雇用率と企業業績との関係については、近年、いくつかの実証研究が現れて

いる。長江（2013）は、障害者雇用率と企業業績との関連性をマーケットテストの手

法で分析した。マーケットテストとは、企業利潤と従業員の属性比率との関係を検証

するテストであり、日本の障害者施策の分析にも適しているとしている。結果は、企

業規模や地域特性によってばらつきがあり、障害者の納付金-調整金制度が企業の均質

的負担に貢献していないことを指摘した。長江（2014）の研究では、2003 年から 2010

年の東京に本社を置く民間企業の障害者雇用状況のデータを用いて、障害者雇用率の

未達成企業の売上高営業利益率の方が達成企業のそれよりも有意に高くなることを述

べた。この結果により、納付金・調整金制度において企業の均質負担が実現されてい

ない可能性を指摘した。しかし、坂本・森（2017）は、長江論文は雇用率達成・未達

成のダミー変数と企業の利潤率の単純な相関関係を見た分析であるため、内生性に対

処した分析方法を検討しなければならないと課題を述べている。 

Mori and Sakamoto（2018）は、製造業企業の障害者雇用が（外生的に定められてい

る）法定雇用率や納付金・調整金制度の影響を受けているかどうかを、企業規模に関
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する回帰不連続デザインの手法を用いて検証するとともに、こうした障害者雇用数の

内生性を考慮したうえで、企業業績に与える因果効果を推定している。その結果、納

付金・調整金制度が障害者雇用を促進する上で有効であることを実証的に明らかにし

ている。また、納付金制度の対象とならない企業規模においても、企業は法定雇用率

にリンクした障害者雇用を行っていることも示さている。この結果は、障害者雇用に

取り組む上で、社会規範（social norms）が重要な要素であると指摘している。さらに、

企業利潤と障害者雇用について統計的に有意な関係を確認は見られないとしている。 

中島・中野・今田（2005）の研究では、雇用納付金・調整金の引き上げは障害者雇

用を促進させ、法定雇用率未達成企業を減少させることが可能であることを示したが、

社会全体収支としては必ずしも現行ケースよりも改善されるわけではないことを明ら

かにした。一方、助成金の引き上げと、企業が障害者労働力を有効に活用する技術革

新やノウハウの蓄積を行うことは、未達成企業率の減少と障害者雇用促進に貢献し、

さらに社会収支も改善させることが分かった。海外の雇用割当の研究では、Rafael 

(2013)は、オーストリアの労働力調査のデータを用いて、障害者雇用への影響を検証

している。研究の結果、雇用のレベルにおいても、賃金のレベルにおいても、障害者

と健常者の間には統計的に有意な差があること、納付金の対象となる閾値によって障

害者雇用数への反応に差があることを報告している。 

また、特例子会社データを用いた計量分析としては、駒村・荒木（2018）の研究が

ある。その結果によると、知的障害者が多い職場では、精神障害者の雇用が進んでい

ない。身体障害者比率の高い特例子会社では高齢化が進んでいる。高齢障害者の就業

継続環境の整備が進んでいる企業では、精神障害者雇用も進んでいる。身体障害者と

精神障害者の職域は比較的近いことが分かった。 

 

第 2 節 本研究の課題（リサーチクエスチョン） 

第 1 項 納付金・調整金政策は機能しているのか 

 先行研究において、雇用率制度や納付金・調整金制度が、障害者雇用促進に一定の

効果を与えていることが明らかにされている。雇用状況の集計データを確認してきた

ことから判明したことは、100～300 人未満企業のグループにおいて、顕著な変化が

見られたということだ。2011 年から 2018 年までの期間において、自社で雇用した障

害者が 0 人という企業の割合は、他の企業規模グループでは 5 ポイント未満の変化し
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かみられないところ、100～300 人未満企業のグループでは 20.9 ポイントも減少して

いる。また、このグループは、2011 年～2014 年と 2015 年～2018 年の平均実雇用率

の比較においても、1.48 から 1.78 まで 0.3 ポイントも上昇している。 

このような変化の要因として、2015 年の納付金・調整金適用企業の対象となる企

業規模の変更が影響している可能性がある。既に述べた通り、同制度の適用範囲は、

「200 人を超える」から「100 人を超える」企業に変更された。そこで本稿の第 1 リ

サーチクエスチョンとして、先行研究では対象とされてこなかった政策変更が障害者

雇用を促進したかどうかの検証を行いたい。 

 仮説としては、納付金・調整金制度によって、これまで自社で障害者を雇ってこな

かった 100～200 人の企業にインセンティブが生じ、障害者雇用を促進したと考えら

れる。また、雇用はしているが法定雇用率が未達成である企業にとっては、納付金に

よって追加的なコストが生じることになり、雇用の動機付けとなる。法定雇用率を達

成企業している企業にとっては、調整金が支払われることで、雇用を維持する、もし

くは、追加する動機付けとなることが考えられる。 

 

第 2 項 障害者雇用と企業業績はどのような関係にあるのか 

 第 2 のリサーチクエスチョンとして、障害者雇用と企業業績はどのような関係にあ

るのかを明らかにする。既に述べたように、企業の障害者雇用の決定要因として、使

用者による差別仮説がある。障害者に対して、差別的な偏見をもつ使用者が存在する

かもしれないし、障害者の離職確率の高さや限界生産性の低さを「平均的に正しい」

と捉え、合理的選択として統計的差別をしている使用者もいるかもしれない。 

 女性雇用と企業業績との関係性を述べた研究は既にいくつか存在する（山本 2014,

経済産業省男女共同参画研究会 2003）が、障害者雇用は、女性雇用と異なり、限界

生産性が低いという側面以上に、雇用そのものがコストになる可能性もある。高い離

職率が採用コストを上げ、また合理的配慮の提供義務によって、社内における業務や

配置の調整コストを発生させるかもしれない。企業の利潤最大化行動を前提とした場

合、障害者雇用が企業業績に与える影響によって、企業の意思決定が左右されると考

えられる。障害者雇用と企業業績の関係をみることで、障害者雇用が企業業績を圧迫

するのか、企業業績に貢献しているのかを評価することができる。障害者雇用は特定

の規模以上の企業に雇用義務を課しているが、企業は、法定雇用率を達成した場合の
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企業業績への影響と納付金・調整金のコスト収支を考慮した上で、意思決定を行って

いると思われる。 

 仮説としては、障害者雇用は企業業績に影響を与えないと考えられる。特に 1,000

名以上の大企業においては、特例子会社の存在が大きい。特例子会社は、毎年、設立

数が増加し続けており、障害者の雇用の受け皿として機能している。特例子会社にお

いて、障害者の働きやすい職場環境を整備し、法定雇用率を達成するとともに、企業

業績に貢献するような生産性向上の工夫がなされているものと考えられる。一方、

1,000 人未満の企業においては、近年、自社で雇用している障害者が 0 人である企業

割合が減少していることから、業績に影響のない範囲で雇用を進めていると考えられ

る。 

 

 

第３章 分析の枠組み  

第 1 節 推定モデル 

 まず、2015 年に納付金・調整金適用企業の対象範囲が「200 人を超える」から「100

人を超える」に変更したことが、新たに対象となった企業規模の障害者雇用に及ぼす

効果を検証する。ここでは、政策変更前と政策変更後において、政策対照群と非対照

群の変化の差を推定する Difference in Difference 法（差分の差分法、DID）を用いて分

析する。以下、推定モデル（１）を示す。 

 

 

 

 2013 年に、法定雇用率が 1.8％から 2.0％に変更された。また同時に、法定雇用義務

のある企業規模が 56 人から 50 人となった。これらの政策変更の影響を除外するため

に、分析は 2013 年より前の年度は除き、2013 年～2014 年を政策変更前、2015 年～

2017 年を政策変更後として、DID を推定する。 

被説明変数は、企業 i の t 年の障害者実雇用率である。説明変数のうち after ダミー

は、政策変更前 0、政策変更後を 1 とするダミー変数である。Treat は 2015 年の政策

変更により新たに対象となったグループを示すダミー変数であり、規模 100 人超～200

人以下のトリートメントグループは 1、政策変更前から納付金・調整金適用企業であ

yit = α+ 𝛽𝛽Treati + 𝛾𝛾aftert + 𝜎𝜎Treati ∗ aftert + 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖・・・（１） 
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った 200 人超の規模のコントロールグループは 0 を取る。そして、政策変更後のトリ

ートメントグループ固有の変化を表すσが、DID 推定による政策効果を表す。 

 次に、障害者雇用と企業業績との関係性について検証する。ただし、既に述べたよ

うに、障害者雇用と企業業績の関係性を分析する上では内生性問題への対処が必要と

なる。これは、「障害者雇用が企業業績に影響を与えている関係性」と同時に、逆の因

果として、「企業業績が障害者雇用に影響を与えている関係性」も否定できないためで

ある。例えば、企業業績が好調であるが故に、障害者を多く雇うことができ、雇用率

が伸びるという関係性が成立つ可能性がある。こうした逆の因果性に対処するために、

本稿では、固定効果操作変数法を用いる。 

まず、第 1 段階として、次の固定効果モデルを推定する。 

 

 

 

被説明変数は企業 i の t 年の障害者実雇用数である。説明変数のうち、𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷は操

作変数であり、各企業の法定雇用労働者に、2011～2012 年度は 1.8％を掛け、2013～

2017 年度は 2.0％を掛けた障害者雇用の「義務値」 7を表す。また、企業規模による違

いを考慮するため、コントロール変数 X として法定雇用労働者を用いる。 

 

 

 

次に、（３）式の第 2 段階モデルを推定する。被説明変数には、企業業績として営業

利益 EBIT 8を売上高で割った売上高営業利益率（EBIT 率）を用いる。第 1 段階の推定

によって得た障害者実雇用数の予測値（𝑌𝑌�）を説明変数として使用する。また、固定効

果操作変数法を用いることで、時間を通じて変化しない企業の固定効果(μi )を取り除

き欠落変数バイアスに対処する。Z は、企業 i に特例子会社がある場合に 1，それ以外

は 0 を取るダミー変数である。分析対象を 2011 年以前から特例子会社を保有する企

業に絞ることで外生変数として扱う。 

 
7 実際のルールに基づき、小数点以下を切り捨てた整数を算出している。 

 
8 Earnings Before Interest and Taxes の略で、「金利前税引前利益」などと訳される。「EBIT＝ 

税引前当期純利益＋支払利息－受取利息」で表される。 

𝑃𝑃it = α+ 𝜎𝜎𝑌𝑌�it + 𝛾𝛾𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 + μi + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖・・・（３） 第 2 段階 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 = α+ 𝛽𝛽1𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷i𝑖𝑖 + Xi𝑖𝑖′ 𝛾𝛾 + 𝛽𝛽2𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖・・・（２） 第 1 段階 
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第 2 節 データ 

障害者雇用に関するデータとして、本稿では、毎年度 6 月に報告される東京労働

局の 2011 年～2017 年の「障害者雇用状況報告」を使用する。本データは、筆者の所

属する株式会社 LITALICO が情報公開請求より入手したものを、関係者の許可を得て

利用する。2018 年の集計によると、東京都の企業数は全国 100,586 社のうち 20,843

社と最も多く、2 番目に多い大阪府の 8,152 社の倍以上の企業が存在している。ま

た、2017 年 6 月時点では、全国の特例子会社 464 社のうち 143 社（30.8％）が所在

しており、特例子会社の影響を検証する上でも適切な地域といえる。これらの理由に

より、政策の効果を図る上で十分な企業数がある東京都を分析の対象とした。なお、

本稿では全産業を対象に分析を行う。 

 企業の財務データは企業データベース「Orbis」に基づいており、本稿では、東京

都に所在する上場企業のデータを利用する。なお、Orbis には、営業利益ではなく

EBIT のデータが収録されているため、分析には EBIT を使用する。EBIT は企業の収

益力を比較する上で好ましい財務指標とされており、2017 年に国際会計基準審議会

（IASB）は、財務諸表の表示について営業利益ではなく EBIT の使用について検討を

行っている。そのため、障害者雇用が企業業績に与える影響を分析する本研究に用い

ることに特段の問題はないと判断される。 

 表３は、推定モデル（１）で用いる各変数の記述統計量を示す。「100 人超～200 人

以下」は政策変更対象となる企業を表す。「2015 年以降ダミー」は、政策変更前と後

でのダミー変数である。政策対象群は、「100 超～200 人以下」×「2015 年以降ダミ

ー」企業を指す。特例子会社ダミーは、特例子会社を 2011 年以前から保有する企業

を示す。 
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 表４は、推定モデル（２）および（３）で用いる各変数の記述統計量を示す。障害

者計は、実際の集計データである。法定障害者雇用数は、法定労働者数に雇用率を掛

け合わせ算出した雇用義務のある障害数（整数）を表す。 

 

 
 

 

第４章 実証分析の結果  

第 1 節 推定結果 

 

 推定モデル（１）の推定結果については、表５に示す。 

 

表３　推定モデル（１）の記述統計量

観測数 平均 標準偏差 最小値 最大値

実雇用率 34,508 1.41 1.26 0 55.47

100人超～200人以下 34,508 0.41 0.49 0 1

2015年以降ダミー 34,508 0.61 0.49 0 1

100人超～200人以下*
2015年以降ダミー

34,508 0.25 0.43 0 1

法定労働者数 34,508 879.18 3161.55 100.5 84865.5

特例子会社ダミー 34,508 0.02 0.13 0 1

表４　推定モデル（２）（３）の記述統計量

観測数 平均 標準偏差 最小値 最大値

売上高営業利益率（EBIT率） 3,402 0.05 0.10 -1.32 0.78

障害者計 3,402 19.33 36.91 0 469

法定障害者雇用数 3,402 21.29 36.04 1 439

法定労働者数 3,402 1119.54 1845.91 50 21990

法定労働者数2乗 3,402 4659751.00 24800000.00 2500 484000000

2011年度ダミー 3,402 0.14 0.35 0 1

2012年度ダミー 3,402 0.14 0.35 0 1

2013年度ダミー 3,402 0.14 0.35 0 1

2014年度ダミー 3,402 0.14 0.35 0 1

2015年度ダミー 3,402 0.14 0.35 0 1

2016年度ダミー 3,402 0.14 0.35 0 1

2017年度ダミー 3,402 0.14 0.35 0 1
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先に述べたとおり、政策変更前後のトリートメントグループ固有の変化を表すσが、

DID 推定による政策効果を表す。その結果は 0.0371 で、5％水準で統計的に有意であ

る。このことは、100 人超～200 人以下の企業では、2015 年の政策変更以後に障害者

実雇用率が 0.0371％ポイント増加したことを示す。特例子会社ダミーの係数は 0.3529

で、10％水準で統計的に有意である。 

ところで、2018 年において、障害者雇用数と障害者雇用率が他業界と比べて高い上

位 3 業界をみると、雇用数については、1 位製造業（144,074.5 人）、2 位卸売業・小売

業（79,198.5 人）、3 位医療・福祉業（73,587 人）となっている。また、雇用率では、

1 位医療・福祉業（2.57％）、2 位生活関連サービス・娯楽業（2.23％）、3 位電気・ガ

ス・熱供給・水道業（2.18％）となっている。そこで、各業界別にも推定を行ったとこ

ろ、DID 推定量は、製造業のみ 0.1035 で 5％水準で統計的に有意な結果であった。 

 

次に、推定モデル（３）の推定結果を以下の表６に示す。 

 

表５　推定結果（１）

全産業 製造 卸売・小売 医療・福祉 生活関連サービス・娯楽 電気・ガス・熱供給・水道

100人超～200人以下   -0.5473***

(0.0344)

2015年以降    0.1217***

(0.0068)

100人超～200人以下
　×2015年以降

  0.0371**   0.1035** 0.0428 -0.1665 0.1275 -0.5307

(0.0183) (0.0438) (0.0412) (0.1151) (0.1231) (0.3751)

法定労働者数 　0.0000*  

(0.0000)

特例子会社ダミー    0.3529*   

(0.0520)

定数項 1.5212

(0.0166)

観測数 34,508 6,815 6,923 1,468 793 105

決定係数 0.0557 0.058 0.0424 0.0042 0.0253 0.1622

注１：（　）内は、頑健標準誤差を表す。

注２：***は1％、**は5％、*は10％で有意であることを表す。

障害者実雇用率
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まず全産業の（単純な）固定効果モデルの推定結果をみると、障害者雇用数の係数

に関しては統計的に有意な結果は得られなかった。法定労働者数（企業規模）の係数

は負であり、1％水準で統計的に有意であるが、係数の大きさは限りなく 0 に近い値で

あった。固定効果操作変数法の推定においても同様の結果であり、障害者雇用数と売

上高営業利益率（EBIT 率）の間には、統計的に有意な関係性はみられなかった。 

 次にサンプルサイズは小さいが、参考までに、特例子会社のある企業についての推

定結果をみてみる。固定効果モデルにおいては、障害者雇用数と売上高営業利益率

（EBIT 率）の関係性において-0.0013 で 1％有意の結果となった。また、法定労働者数

は統計的に有意ではない。一方、固定効果操作変数法の推定結果においては、障害者

雇用数の係数は正となるが統計的に有意ではない。推定モデル（１）の場合と同様に、

業界別に実証分析を試みたが、どの業界においても障害者雇用数と売上高営業利益率

（EBIT 率）の間に統計的に有意な関係はみられなかった。 

 

表６　推定結果（３）

FE FEIV FE FEIV

障害者雇用数 -0.0001 0.0002 -0.0013* 0.0016

(0.0002) (0.0003) (0.0008) (0.0020)

法定労働者数   -0.0000***   -0.0000*** -0.0000 -0.0000

(0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000)

定数項    0.0668***    0.0685***   0.1812***  0.1333*

(0.0064) (0.0066) (0.0520) (0.0710)

第1段階のF値 1128.90 39.28

Hausman 0.0239 0.0582

観測数 3,402 3,402 42 42

決定係数 0.0156 0.150 0.4721 0.1721

注１：（　）内は、標準誤差を表す。

注２：***は1％、**は5％、*は10％で有意であることを表す。

注３：FEは固定効果モデル、FEIVは固定効果操作変数法を表す。

注４：Fは第1段階での操作変数の強弱をテストするF統計量である。

注５：HausmanはHausman検定の統計量を表す。

全産業 全産業（特例子あり）

売上高営業利益率（EBIT率）
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第 2 節 考察 

 推定モデル（１）では、2015 年の政策変更後において、100 人超～200 人以下の企

業において障害者実雇用率が増加したことが示された。これにより、納付金・調整金

制度によって、これまで自社で障害者を雇ってこなかった 100～200 人の企業にイン

センティブが生じ、障害者雇用を促進したとする仮説が支持された。 

差別禁止アプローチと雇用割当アプローチの両方において、企業は障害者雇用へ

の働きかけを受けている。企業自身としても、社会規範に則り、また法令遵守の側面

から障害者雇用を進めているものと思われる。今回は、それらに加え、納付金・調整

金制度という金銭的なインセンティブ政策が効果を発揮していることがわかった。こ

れまでは、自社で障害者を雇用していなかった企業や雇用はしているが法定雇用率が

未達成だった企業も、納付金を支払うとなると、仮に 1 人不足しただけで、月 4 万円

×12 か月＝年間 48 万円もの支出となる。損金として 48 万円が計上されることは企

業活動にとって少なくないインパクトを与えているといえよう。反対にプラスに転じ

る調整金を受けとることもでき、仮に 1 人超過すると、2 万 7 千円×12 か月=32 万４

千円の給付を受けられる。納付金・調整金制度が機能したことで、集計データで確認

したように 100～300 人未満企業の自社で雇用している障害者が 0 人の企業割合が大

きく 20.9％も減少し、政策変更前後において 0.30 の平均実雇用率の差が実現したも

のといえるだろう。特に企業規模や売上高、利益額などが大企業よりも少ない中小企

業にとっては、納付金・調整金制度の効果があるといえるだろう。政策変更後におい

て障害者実雇用率が増加しているということは、納付金・調整金制度は、企業が障害

者雇用を実施するための意思決定に影響を及ぼしている政策といえる。 

製造業のみ 5％有意の結果でたことについての解釈であるが、製造業は、これまで

障害者雇用数の規模として全業界の中でも貢献度は大きい。厚生労働省「平成 23 年

障害者雇用状況の集計結果」によると、製造業の実雇用率は、2000 年以降、常に全

業界で 5 位以内を維持している。2011 年には約 11.6 万人を雇用しており、2011 年～

2018 年通じて雇用数は 1 位である。これまでの障害者雇用の経験の蓄積から、障害

者雇用に対する政策変更に柔軟に対応できたものといえよう。 

 推定モデル（３）においては、障害者雇用と企業業績との関係性を実証分析した。

結果としては、特に両者の関に統計的に有意な関係はみられなかった。特例子会社の

ある企業に限定した場合、サンプルサイズは小さいものの、固定効果モデルでは
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10％水準で統計的に有意に負であったが、固定効果操作変数法の推定結果では、統計

的に有意ではなかった。この結果からは、障害者の割当雇用制度は、企業業績に影響

を与えているとはいえないことがわかった。少なくとも、障害者雇用を進めることに

よって、業績の変動に結びつくとは考えにくいと理解できる。業績悪化につながらな

いように、障害者自身の生産性向上の努力に加えて、企業内における合理的配慮の提

供や配置転換、または外部支援機関の介入、各種助成金の活用など、障害者社員を戦

力化するための様々な工夫がなされているものと思われる。 

企業業績データの制約上、分析の主な対象は上場企業である。上場企業中心に特

例子会社設立が続いている。特例子会社を保有する企業においては、特例子会社内に

おいて生産性向上やコスト対象とならないような事業の工夫をしている可能性も考え

られる。本体企業の事業から距離を持たせることで、本体の業績への影響を少なくで

きているともいえる。親会社のサポート子会社として機能することで、間接的な業績

貢献を実現させているといえよう。 

 

 

第５章 結論 

 本稿では、障害者数や障害者雇用数の増加を受けて、法改正がなされていることを

確認したうえで、納付金・調整金の対象企業の変更の政策効果と、障害者雇用と企業

業績の関係について実証分析を行った。 

 2015 年に、納付金・調整金対象企業が、「200 人を超える」から「100 人を超え

る」に政策変更された。この政策変更以後に、100 人超～200 人企業のカテゴリにお

いて、障害者雇用率が上昇したことが明らかとなった。障害者雇用と企業業績との関

係を検証した結果、明確な関連性は確認できず、障害者雇用が企業の業績変動に影響

を与えているとはいえないことが判明した。 

 もちろん、本稿に残された課題はある。第 1 に、分析対象が東京に所在する企業に

限定されており、全国的な政策の影響を検討できていない。第 2 に、企業業績の分析

は上場企業が中心となっており、非上場企業の業績への影響が分析できていない。最

後に、法定雇用率を達成している企業と達成していない企業、自社で障害者雇用を行

っていない企業、企業規模の違いなど企業特性の違いによって、政策効果や企業業績

への影響に差はあるのかといったことが未だ不明である。これらは今後の研究テーマ
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として残された分析課題である。 

 

 

おわりに 

2021 年 4 月までに、法定雇用率が 2.3％に上昇することが決まっているが、未だ法

定雇用率を達成している企業は 50％に満たない。また、本文で繰り返し述べてきた

ように、大企業と中小企業では、障害者を雇っていない割合に大きな格差がある。法

定雇用率の上昇は、量的な拡大を実現するものではある。働くことを希望する障害者

数が増える中で必要な政策といえる。しかし、企業の雇用状況の詳細をみていくと、

企業規模毎に障害者雇用の実情に差があることがわかっている。質的な障害者雇用の

実現には、企業規模毎に雇用促進政策を整えることが必要になってきているとはいえ

ないだろうか。 

中小企業の特徴としては、障害者雇用を行っていない企業が多く、特例子会社を

設立する体力を有していない。本稿の成果として、納付金・調整金制度には、政策効

果があることがわかった。1 人を雇用することの影響が大企業よりも大きいと考えら

れる。金銭的インセンティブを高める方向性を持たせると同時に、カウント制度の見

直しを行い中小企業においては短時間労働者も 1 カウントとみなすことなど柔軟な政

策変更がまたれる。 

大企業においては、すでに特例子会社を中心とした障害者雇用の実現は浸透して

いる。今後は、量的な雇用の実現だけでなく、職場定着率を高める仕組みや、障害者

が職場に必要な人材としてより活躍していけるような質的な政策が求められる。ま

た、十分な障害者雇用の経験と実績のある企業のノウハウを法定雇用率未達成企業や

中小企業に広めていくことなども重要と思われる。 
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