
 

 

KEIO UNIVERSITY 
MARKET QUALITY RESEARCH PROJECT 
(A 21st Century Center of Excellence Project) 

        

KUMQRP DISCUSSION PAPER SERIES 

 

 

DP2005-020 
 

 

配偶者特別控除の廃止は有配偶女性の 
労働供給を促進したか 

  

  

 
 

 

 

坂 田  圭 * 
C. R. McKenzie** 

 

 
 

要旨 

 

2003 年 3 月に所得税法等の一部が改正され、2004 年分の所得税から、
配偶者特別控除の上乗せ部分(最高 38 万円)の廃止が決まった。本章では配
偶者特別控除の部分的廃止が有配偶女性の労働供給に与えた影響に関して

実証分析を実施した。上乗せ部分の廃止は所得効果と考えられ、有配偶女

性の労働供給を増加させると考えられる。 
本章では就業選択と労働時間の 2 つの視点に関して分析した。使用したデ
ータは 2004 年度および 2005 年度「慶應義塾家計パネル調査 (Keio 
Household Panel Survey)」の個票データである。様々な control groupと
treatment groupの組み合わせで分析を実施したが、実証分析の結果、配偶
者特別控除の上乗せ部分の廃止は女性の就業選択には影響をあたえなかっ

たが、労働時間には若干の影響を与えたことがわかった。 
 

*  立命館大学経済学部助教授 
** 慶應義塾大学経済学部教授 
 

Graduate School of Economics and Graduate School of Business and Commerce,  
Keio University 

2-15-45 Mita, Minato-ku, Tokyo 108-8345, Japan 



 1

配偶者特別控除の廃止は有配偶女性の労働供給を促進したか 
 
 

坂田 圭 
C. R. McKenzie 

 
要約 

2003 年 3 月に所得税法等の一部が改正され、2004 年分の所得税から、配偶者特別控除

の上乗せ部分(最高 38 万円)の廃止が決まった。本章では配偶者特別控除の部分的廃止が有

配偶女性の労働供給に与えた影響に関して実証分析を実施した。上乗せ部分の廃止は所得

効果と考えられ、有配偶女性の労働供給を増加させると考えられる。 
本章では就業選択と労働時間の 2 つの視点に関して分析した。使用したデータは 2004 年

度および 2005 年度「慶應義塾家計パネル調査 (Keio Household Panel Survey)」の個票デ

ータである。様々な control group と treatment group の組み合わせで分析を実施したが、

実証分析の結果、配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止は女性の就業選択には影響をあたえ

なかったが、労働時間には若干の影響を与えたことがわかった。 
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第 1 節 はじめに 
 

2003 年 3 月、所得税法等の一部が改正され、2004 年分の所得税から、配偶者特別控除

のうち、配偶者控除に上乗せして適用される部分(最高 38 万円)を廃止することが決まった。

配偶者控除や配偶者特別控除は、妻が就業していない専業主婦世帯に対しての生活費補助

目的や、家計を支える妻の家事労働に対して正当な評価をすべきだとの観点から制度が導

入され維持されてきた。しかし、日本における財政悪化は深刻なうえ、日本の所得税は先

進各国と比べ、非常に低い水準であること、配偶者特別控除が「就業の選択に対して中立

的でない」という批判などから廃止されることになった。はたして、配偶者特別控除の部

分的廃止は女性の労働供給にどのような影響を与えたのだろうか。本章の目的は、「慶應義

塾家計パネル調査 (Keio Household Panel Survey)」 を用い、配偶者特別控除の部分的廃

止が女性の労働供給に与えた影響に関して実証分析を実施することにある。 
税制や社会保障制度が女性の労働供給行動にどのような影響を与えているかに関して、

数多くの研究がある。80 年代以降、欧米では様々な税制改革が実施されてきた。アメリカ

における EITC (Earned Income Tax Credits)、イギリスにおける WFTC (Working Family 
Tax Credit)は、貧困層をターゲットにして税額控除(tax credit)の導入を図っている。これ

らの税制改革が労働供給に与えた効果を検証する研究がなされてきている (Blundell and 
Macurdy, 1999).  
たとえばアメリカでは 1986 年に子供を持つ独身女性（シングルマザー）に対して EITC

を拡大した。Eissa and Liebman (1996) はこの税制改正に着眼し、労働供給の変化を差分

の差分（DD 法）で分析した。1986 年の改定では子供を持つ独身女性のみが控除拡大の対

象であった。Eissa and Liebman (1996)は子供のいない独身女性を control group に、子供

を持つ独身女性を treatment group と位置づけて DD 法で分析した結果、EITC 拡大は子供

を持つ独身女性の労働供給を増加させたと結論付けている。  
Blundell et. al. (1998) は 80 年代のイギリスにおける税制改革が有配偶女性の労働供給

にどのような影響を与えたのか、実証分析を行っている。Blundell et. al. (1998) は、就業

する夫をもつ女性に焦点をあて、労働供給の時系列的な変化を出生年や教育水準によって

グループ化し分析している。その結果、比較的小さくない正の賃金弾力性と、子供を女性

に負の所得効果があることを示した。 
日本でも税制や社会保障制度は女性の労働供給に大きな影響を与えていることが知られ

ている。安部・大竹(1995)は有配偶パート女性労働者の年間所得分布を調べ、分布が最低課

税収入レベル（100 万円付近）で集中していることを指摘している。この傾向は独身女性に

比べ有配偶女性に顕著であり、課税されるのを避けるため収入調整している現状がうかが

える。樋口(1995)は専業主婦優遇政策の公平性に疑問を呈し、本来の制度の目的である低所

得者保護に適ったものか検証している。有配偶パート女性労働者がどの程度収入調整して

いるのか分析した結果、35.6% の有配偶パート女性労働者が収入を調整しており、その年
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間労働時間は収入調整をしていない女性に比べ 24.8%も短いことを示している。さらに、

夫の収入が高い世帯のほうが配偶者控除と配偶者特別控除の双方を受けている傾向にある

と指摘する。配偶者控除や配偶者特別控除が制度本来の目的と矛盾し所得の高い世帯を優

遇していることがわかる。小原(2001) も樋口(1995)と同様に、所得の高い夫を持つ妻のほ

うが配偶者控除や配偶者特別控除を受けるため、収入調整をする傾向にあることを指摘し

た。 
また、健康保険や厚生年金なども有配偶女性の労働供給に影響を与えている。安部（1999）

は 1990 年、1995 年の『パートタイム労働者総合実態調査』の個票データを用い、パート

労働者の社会保険（健康保険・厚生年金）の加入状況に関して分析している。有配偶女性

は未婚女性に比べて社会保険に加入する割合が低く、労働時間が長くなると有配偶、未婚

を問わず加入割合が上昇することを示す。さらに、前年の年収が扶養基準額未満の女性で

は、有配偶女性のほうが未婚女性より大幅に加入割合が低いが、前年の年収が扶養基準額

以上の女性では有配偶女性のほうが未婚女性より加入割合が高くなることを指摘する。 
先行研究の結果を見る限り、有配偶女性が様々な制度の恩恵を受けるために収入調整を

行っている現状がうかがえる。一方で、赤林(2003) はシミュレーションの結果から第三号

国民年金のみを廃止した場合、有配偶女性の労働供給は 0.4%しか増加せず、配偶者控除の

みを廃止した場合でおよそ 2％、第三号国民年金と配偶者控除の両方を廃止したとしても有

配偶女性の労働供給は 3％程度しか増加せず、これらの制度廃止は労働供給にほとんど影響

を与えないとしている。反対に、永瀬・縄田(2005)のシミュレーション結果によれば、配偶

者控除と配偶者特別控除の全てを廃止した場合、現在年間労働時間が 1100 時間以上の有配

偶女性の労働供給を大きく増加させるという。はたして配偶者控除や配偶者特別控除の廃

止はどの程度有配偶女性の労働供給に影響を与えるのであろうか。 
今までのところ2004年の配偶者特別控除廃止が有配偶女性の労働供給に与えた影響を直

接的に分析した実証研究はまだない。本章では 2004 年に廃止された配偶者特別控除の部分

的廃止が有配偶女性の労働供給に与えた影響に関して DD 法を用いて分析を行う。本章の

構成は以下の通りである。第二節では配偶者控除や配偶者特別控除がいかなるものか解説

する。第三節では分析手法に関して、第四節では使用したデータに関して説明する。第五

節では推定結果を報告し、議論する。第六節で結論と政策的インプリケーションに関して

述べる。 
 
第 2 節 配偶者控除・配偶者特別控除 
 
配偶者控除や配偶者特別控除による合計控除額は納税者本人と配偶者の給与収入に依存

する。本章では納税者本人が夫で配偶者が妻のケースを想定している。もちろん、納税者

本人が妻の場合でも、妻は同様に配偶者控除、配偶者特別控除を受けられる。しかし、そ

のようなケースは稀であるため、本章では納税者本人が夫で配偶者が妻のケースを想定し
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て議論を進める。 
配偶者控除は自営業世帯とのバランスから、サラリーマン世帯の妻に対しても家庭内労

働を評価すべきであるとの気運が高まり、1961 年に導入された。配偶者控除の導入によっ

て「内助の功」を評価し、専業主婦世帯の税負担は軽減された。しかしその反面、いわゆ

る「収入の壁」問題が発生した。妻の収入が一定額を超えてしまうと本人の収入に課税さ

れるだけでなく、配偶者控除が認められなくなる。このため、妻の収入が限度額を超える

と、税引き前の収入は増加したとしても、税引き後の夫婦の合計所得は減少してしまう。

その結果、夫婦の税引き後の合計所得が減少しないよう、妻の収入を限度額の範囲内に抑

えるよう労働時間を調整する「収入の壁」問題が表層化した。 
こうした問題に対して、旧大蔵省は 1987 年に配偶者特別控除を創設した。図 2－1 には

2004 年に配偶者特別控除が部分的に廃止される以前の制度の様子が描かれている。配偶者

特別控除(b)の導入によって、限度額を超えても控除額が即座に消滅してしまうのではなく、

段階的に減額されるようになった。これによって｢収入の壁｣の問題は解消された。また、

消費税の導入による不満を緩和するために、減税効果のため配偶者特別控除(a)の上乗せ部

分も付け加えられた（樋口、1995）。 
配偶者控除や配偶者特別控除から直接恩恵を受けるのは納税者本人である。納税者本人

の給与収入が 1000 万円以下で、配偶者の給与収入が一定額以下なら配偶者控除や配偶者特

別控除が受けられる。図 2－1 にあるような 2003 年の制度では、妻の給与収入が 70 万円未

満ならば、合計 76 万円(38 万円の配偶者控除と 38 万円の配偶者特別控除(a))の控除が受け

られた。妻の給与収入が 70 万円を超えると配偶者特別控除(a)は段階的に減額され、103 万

円で控除額は 0 円になる。また、妻の給与収入が 103 万円を超えると配偶者控除も消滅す

る。しかし、妻の給与収入が 103 万円を超えても、妻の給与収入に応じて 141 万円まで段

階的に配偶者特別控除(b)が適用される。 
妻の給与収入に課税される所得税や住民税、健康保険や厚生年金といった社会保険料負

担、夫の勤め先の配偶者手当なども妻の給与収入を調整する上で重要な要素である。妻の

給与収入が 100 万円を超えると妻の給与収入は住民税の対象となり、103 万円を超えると

所得税が課税される。さらに、企業が支給する配偶者手当も税制と整合的になるよう、妻

の給与収入により支給制限を設けているケースが多い（永瀬 2001）。また、妻の年収が

130 万円を超えると健康保険と厚生年金の保険料を負担しなければならない。既に述べたと

おり、このような制度を前提に有配偶女性の多くが 100 万円付近で収入を調整しているこ

とが先行研究より示されてきた。 
2003 年の制度改正では配偶者控除の上乗せ部分である図 2-1 の配偶者特別控除(a)が廃止

され 2004 年に施行された。この廃止によって世帯の所得は減少することになり、所得減少

分の大きさは夫の限界税率に依存する。配偶者特別控除を最大の 38 万円受けていた場合、

夫の限界税率が 10%で 3.8 万円、限界税率が 20%で 7.6 万円の所得の減少になる。 
この税制変更によって、配偶者特別控除(a)が減額されないよう給与収入を 70 万円あたり
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で調整を行っていた有配偶女性の労働供給に影響が生じると理論的に考えられる。すなわ

ち、控除額減少による所得効果が発生し、労働供給を増加させると考えられる。それまで

就業していなかった専業主婦が所得減少を補うために就労する可能性や、労働時間を増加

させる可能性がある。以下の節では配偶者特別控除の廃止がどの程度有配偶女性の労働供

給に影響を与えたのか、実証分析により検証することにしたい。 
 
第 3 節 分析手法 
 
 本章では Eissa and Liebman (1996)の手法を用いて分析を進める。Eissa and Liebman 
(1996)では税制改革が女性の労働供給に与えた影響を分析するために、労働力参加率と労働

時間に関してそれぞれ DD 法で分析を行っている。DD 法を用いる場合、政策変更の影響を

受けた treatment group と、政策変更の影響を受けない control group をいかに定義するか

が重要になる。このとき control groupには単に政策変更の影響を受けていないだけでなく、

treatment groupと似た属性を持つグループが望まれる。本章で用いた treatment group と
control group の定義は、使用したデータの問題点を踏まえ、次節で詳細に記述する。 
本章では有配偶女性の就労選択に関する分析と、労働時間に関する分析を実施している。

就労選択に関して以下のプロビット・モデルを定義する。 

)),04(04()1( 210 tiptpipitppit yeartreatyeartreatlfpP ×+++Χ+Φ== γγγβα  (3-1) 

 

itlfp は、分析対象が就労しているならば 1、就労していないならば 0 とするダミー変数であ

る。就労の状況に関しては、 itreat と tyear04 はそれぞれ treatment group ダミーと 2004
年を 1 とする年次ダミーである。 itX はその他の説明変数ベクトルを表している。一般に女

性の労働供給に影響を与えると考えられる、学歴ダミー、年齢、年齢 2 乗項、親との同居

ダミー、夫の収入、妻の勤労所得以外の収入、家族人数（本人を除く）、未就学児童数が含

まれている。また、地域の雇用情勢や特性をコントロールするために、7 地域ブロック・ダ

ミー（北海道、東北、中部、近畿、中国、四国、九州の 7 地域で関東がレファレンス）、都

道府県の失業率、２市群規模ダミー（14 大都市ダミーとその他の市のダミーで町村がレフ

ァレンス）が加えられている。 

検定の対象となるパラメーターは itreat と tyear04 の交差項の係数 2pγ である。配偶者特

別控除の部分的な廃止により、70 万円付近で収入調整していた有配偶女性は労働供給を増

加させると考えられる。また、控除廃止の課税増による所得効果により、労働供給を増加

させると考えられる。 2pγ の期待される treatment 効果は正である。地域失業率、地域ダミ

ーは地域の異なる雇用環境やマクロ経済の状態を捉えようする。 
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 次に有配偶女性の労働時間選択に関して以下のように定式化する。 

ittihthihithhit yeartreatyeartreatHW εγγγβα +×+++Χ+= )04(04 210 , (3-2) 

 

itHW は平均週間労働時間を表している。（3-2）式を推定するにあたって分析対象を 2004
年度の調査の週間労働時間が 35 時間未満のパート労働者に限定している。フルタイム労働

者は、税制変更があったとしても労働時間を調整することが困難であることが予想される。

これに対し、パート労働者は、相対的に労働時間調整が容易であると考えられるためであ

る。説明変数の定義は（3-1）式と同じである。（3-2）式でも 2hγ の期待される符号は正で

ある。 
 
第4節 データ 
 
 分析には第 1 波である 2004 年度および第 2 波である 2005 年度の「慶應義塾家計パネル

調査 (Keio Household Panel Survey)」を使用した。KHPS は毎年 1 月から 3 月に実施さ

れ、層化 2 段無作為抽出法によって抽出された満 20 歳から 69 歳までの男女 4000 人、お

よびその配偶者から回答を得ている。第 1 波では 4005 世帯から回答を得た。第 2 波の磨耗

率（attrition rate）は 17.3%である（詳しくは本書第 1 章、第 2 章を参照されたい）。 
(3‐1)式の従属変数である就労選択には、KHPS2004 では「昨年 1 年間(1 月～12 月)に

主に仕事をしていた期間はありますか」という問を利用した。ここで、仕事をしていた期

間のある人を 1 とし、仕事をしていた期間が全くない人を 0 とするダミー変数を作成した。

KHPS2004 では「昨年 1 年間(1 月～12 月)に主に仕事をしていた期間はありますか」とい

う問を利用した。KHPS2005 では「昨年 1 年間（1 月－12 月）の就業状況について、あて

はまるものすべてに○をお付け下さい」という問いを利用し、「1 年間ずっと仕事していた」

と「1 年間、仕事は全くしなかった」と回答した人をそれぞれ 1 と 0 とし、一年間のある期

間のみ、仕事をした人をピックアップするために、「主に仕事していた月は」という問いを

利用し、仕事をした月が 1 ヶ月以上であれば 1 とした。その結果、KHPS2004 と KHPS2005
の質問項目の差によって「仕事を全くしていない」と回答した割合が減った可能性がある。

このため、次節で解説するように、就業率が KHPS2005 で大きく上昇したと考えられる。 
労働時間に関しては、平均週間労働時間（残業を含む）を利用した。しかし、平均週間

労働時間に関する設問において、KHPS2004（又は KHPS2005）では質問項目が「過去 1
年間に関して」という特定をしていなかったために、回答者が 2004 年度調査を受け取った

時点までの平均週間労働時間、つまり税制変更後の 1 月から 3 月までの平均週間労働時間

に関して回答した可能性がある。本章では税制変更前の 2003年の就労状態と変更後の 2004
年の就労状態の比較に焦点をあてているため、回答者が 2004 年度 1 月から 3 月の平均週間

労働時間を回答していたとすれば、税制変更後のデータ比較になるため差分の差分分析が
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できない。 
 KHPS2004 の平均週間労働時間に内在する問題に対して、本章では回答者が税制変更を

把握していたか否かの情報を使用する。KHPS2004 には「今年から配偶者特別控除が廃止

されたのをご存知でしたか」という設問がある。この情報を利用することによって、回答

者が 2004 年の労働時間を回答していたとしても、差分の差分分析が可能であると考えられ

る。つまり、KHPS2004 で配偶者特別控除の廃止を把握していないならば、税制変更によ

る労働時間の調整を行っていないため、税制変更の影響を受けていないと仮定できる。ま

た、この設問によって翌年の KHPS2005 では税制変更を知っているはずであり、就労行動

に影響が生じたかどうかを検証できると考えられる。 
 さらに、税制変更の知識に関する情報を利用するもうひとつ利点は、家計が動学的に行

動していた場合でも差分の差分分析が可能な点である。もし人々が動学的に行動していた

とするなら、国会で配偶者特別控除の部分的廃止が決定した 2003 年 3 月時点で、2004 年

の制度廃止を待たずして、人々は将来の所得減少を予測し行動を変更している可能性があ

る。この場合、KHPS2004 で 2003 年の就労行動を把握していたとしても、行動修正後の

就労行動比較になるために、差分の差分分析ができない。この点に関しても、もし人々が

税制変更を把握していなければ、行動に影響がないと言える。 
 税制変更の知識に関する情報を利用することによって、標準的な DD 法とは treatment 
group と control group の位置づけが若干異なることに注意が必要である。表 4－1 にはそ

れらの違いが要約されている。標準的な DD 法では、control group は t-1 期と t 期におい

て税制変更の影響を受けていない。対照的に、KHPS2004 の「配偶者特別控除の廃止を知

っていたか」の情報を使った場合、t-1 期と t 期の両方で control group は税制変更の影響

を受けている。2 期とも税制変更の影響を受けている control group に対して、t-1 期では

税制変更に気づいていなかった treatment group が、t 期に気づき税制変更の影響を受け、

行動を修正すると考えられるため差分の差分分析ができる。 
以上の問題点を考慮し、(3-1)式、(3-2)式を推定するために、treatment group と control 

group を表 4－2 のように定義する。就業選択に関する(3-1)式による分析には、4 つの定義

を用いた。まず、グループ 1 では有配偶者を treatment group とし、配偶者控除に関係の

ない無配偶者を control group と定義した。次に、グループ 2 では有配偶者の中でも、夫の

直面する限界税率によって税制変更の影響が異なると考えられるため、夫の限界税率(夫の

所得)によってサブ・サンプルに分け、無配偶者と比較した。限界税率が高いほど所得の減

少額が大きいため、夫の所得の高いグループ（夫の限界税率 0.2）を treatment group に、

低いグループ(夫の限界税率 0.1)を control group にして分析した。本来は夫の限界税率が

0.3 の女性と夫の限界税率が 0.1 の女性を比較すべきだが、限界税率が 0.3 の夫を持つ女性

が少ないため、ここでは使用していない。最後に、有配偶者を treatment group、夫の限界

税率が 0 の有配偶者を control group に指定して分析した。有配偶者に関しては夫の給与所

得が 1000 万円未満のデータを使用している。一方、夫の限界税率が 0 の場合、配偶者控除
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が受けられないために、このグループを control group に定義している。 
 (3-2)式における労働時間の分析では 3 つのグループを使用している。第一に就業選択の

分析と同じく、有配偶者と無配偶者の分析グループを使用する。第二に平均週間労働時間

に関するデータの問題点を克服するために、有配偶者のうち税制変更を知らなかった者だ

けを treatment group に無配偶者を control group にして分析した。つまり、たとえ回答者

が 2004 年の調査時点までの平均労働時間を答えたとしても、税制変更を知らなければ労働

供給の調整を行っていなかったと仮定している。同様に、第 3 番目のグループに関しても

税制変更を知っていたか否かの情報を使用し、有配偶者で税制変更を知らなかったグルー

プを treatment group に定義し、翌年調査時点には変更に気づいて調整を行ったと仮定し

ている。有配偶者で知っていたグループを control group にして分析した。推定に使用した

データの記述統計は表 4－3 にまとめた。サンプル数は 3486 である。「平均週間労働時間」

と「その他の収入」に関しては、労働時間の分析で用いたサンプル 733 の記述統計を報告

している。 
 
第5節 分析結果 
 
分析では有配偶女性のデータに関して、配偶者控除、配偶者特別控除が受けることので

きる家計にサンプルを限定するため、2003 年時点の夫の給与所得が 1000 万円未満のサン

プルを使用した。また、労働力率の低い高齢層の女性を除き、65 歳以下の女性のデータを

使用している。 
 

5－1. 就業選択 
 
表 5－1 には就業選択に関して個人属性をコントロールしない単純な DD 法の結果を報告

している。結果は差分の差分が 0.05 で 10%の有意水準で統計的に有意である。しかし、サ

ンプルの就業率が異常に高い。理由のひとつとしてサンプルが 20 歳以上 65 歳以下に限定

されているため、高い就業率になったと考えられるが、『労働力調査』を用いて同じような

サンプルで計算しても KHPS のほうが、就業率が高く表れている。表 5－2 には 2003 年(平
成 15 年)、2004 年(平成 16 年)の『労働力調査』より、20 歳以上 65 歳未満に限定し、女性

の就業率および労働力率を未婚、有配偶、死別・離婚という 3 つのグループに分けて計算

した結果を報告している。『労働力調査』を用いてサンプルの年齢を限定したとしても、

KHPS のほうが高い就業率を示している。『労働力調査』の未婚者の労働力率、就業率は 2
年間でほぼ変化がなく、それぞれ約 81%、75%である。一方、KHPS の無配偶者就業率は

2003 年では 89%、2004 年で 93%と『労働力調査』よりも高く、2004 年に大きく上昇して

いる。有配偶女性に関しても『労働力調査』では 2 年間で変化がなく、それぞれ約 57%に

対して、KHPS では 2003 年で 64%、2004 年で 73%と非常に高い値を示し、2 年間で大き
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く変化している。 
2 期間での就業率の上昇は KHPS2004 と KHPS2005 で質問形式が変わったことが主な

原因であると考えられる。質問形式の変更によって「仕事を全くしなかった」と回答した

人が減ったため、就業率が上昇した可能性がある。さらに、KHPS で就業率が上昇する原

因として、就業率の定義が影響していると考えられる。ここで使用した就業率は、サンプ

ルを 20 歳以上 65 歳以下に限定したうえで、分子を「昨年 1 年間に仕事をした期間のある

人」とし、「昨年 1 年間仕事をした期間のある人」と「昨年 1 年間仕事を全くしなかった」

の合計を分母として計算している。サンプルを限定しないで、設問に回答しなかった女性

も含んだサンプル全体を分母に用いて計算した場合、有配偶女性の就業率は 2003 年で

57.9%、2004 年で 59.6%になり、無配偶女性の就業率は 2003 年で 79.4%、2004 年で 80.8%
となった。この方法で計算した場合、『労働力調査』よりも高い就業率ではあるが、2 年間

で就業率はあまり上昇していない。2 期間での就業率の上昇は KHPS2004 と KHPS2005
で質問形式が変わったことに加え、就業率の計算方法が影響していると考えられる。本章

でのデータ加工によって、KHPS では就業率が高く、2 年間で大きく就業率が上昇しており、

結果の解釈には注意が必要である。 
表 5－1 では個人の属性を全くコントロールしていない分析であった。表 5－3 では有配

偶者を treatment group、無配偶者を control group としてプロビット分析を実施した結果

を報告している。Pooled OLS と random effects model の双方で夫の所得、有配偶者ダミ

ーと家族数の交差項、未就学児童数の係数が期待される符号と一致し、統計的に有意であ

る。夫の所得は 1%有意水準で有意であり、ダグラス・有沢法則を支持する結果となってい

る。一方、学歴ダミーは有意でなく、就労選択に学歴はあまり相関がないようである。2004
年ダミーと treatment ダミーの交差項のパラメーターは pooled OLS でも random effects
モデルでも有意でない。また、random effects モデルでは係数の符号が負となっており、

期待される符号と一致しない。 
表 5－4 では control group の無配偶者に対して treatment group である有配偶者をさら

に夫の限界税率ごとに分けて分析した。夫の限界税率は夫の年間所得に依存する。夫の年

間所得が 330 万円以下の場合、税率は 10%で、330 万円超 990 万以下で税率 20%になって

いる。検定の結果、pooled OLS よりも random effects モデルを用いるほうが適当であると

わかったため、ここでは random effects モデルのみの結果を報告している。夫の税率が高

い世帯のほうが配偶者特別控除廃止による所得の減少額が大きいため、限界税率の高いグ

ループでより効果が顕著に出ると予測したが、限界税率に関わりなく 2004 年ダミーと

treatment ダミーの交差項のパラメーターは有意でなかった。 
夫の所得は夫の限界税率が低い（夫の所得が低い）グループでは有意でないものの、夫

の限界税率が高い（夫の所得が高い）グループでは負で有意である。樋口(1995)や小原(2001)
が示すように、夫の所得が相対的に高い世帯でダグラス・有沢法則が当てはまることと整

合的な結果となった。学歴は夫の限界税率で分けてみた場合、夫の限界税率の低いグルー
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プで学歴効果がより顕著に現われることがわかった。 
次に夫の限界税率の低いグループ（限界税率 10%）を control group に、夫の限界税率

の高いグループ（限界税率 20%）を treatment group にして分析を実施した。配偶者特別

控除の部分的廃止は夫の所得税率の高い家計に影響を及ぼし、夫の税率が低い家計では影

響があまりないことを仮定して分析している。結果は表 5－5 にあり、ここでも検定の対象

になっている 2004 年ダミーと treatment ダミーの交差項のパラメーターは有意でない。 
 また、表 5－5 では夫の限界税率が 0%（配偶者特別控除適用資格なし）の有配偶者を

control group に、配偶者特別控除適用資格を有する有配偶者を treatment group に定義し

て分析した結果も報告しているが、統計的に有意な結果は得られていない。ここでの分析

でも学歴は統計的に有意でなく、女性の就業選択に影響を及ぼしていないことがわかる。 
  
5－2 労働時間 
 
表 5－6 では平均週間労働時間のデータを用い、女性の属性をコントロールしない単純な

DD 法の結果を報告している。分析するに際に、週間労働時間が 70 時間を超えるサンプル

は落として分析をした。差分の差分は-5.31 で、統計的には有意でないものの、負の値にな

っている。 
女性の属性や地域の雇用環境などをコントロールした分析を実施するため、(3-2)式を推

定する。分析対象を労働時間の調整が容易なパート労働者に限定するために KHPS2004 の

平均週間労働時間が 35 時間以下のサンプルで分析した。また労働時間が異常に長いサンプ

ルを除くために、KHPS2005 で平均週間労働時間が 70 時間以上のサンプルは除いて分析し

た。 
労働時間の分析では表 4－2 にあるような 3 つのケースに関して分析をした。表 5－7 で

は無配偶者と有配偶者を control groupと treatment groupにそれぞれ定義し分析した結果

を報告している。労働時間でも就労選択分析と同様に、2004 年ダミーと treatment ダミー

の交差項のパラメーターは pooled OLS、random effects モデルの双方で有意でない。 
しかし、KHPS の労働時間に関するデータを用いる場合には第 4 節で述べたような留意

が必要である。この問題を解消するために、配偶者特別控除廃止を知っていたか否かの情

報を活用して DD 法を試みた。表 5－8 には税制変更を知っていた人々の特長が要約されて

いる。およそ 6 割の人々が税制変更を認識していた。またその割合は女性より男性のほう

が高く、学歴が高くなるにつれ認知度が高まる。 
表 5－9 では control group の無配偶者に対して、有配偶者の中でも配偶者特別控除の廃

止を知らなかった女性を treatment group にして分析した結果を要約している。Pooled 
OLS でも random effects モデルでも有意な結果は得られていない。 
次に同じ有配偶者で、配偶者特別控除の廃止を知っていた有配偶者を control group に、

知らなかった有配偶者を treatment group にして分析した。結果は表 5－10 に報告されて
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いる。表 5－7、表 5－9 では有意でなかった 2004 年ダミーと treatment ダミーの交差項の

パラメーターが pooled OLS、random effects モデルのいずれにおいても有意である。KHPS
のデータ上の問題点を考慮し、税制変更を知っていたか否かの情報を使用すると、配偶者

特別控除の廃止によって週間労働時間がおよそ 4 時間延長したことがわかる。 
その他の説明変数の効果をみると、総じて就労選択の分析とは対照的に、夫の所得は統

計的に有意でない。唯一有意であった表 5－9 の random effects モデルのケースでも符号は

正である。夫の所得は就労するか否かの選択には影響を与えるが、いったん就労する選択

をした場合、労働時間に関してはほとんど影響を与えないようである。また、就労選択モ

デルで効かなかった学歴ダミーは、逆に負の値をとっている。係数の大きさに関しても、

学歴が高くなればなるほど、労働時間減少効果が大きい傾向にある。 
 

第6節 おわりに 
 
本章では 2004 年に配偶者特別控除が部分的に廃止されたことによって、どの程度有配偶

者の労働供給が変化したのかについて実証分析を行った。2004 年の改正では配偶者特別控

除の上乗せ部分が廃止され、所得効果が働くと理論的には考えられる。本章では 2004 年度

および 2005 年度の KHPS の個票データを使用し、有配偶者の労働供給を就業選択と労働

時間に分けてそれぞれ分析した。様々な control group と treatment group の組み合わせで

分析を実施した。 
実証分析の結果、就労選択に関していずれのケースも統計的に有意ではなく、配偶者特

別控除の廃止が有配偶女性の就業率を上昇させる効果があったとは言えない。一方、労働

時間の分析では、KHPS のデータ上の問題を無視して分析した場合、制度廃止の効果は確

認できなかったものの、データの問題点を考慮した上で分析を実施すると、統計的に有意

な結果を得た。分析結果によれば、配偶者特別控除の廃止が有配偶女性の労働時間をおよ

そ 4 時間増加させたと言える。配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止は女性の就業選択には

影響がなかったものの、労働時間を増加させる効果がわずかではあるが確認された。 
配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止では、額が小さすぎるために有配偶者の労働供給に

大きな影響を与えるほどのインパクトがなかったのかもしれない。本章で得られた結果は、

配偶者控除の廃止が女性の労働供給にあまり影響を与えないとした赤林(2003)のシミュレ

ーション結果と整合的であるといえる。 
今後の課題として、所得の減少分に関して家計がどのような対応をとったのか詳細な分

析が必要である。所得減少に対して、夫や世帯構成メンバーの労働時間に変化があったの

か、消費行動に変化があったのか、さらには制度変更に対する行動の時間的遅れを考慮に

入れた分析が必要であろう。 
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図 2－1 配偶者の給与収入と配偶者控除・配偶者特別控除 (2003 年) 
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表5-1　就業率の差分の差分　(△(有配偶者)－△(無配偶者)）
2003 2004 Difference DID

有配偶者
就業率 0.636 0.728 0.092 0.050
標準誤差 0.012 0.012 0.017 0.026
標本サイズ 1708 1298

無配偶者
就業率 0.889 0.931 0.041
標準誤差 0.014 0.013 0.019
標本サイズ 479 375

注1：　20歳以上65歳以下の女性のサンプルを用いた。
注2：　有配偶者女性はKHPS2004で夫の収入が1000万円未満で夫が副業を持たない

　　　　　サンプルを使用した。
注3：　就業率＝（昨年1年間に仕事をした期間のある人)/((昨年1年間仕事をした期間のある人)
   +(昨年1年間仕事を全くしなかった))
出所：　ＫＨＰＳ2004、2005により作成。

表5-2　『労働力調査』での女性の労働力人口比率、就業率
総　　数 未婚 有配偶 離婚・死別

2003
労働力率 0.637 0.810 0.565 0.738
就業率 0.605 0.745 0.546 0.686

2004
労働力率 0.639 0.810 0.567 0.740
就業率 0.610 0.752 0.550 0.691

注：　20歳以上65歳以下の女性のサンプルを用いた。
出所：　『労働力調査』(2003)、(2004)より作成。



表5-3　就業選択に関する差分の差分：　無配偶者対有配偶者

Control
Treatment

変数 係数 係数
2004年ダミー 0.274 0.182 0.792 0.367 **
Treatmentダミー -0.449 0.123 *** -1.571 0.405 ***
（2004年ダミー）×(Treatmentダミー） 0.037 0.145 -0.040 0.296
高卒ダミー 0.126 0.104 0.532 0.341
短大卒ダミー 0.059 0.116 0.319 0.386
大卒ダミー 0.012 0.123 0.145 0.411
年齢 0.082 0.020 *** 0.253 0.072 ***
年齢二乗 -0.0012 0.0002 *** -0.0034 0.0008 ***
(有配偶者ダミー)×(母親と同居ダ
ミー)

0.010 0.109 0.036 0.327
(有配偶者ダミー)×(父親と同居ダ
ミー)

-0.165 0.130 -0.479 0.400
夫所得 -0.0007 0.0001 *** -0.0017 0.0004 ***
(有配偶者ダミー)×(家族数) 0.062 0.025 ** 0.154 0.087 *
未就学児童数 -0.710 0.046 *** -1.831 0.157 ***
地域失業率 0.022 0.214 0.306 0.374
都市ダミー、地域ダミー YES       YES       
Test for Random Effects 0.888 0.015 ***
サンプル数 3486 3486

Log likelihood function -1750.9 -1503.0

注1： ***, **, *は係数が1%, 5%, 10% の有意水準で統計的に有意なものを指す。
注2：　学歴ダミーは中卒がレファレンス
注3：　20歳以上65歳以下の女性のサンプルを用いた。
注4：　有配偶者女性はKHPS2004で夫の収入が1000万円未満で夫が副業を持たない
　　　　サンプルを使用した。
出所：　ＫＨＰＳ2004、2005により作成。

標準誤差 標準誤差

Probit (Pooled) Probit (Random Effects)
無配偶者 無配偶者
有配偶者 有配偶者



表5-4　就業選択に関する差分の差分：　無配偶者対有配偶者 （夫限界税率0.1/0.2)

Control
Treatment
Variable 係数 係数

2004年ダミー 0.675 0.396 * 1.192 0.517 **
Treatmentダミー -1.677 0.473 *** -2.777 0.938 ***
（2004年ダミー）×(Treatmentダ -0.067 0.301 -0.158 0.356
高卒ダミー 0.851 0.351 ** 1.172 0.693 *
短大卒ダミー 0.829 0.416 ** 0.548 0.744
大卒ダミー 0.539 0.455 1.010 0.780
年齢 0.208 0.072 *** 0.364 0.128 ***
年齢二乗 -0.0029 0.0008 *** -0.0050 0.0015 ***
(有配偶者ダミー)×(母親と同居) 0.156 0.389 0.112 0.697
(有配偶者ダミー)×(父親と同居) -0.310 0.454 -1.147 0.933
夫所得 -0.0006 0.0007 -0.0021 0.0010 **
(有配偶者ダミー)×(家族数) 0.201 0.107 * 0.064 0.177
未就学児童数 -1.782 0.218 *** -2.408 0.281 ***
地域失業率 0.173 0.454 0.578 0.624
都市ダミー、地域ダミー YES       YES       
Test for Random Effects 0.857 0.027 *** 0.946 0.011 ***
サンプルサイズ 2279 1934
Log likelihood function -911.3 -753.6
注1： ***, **, *は係数が1%, 5%, 10% の有意水準で統計的に有意なものを指す。
注2：　学歴ダミーは中卒がレファレンス
注3：　20歳以上65歳以下の女性のサンプルを用いた。
注4：　有配偶者女性はKHPS2004で夫の限界税率が0.1もしくは0.2で、夫が副業を持たない
       サンプルを使用した。
出所：　ＫＨＰＳ2004、2005により作成。

有配偶者　夫限界税率0.2
標準誤差 標準誤差

Probit (Random Effects)

有配偶者　夫限界税率0.1
無配偶者 無配偶者



表5-5　　就業選択に関する差分の差分： 夫限界税率低対高、配偶者特別控除適用資格無対有

Treatment
係数 係数

2004年ダミー 0.761 0.286 *** 0.269 0.539
Treatmentダミー -0.635 0.304 ** 0.029 0.578
（2004年ダミー）×(Treatmentダ 0.052 0.213 0.473 0.497
高卒ダミー 0.300 0.399 0.340 0.367
短大卒ダミー 0.044 0.449 0.112 0.418
大卒ダミー -0.157 0.479 -0.205 0.447
年齢 0.440 0.096 *** 0.399 0.091 ***
年齢二乗 -0.0053 0.0011 *** -0.0048 0.001 ***
(有配偶者ダミー)×(母親と同居) 0.023 0.332 -0.052 0.322
(有配偶者ダミー)×(父親と同居) -0.389 0.403 -0.374 0.393
夫所得 -0.0010 0.0005 * -0.0017 0.0004 ***
(有配偶者ダミー)×(家族数) 0.136 0.090 0.125 0.086
未就学児童数 -1.572 0.164 *** -1.594 0.160 ***
地域失業率 0.405 0.406 0.319 0.397
Test for Random Effects 0.890 0.017 *** 0.887 0.016 ***
都市ダミー、地域ダミー YES       YES       
サンプルサイズ 2677 2814
Log likelihood function -1277.5 -1353.5
注1： ***, **, *は係数が1%, 5%, 10% の有意水準で統計的に有意なものを指す。
注2：　学歴ダミーは中卒がレファレンス
注3：　20歳以上65歳以下の女性のサンプルを用いた。
注4：　サンプルには夫が副業を持たず、夫の限界税率が0.0、0.1もしくは0.2のいずれかに
       当てはまる有配偶者女性、および夫が配偶者特別控除の適用資格を持つ有配偶者
      女性に限って使用した。
出所：　ＫＨＰＳ2004、2005により作成。

有配偶者　夫限界税率0.2 配偶者特別控除適用資格有
標準誤差 標準誤差

Probit (Random Effects)

(配偶者特別控除適用資格無)

有配偶者　夫限界税率0
Control 有配偶者　夫限界税率0.1



表5‐6　労働時間に関する差分の差分　(△(有配偶者)－△(無配偶者)）
2004 2005 Difference DID

有配偶者
平均 17.72 22.35 4.63 -5.31
標準誤差 9.63 12.91 16.11 24.14
サンプル数 579 445

無配偶者
平均 18.48 28.42 9.94
標準誤差 10.47 14.62 17.98
サンプル数 127 91

注1：　20歳以上65歳以下の女性のサンプルを用いた。
注2：　有配偶者女性はKHPS2004で夫の収入が1000万円未満で夫が副業を持たない

        サンプルを使用した。
注3：　KHPS2005で労働時間が70時間時間を越えるサンプルは除いた。
出所：　ＫＨＰＳ2004、2005により作成。



Control
Treatment

係数 係数
2004年ダミー 9.824 3.195 *** 9.569 2.682 ***
Treatmentダミー 0.722 1.793 0.513 1.912
（2004年ダミー）×(Treatmentダ -3.687 2.441 -3.548 2.079 *
高卒ダミー -5.866 2.522 ** -5.928 2.081 ***
短大卒ダミー -7.478 2.659 *** -7.726 2.263 ***
大卒ダミー -8.053 2.742 *** -8.265 2.442 ***
年齢 0.015 0.046 0.014 0.05
(有配偶者ダミー)×(母親と同居) -0.726 1.793 -0.54 2.119
(有配偶者ダミー)×(父親と同居) -0.605 2.365 -0.538 2.672
夫所得 -0.00023 0.0019 0.0001 0.0020
その他の所得 -0.0064 0.0031 -0.0056 0.0043
(有配偶者ダミー)×(家族数) -0.651 0.385 * -0.626 0.393
未就学児童数 -1.541 0.861 * -1.497 0.957
地域失業率 3.645 3.834 3.594 3.566
都市ダミー、地域ダミー YES       YES       
Test for Random Effects 15.65 ***
サンプルサイズ 733 733
Log likelihood function -2801.1
注1： ***, **, *は係数が1%, 5%, 10% の有意水準で統計的に有意なものを指す。
注2：　学歴ダミーは中卒がレファレンス
注3：　20歳以上65歳以下の女性のサンプルを用いた。
注4：　有配偶者女性はKHPS2004で夫の収入が1000万円未満で夫が副業を持たない
       サンプルを使用した。
注5：　KHPS2004で女性の平均週間勤務時間が1時間以上35時間以下のサンプルで分析した。
注6：　KHPS2005で女性の平均週間勤務時間が７０時間以下のサンプルで分析した。
注7：　Pooled OLSではWhite修正された標準誤差を使用している。
出所：　ＫＨＰＳ2004、2005により作成。

標準誤差 標準誤差

表5－7　労働時間に関する差分の差分： 無配偶者対有配偶者

Pooled Random Effects

無配偶者 無配偶者
有配偶者 有配偶者



表5－8　配偶者特別控除廃止を知っていたか
男性 女性

合計 59.8% 55.2%
婚姻

有配偶者 64.7% 60.2%
無配偶者 30.9% 35.5%

年齢
30歳未満 36.3% 39.7%
30歳以上40歳未満 62.6% 56.5%
40歳以上50歳未満 64.3% 59.2%
50歳以上60未満 63.4% 59.5%
60歳以上 60.3% 52.5%

学歴
中卒 51.8% 43.8%
高卒 58.2% 57.2%
短大卒 58.2% 55.4%
大卒 66.4% 57.9%



Control
Treatment

Variable 係数 係数
2004年ダミー 8.739 3.939 ** 6.562 1.662 ***
Treatmentダミー -0.478 1.903 -1.337 1.941
（2004年ダミー）×　(Treatmentダ -2.319 2.749 -1.086 1.135
高卒ダミー -4.815 2.603 * -4.630 2.327 **
短大卒ダミー -7.178 2.734 *** -7.332 2.538 ***
大卒ダミー -6.828 2.863 ** -7.471 2.754 ***
年齢 0.039 0.048 0.019 0.054
(有配偶者ダミー)×(母親と同居) -0.349 2.218 0.617 2.293
(有配偶者ダミー)×(父親と同居) -0.393 2.548 -0.517 2.840
夫所得 0.0009 0.0022 0.0033 0.0015 **
その他の所得 -0.0075 0.0028 -0.0019 0.0033
(有配偶者ダミー)×(家族数) -0.254 0.441 -0.189 0.439
未就学児童数 -1.618 0.903 * -1.476 0.991
地域失業率 1.685 5.317 0.0034 2.600
都市ダミー、地域ダミー YES       YES       
Test for Random Effects 3.64 *
サンプルサイズ 555 555
Log likelihood function -2102.5
注1： ***, **, *は係数が1%, 5%, 10% の有意水準で統計的に有意なものを指す。
注2：　学歴ダミーは中卒がレファレンス
注3：　20歳以上65歳以下の女性のサンプルを用いた。
注4：　有配偶者女性はKHPS2004で夫の収入が1000万円未満で夫が副業を持たないサンプルを使用した。
注5：　KHPS2004で女性の平均週間勤務時間が1時間以上35時間以下のサンプルで分析した。
注6：　KHPS2005で女性の平均週間勤務時間が７０時間以下のサンプルで分析した。
注7：　Pooled OLSではWhite修正された標準誤差を使用している
出所：　ＫＨＰＳ2004、2005により作成。

表5‐9　労働時間に関する差分の差分： 無配偶者対有配偶者(制度変更知らなかった)

Pooled Random Effects
標準誤差 標準誤差

無配偶者 無配偶者
有配偶者　制度変更知らなかった 有配偶者　制度変更知らなかった



Control
Treatment

係数 係数
2004年ダミー 5.068 2.438 ** 4.916 2.329 **
Treatmentダミー -1.267 1.101 -1.233 1.299
（2004年ダミー）×　(Treatmentダ 3.727 2.095 * 3.678 1.865 **
高卒ダミー -5.795 2.551 ** -5.815 2.128 **
短大卒ダミー -7.574 2.697 *** -7.846 2.336 ***
大卒ダミー -9.799 2.879 *** -9.914 2.637 ***
年齢 0.039 0.061 0.038 0.062
(有配偶者ダミー)×(母親と同居) -0.457 1.833 -0.255 2.097
(有配偶者ダミー)×(父親と同居) -0.819 2.417 -0.704 2.639
夫所得 0.00095 0.002 0.00095 0.0022
その他の所得 -0.006 0.0030 ** -0.0054 0.004
(有配偶者ダミー)×(家族数) -0.767 0.385 ** -0.735 0.398 *
未就学児童数 -1.237 0.923 -1.189 0.997
地域失業率 3.535 4.095 3.365 3.822
都市ダミー、地域ダミー YES       YES       
Test for Random Effects 15.9 ***
サンプルサイズ 605 605
Log likelihood function -2299.6
注1： ***, **, *は係数が1%, 5%, 10% の有意水準で統計的に有意なものを指す。
注2：　学歴ダミーは中卒がレファレンス
注3：　20歳以上65歳以下の女性のサンプルを用いた。
注4：　有配偶者女性はKHPS2004で夫の収入が1000万円未満で夫が副業を持たないサンプルを使用した。
注5：　KHPS2004で女性の平均週間勤務時間が1時間以上35時間以下のサンプルで分析した。
注6：　KHPS2005で女性の平均週間勤務時間が７０時間以下のサンプルで分析した。
注7：　Pooled OLSではWhite修正された標準誤差を使用している。
出所：　ＫＨＰＳ2004、2005により作成。

表5‐10　労働時間に関する差分の差分：　 有配偶者（制度知っていた)対有配偶者(制度変更知らなかった)
有配偶者　制度変更知っていた 有配偶者　制度変更知っていた

有配偶者　制度変更知らなかった 有配偶者　制度変更知らなかった
Pooled Random Effects

標準誤差 標準誤差




