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「90 年代における両立支援施策は有配偶女性の就業を促進したか」 

四方理人 
馬欣欣 

 
 

要約 
本章では有配偶女性の就業継続と再就職についての分析が行われる。分析結果として、

教育水準が高い女性ほど継続就業しているが、離職して無業となった女性の再就職の局面

では女性の教育水準は再就職に対して系統だった影響を与えていないことが確認された。

また、90 年代に入り育児休業制度の普及や保育施設の充実が施策として図られたが、育児

休業法が施行された 1993 年以降において、より有配偶女性が継続就業を行っているという

結果は見出せない。有配偶女性にとって、再就職の段階において教育水準や正社員として

の就業経験が十分評価されず、また、近年正社員としての雇用機会は拡大されていない。

有配偶女性の再就職に対する就業支援の必要性が強調される。 
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1 節 はじめに 
 
戦後の労働市場を長期的視点からながめてみると、女性の雇用労働力化が進み、男性が

多くを占めていた職種にも女性が参入するようなった。また、近年正社員における男女間

賃金格差も縮小してきている(図 1)。特に、1986 年に施行された男女雇用機会均等法は、雇

用の入り口から出口まで、男女を均等に扱うべきという法律であり、大卒女性の新規学卒

の入職が制度化されるなど、女性の就業にプラスの影響を与えたと考えられる(大森 1990)。
『学校基本調査』によると大卒男女の就職率の格差は、1980 年には 15%以上あったが、1990
年には大卒男女の就職率は同じ水準になり、それだけ学卒後労働市場に参入する局面にお

いて、教育水準の高い大卒女性が労働市場で評価されるようになった。女性にとっての「労

働市場の質」がより「高質」なものに変化したと言えるかもしれない。 
しかし、未婚女性における就業環境の好転は、有配偶女性にとっても起こっているとい

えるのであろうか。伝統的に、夫が雇用労働を行なっている世帯では、多くの妻は家事育

児の責任を担っており、性別役割分業が成立してきた。そして、現在においても、日本の

夫婦では女性が家事育児の大部分を負担し続けている点に大きな変化は見られない(津谷 
2004)。1980 年代においては、男女雇用機会均等法が施行されるなど、より女性が働きや

すい施策が取られるようになった一方、税制における配偶者特別控除や年金制度における

第三号被保険者が設立されるなど、有配偶女性が就業を行なうより専業主婦となる方が有

利となる制度が設けられた。はたして、こうした女性の就業を促進する施策とこれにブレ

ーキをかける施策は、特に有配偶女性にどのような影響を与えたのだろうか。 
図 2 は、配偶関係・年齢別女性の労働力率である。まず、20 歳代と 30 歳代において、

未婚者と有配偶者で労働力率が大きく異なることがわかる。多くの女性が結婚・出産で離

職して子育て期には就業を行なっていない。そして、1980 年から 2000 年にかけての労働

力率の変化については、未婚女性は 20 歳代後半から 40 歳代前半で労働力率が上昇してい

るが、有配偶女性の労働力率は、40 歳代では上昇しているものの、30 歳代ではむしろ低下

していることがわかる。結婚や出産で退職して子供がおおきくなってから再就職を行う、「M
字型就業」といわれる女性の就業パターンの変化は小さいと考えられる。 
表 1 は、有配偶女性の雇用労働者の就業形態別の人数の変化である。1981 年から 2000

年にかけて、有配偶女性雇用者は約 300 万人増えているが、パートも約 300 万人増えてお

り、この間の有配偶女性雇用者の増加のほとんどがパートであることが分かる。正規社員

も 1980 年代後半から 1990 年代前半にかけ若干増加いているが、1997 年以降減少し、2000
年時点では 1981 年より少なくなっている。先に示した図 1 にあるように、正社員の男女間

格差賃金格差は縮小したが、女性におけるパートタイム労働とフルタイム労働の賃金格差

は逆に拡大傾向にある。有配偶女性の就業機会の拡大のほとんどがパートであり、パート

と正社員の賃金格差は大きいままであると考えられる。育児支援の施策が多くなされた現



 3

在においても有配偶女性にとっては正社員としてより就業しやすい環境に変化したとは言

えないであろう。 
本章では、このような有配偶女性の就業状況を、個人のライフコースを遡及的に追った

履歴データに基づき分析を行う。分析の目的は２つある。第一は、より大きな人的資本投

資が行なわれた高学歴者ほど、就業確率が高くなるかという問である。第二は、政策が施

行された時期により、有配偶女性の就業行動に変化があったかという問である。均等法や

育児休業法の施行年次による時期区分を行ない、均等法以降もしくは育児休業法以降に結

婚した女性にとって、それ以前に結婚した女性より、結婚後において就業が容易になって

いるかということが分析目的となる。そこから、有配偶女性をめぐる労働市場の環境につ

いての考察を行なうことができると考えられる。結論を先取りして言えば、有配偶者女性

にとって就業継続の段階と再就職の段階で教育水準の変数が就業行動に与える影響が異な

っており、また育児休業法が施行された後において、就業継続が増加しているわけではな

いことが示される。 
 
2 節 先行研究 
 
 有配偶女性の就業行動についての静学的経済分析では、市場からの提示賃金率が本人の

留保賃金率(それ以上の賃金率であれば、就業をしようとする最低の賃金率)より大きくなっ

た場合において就業を行うとされている。市場からの提示賃金率は、教育水準や技能が高

くなれば上昇する。そして、留保賃金の水準は、配偶者の所得が高くなる場合や育児など

により家事生産が増える場合高くなり、就業を行う確率は下がるとされる。教育水準が上

昇すると家庭内生産の生産性が高まると仮定した場合に限り、教育水準が上昇することで

留保賃金が上昇すると考えられるが、基本的には教育水準の上昇は、市場における労働に

よる生産性を高めると考えられている。 
 その一方、従来の議論では労働時間の長さに関わらず、提示賃金率は一定であると想定

されてきた。すなわち、フルタイムであろうとパートタイムであろうと、同じ仕事であれ

ば同一の時間当たり賃金が支払われ、個々人が労働時間を自由に選択できると仮定されて

きたのである。ところが、Nakamura and Nakamura(1983)によると、アメリカとカナダ

の有配偶女性についての分析について提示賃金率を決定する賃金関数を推計したところ、

アメリカにおいて教育水準が賃金率に与える影響がパートタイム労働とフルタイム労働で

異なっており、その推定賃金が労働時間に与える影響もパートタイム労働とフルタイム労

働で異なっていることが確認されている。 
日本においては労働時間が短いという意味でのパートタイム労働ではなく、「パート」と

いう呼称で正社員として区別される就業形態の労働者が存在し、「パート」であっても一般

労働者と労働時間の異ならない長時間パートが存在する(大沢 2001,永瀬 1994)。一般的に

パートと正社員の賃金格差は大きく、個人間の属性をコントロールしてもその賃金格差の
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存在が確認されている(永瀬 1997)。そして、その賃金格差を説明するためパートと正社員

では、仕事の拘束性や責任の度合いが異なると議論される。そこから日本の有配偶女性は

労働時間を基準とした連続した関係ではなく、就業形態間での仕事の拘束性などを考慮に

入れた就業選択を行っていると考えられてきた。 
 日本における多くの先行研究では、有配偶女性の労働供給行動を連続的な労働時間では

なく、「パート」・「正社員」・「その他の就業形態」などの就業形態を、離散的に選択する計

量分析が行われている（樋口 1991,高山・有田 1992,大沢真知子 1993,永瀬 1997,滋野・

大日 1997,小島 1995,冨田・脇坂 1999)。特に、永瀬(1997)は就業形態選択について理論的

に定式化した。そこでは、正社員とその他の就業形態で賃金格差が存在するが、就業形態

ごと仕事に拘束度性などの「仕事コスト」が異なっていると仮定される。そして、育児負

担が必要となる未就学児の存在や配偶者の所得などの家族の属性により留保賃金率が影響

を受け、提示賃金と仕事コストと留保賃金から就業形態を選択するというモデルにより実

証研究を行なっている。 
 これらの、クロスセクションの就業選択の先行研究の実証分析の分析結果は、教育水準

が高いものほど正社員となっており、逆に教育水準が低くなるとパートなどの非正社員を

選択するという共通した分析結果を得ている。 
だが、クロスセクションの分析では、結婚・出産時に就業を継続したサンプルとその時

点で離職したサンプルを特段区別することなしに、静学的な分析が行われている。日本の

労働市場においては、かつて結婚退職や出産退職雇用慣行化されていたこともあり、現在

でも結婚・出産において仕事を継続するかどうかが重要な選択となっている。結婚や出産

の時期に仕事を継続するか、それとも仕事を辞め、専業主婦になり、子供が大きくなって

から再就職を行うかどうかが選択される。そこでは、一度仕事を辞め、再就職した場合、

どのような雇用条件の仕事に就けるのかも選択に大きな影響を与えるであろう（仙田・樋

口 2000）。このように、各時点における就業状態は、過去の就業行動に依存して決定され

る可能性があるにもかかわらず、クロスセクション分析では、過去の就業状態と現在の就

業状態と独立であると仮定して分析を行っていることになる。また、就業を続けること自

体が、人的資本の蓄積される行動であるということを考えても、現在の就業状態は過去の

就業歴に依存すると想定した分析が必要になろう(Francesconi 1999)。 
本章では、ライフコースにおいてどのような就業選択を行なうかが重要であると考え、

就業移動の分析を行った。結婚後に正社員の就業を継続するかもしくは辞めるか、さらに、

いったん離職した場合再就職を行うかどうか、という二つの分析に絞って雇用形態別の就

業移動の分析を行う。 

就業移動の先行研究のうち、就業継続の分析の多くは、出産後に就業を続けていたかど

うかという分析となっている(小島 1995, 田中 1997, 仙田 2002, など )。しかし、教育水

準と就業継続の関係は明確な結論が導かれているわけではない。出産時に就業継続を行う

かどうかについての分析を行った先行研究では、高学歴者ほど出産時に就業を継続する傾
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向が強いことがわかっている (仙田 2002, 小島 1995 )。阿部(1999)は、「出産前に離職」

することや、「出産と同時に離職」することに対しては学歴間で大きな差はないが、大卒者

は相対的に「出産後も就業」する確率が高いことを示している。しかし、教育水準の効果

も企業における育児休業制度の存在を考慮に入れた場合、影響がなくなるという研究(樋
口・阿部 1999)や、教師という「特殊な」職種をサンプルから除いた場合においては、学歴

が就業継続に影響を与えないといった結果もある（田中 1997）。これらの就業継続の分析の

多くは、出産前に就業していた人が出産後に職に就いているかどうかの分析となっており、

就業継続をおこなうかどうかの選択は出産以前から行われる可能性があり、出産直前に就

業していたものだけをサンプルとして扱うことは、比較的就業の継続の意思が強いサンプ

ルに偏って分析が行われている可能性がある。就業意志が弱く教育水準の低いサンプルは、

出産するより前に就業を辞めている可能性がある。 
他方、再就職を行うかどうかの分析については、パネルデータを用いた先行研究がある。

駿河・西本 (2001）の分析結果では再就職を行うかどうかの分析について教育水準の影響

は観察されていないが、樋口(2000)によると一度離職した者についてみると高学歴ほど再就

職する割合は低いという分析結果となっている。これらの研究は、再就職においける就業

形態の違いを考慮に入れた分析とはなっておらず、クロスセクションの分析では正社員か

非正社員かの就業形態の違いに対して学歴の効果が異なる影響を与えていることからも、

就業形態の違いを考慮に入れるモデルが必要であると考えられる。冨田・脇坂(1999)は、結

婚もしくは出産により退職した経験のあるサンプルだけを用いて、調査時点においてどの

ような就業状態にあるかを分析している。教育水準についての分析結果は、大学卒の要因

は正社員での再就職に対しても非正社員の再就職に対しても影響を与えていないが、専門

学校卒業の変数が非正社員に対して正の影響を与えているという結果が示される。しかし、

彼らの分析では離職期間が考慮に入れられていないため、離職後すぐに再就職したサンプ

ルも 10 年以上たってから再就職したサンプルも識別されておらず、離職した時点と調査時

点が近いサンプルほど再就職が起きにくくなっているであろうことが考慮に入れられてい

ない。 
確かに、クロスセクションの就業選択の分析では、教育水準が高いほど正社員となる確

率は高くなる。だが、就業移動の分析では、就業継続の分析においても再就職の分析にお

いても、より教育水準が高い者ほど労働市場に定着しているとは限らない。そこで本章で

は、個人の履歴データを用い、結婚、出産、育児にともなう就業移動についての分析を行

う。 
 

 
3 節 仮説と分析視角 
 
 以下では、有配偶女性の就業継続と再就職についての分析を行う。特に人的資本と結婚
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コホートがその就業移動に与える影響について考察する。まず、先行研究の理論仮説に従

い、主な人的資本変数を教育年数と就業経験年数とし、より人的資本が高い者ほど企業か

らの提示賃金が高くなり、結果としてより労働市場への定着する確率と参入する可能性が

高くなると考える。他方、結婚コホートは、政策変化とマクロの経済状況を表すと考えら

れる時期別に区分し各時期区分において女性の就業行動に変化があるかどうかを考察する。 
 人的資本変数として、教育水準が就業継続と再就職に与える影響を考察することは、重

要である。阿部(1999)によると、高学歴者ほど結婚年齢は高いものの、学校を卒業してから

結婚するまでの年数は高学歴者ほど短い。よって、結婚後高学歴のものほど就業を継続す

るか、もしくはより再就職の確率が高くならない限り、より長期間行なった教育投資が十

分に回収できないと考えられる。 
 他方、政府の施策やマクロの経済状況が有配偶女性の就業行動に与える影響については、

90 年代に大きな変化があったと考えられる。1993 年に施行された育児休業法や 1994 年 12
月に政府の決定した「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」（エンゼルプ

ラン）により、就業継続や育児と仕事との両立を行いやすくするための施策がとられるよ

うになった。就業継続の確率が高まり、一時的に仕事を辞めた者についても再就職確率が

高まったことが予想される。だが、その一方で、マクロの経済情勢はこの時期、バブルの

崩壊により厳しさを増し、企業の過剰雇用感が強まっていた。このことは、逆に女性の継

続就業を難しくし、再就職を遅らせた可能性がある。ただ、その反面、景気の悪化の影響

は、夫の所得の低下や不安的化をもたらし、妻の留保賃金率を引き下げることにより、労

働供給を促進した可能性がある。これらの複数の効果の相殺した結果が、現実には現れる

はずであり、本章の実証分析では、それらの効果を検証することになる。 
前節では、先行研究における就業継続や再就職の分析方法の問題点を指摘した。就業継

続の分析は、それぞれの時点で離職するかどうかの意思決定の分析であるとともにどのタ

イミングで離職する分析でもある。すなわち、無業にならずに就業を継続し続ける就業継

続期間が就業継続の分析対象であると考えられる。ただ、離職しない可能性もあり、その

場合、就業継続期間(入職から離職するまでの期間)は特定できない。もし、こうしたサンプ

ルを分析対象から外すと、推定結果にバイアスが発生する可能性がある。そこで、本章で

はこの問題点を避けるために、イベント・ヒストリー分析を行い、離職経験しないサンプ

ルも就業継続期間の分析の分析対象とする。同様の方法は、無業となる期間についての分

析である再就職を行うかどうかの分析にも採用される。本章では、結婚時点の就業状態か

ら離職や再就職が発生するまでの期間を分析対象とした、イベント・ヒストリー分析を行

うが、日本の経済学においてはそのような分析はほとんど行われてこなかった1。 
 
                                                  
1 樋口(2000)、樋口・阿部(1999)などは、パネルデータを用いて各時点において就業継続を行う

か、もしくは、新規就業を行なうかという、分析を行っている。これらのパネルデータを用いた

就業移動の分析は、パネルデータを取り始めた時点からの就業移動をあつかっており、イベン

ト・ヒストリー分析とは異なった分析である。 
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4 節 データと分析手法 

 
１．データについて 

以下の分析では、KHPS-2004（パネル１）における有配偶者の本人票のデータを使用する。

サンプルは、そのうち戦後 1945 年以降生まれで過去に就業経験がある女性のみとした。

KHPS-2004 の 18 歳以降、年齢ごとの就業状態を遡及して回答してもらう就業歴データが

存在する。その就業履歴の遡及データは、情報の正確さと豊富さにおいてパネルデータの

代用として限界はあるが、より長期間カバーできるという利点もある。 
就業継続の分析として、結婚時点で正社員であった者が無業2もしくは非正社員への移動

する確率についての分析を行い、再就職の分析として、結婚時点で無業であった者が正社

員もしくは非正社員へ移動するそれぞれの確率についての分析を行う。よって、以下の分

析では、結婚時点で「正社員」もしくは「無業」のサンプルのみを使用する。分析にあた

っては、有配偶女性の就業行動を夫婦の相互依存の意思決定の結果であると想定される3。

日本においては婚外子の割合が 1～2%と他の先進国と比較して非常に低く（国立社会保

障・人口問題研究所編 2005)、出産のほとんどが婚姻関係の中で行なわれており、結婚し

た時点からの就業継続期間を分析することで出産についてほとんどすべてのケースについ

ても分析対象とすることになる。 
具体的なデータセットの構築方法としては、有配偶女性について結婚年を起点（t(0)）と

してその年から初めて就業移動を経験する年まで、就業歴のデータを「人年(person-year)
データ」として遡及的に構築した。たとえば、25 歳で結婚した女性がその年無業であり、

その女性が 30 歳で入職した場合、彼女の属性や各年における子供の情報などと合わさるこ

とでそのデータは 5 人年のサンプルとなる。また、結婚年から調査時点まで就業移動を経

験しない場合においても、結婚年から調査最終年までの期間の人年データとしてカウント

される。 
表２は、分析に用いた変数である。本人の教育年数は人的資本と考えられ、配偶者の教

育年数は配偶者の所得水準を代理すると考える。正社員就業経験年数と非正社員就業経験

年数は、結婚する以前のそれぞれの就業形態について就業経験年数である。末子年齢のカ

テゴリー変数と子供数は、家庭内での育児負担を表している。また、末子年齢と子供数は

時間依存変数であり、リスク期間において変化する。結婚年のカテゴリー変数は、結婚コ

                                                  
2 就業歴は各年齢の就業状況を答えており、本稿において「無業」とは当該年齢で、就業形態の

欄が記入されておらず、「通学」もしくは「求職活動」もしくは、「空欄」となっている場合であ

る。よって、短期間の失業期間などは、「無業」となっていないと考えられる。 
3 Blossfeld and Drobnic (2001)は、Becker(1981=1991)の性別役割分業の理論を検証するため、

欧米数カ国の国際比較を行なったっている。本章の分析枠組みの多くは、結婚した時点からの就

業移動についてのイベント・ヒストリー分析という点で、彼らの議論によっているが、彼らの分

析の焦点は社会階層についての議論である。だが、本章では、主に教育水準と労働市場の関係が

分析対象となっている。また、イベント・ヒストリー分析の計量分析の手法も異なっている。 
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ホートを表しており、各結婚コホートで直面する労働市場の状況が異なっていると考えら

れ、それぞれの時期において有配偶女性の就業行動に与えた影響を考察するための変数で

ある。 
「1972 年以前」は、高度成長期であり、パートはまだ少なく女性の労働力率は低下傾向

にあった。「1973 年～1985 年」はレファレンスカテゴリーとなる時期であるが、第一次オ

イルショック以降、男女雇用機会均等法施行前までの期間である。この時期は第２次オイ

ルショックをはさみ、低成長期であるが、女性パート労働者の急激な増加が始まる。「1986
年～1992 年」は、男女雇用機会均等法施行から、1993 年育児休業法施行の前までの時期に

当たる。この時期は、女性労働者にとって、男女雇用機会均等法やいわゆるバブル経済に

よる高い経済成長率により就業機会が拡大した時期に当たる。しかし同時に、税制におけ

る配偶者特別控除や第 3 号被保険者の成立など、専業主婦優遇の制度が成立した時期にも

あたる。そして「1993 年以降」は育児休業制度が始まり、少子化対策などで育児と仕事の

両立のための施策が充実しはじめる時期であり、より就業継続しやすくなる時期であると

考えられる。しかし、同時にバブル経済の崩壊後の経済が停滞する時期であり、特に 1997
年の金融危機以降失業率が急速に上昇し労働市場は悪化する(玄田 2004)。 
表 3 は、結婚時点の就業状態からの移動が起こったサンプル数である。正社員から無業

という移動は、340 のうち 164 である。また、正社員から非正社員への移動は、同じく 340
のうち 40 となっており、就業移動を経験したうち 80%が正社員から直接無業へ移動してい

る。結婚時において無業でありその後、正社員へ移動した人は、423 のうち 51 である。そ

して、同じく非正社員へ移動した人は、423 のうち 147 となっており、正社員の約三倍と

なっている。結婚後最初の就業移動は、もともと正社員であった場合、多くが無業となっ

ており、無業である場合の移動は多くがパートなどの非正社員であることがわかる。有配

偶女性の雇用労働者の就業形態別の割合は、正規雇用と非正規雇用でほぼ同じ割合であっ

たが(表 1)、無業となった場合における再就職においては、正社員となるより非正社員とな

る可能性圧倒的に高くなるといえよう。 
 
２．競合リスク(Competing risks)のイベント・ヒストリー分析 
以下では、競合リスク(Competing risks)のイベント・ヒストリー分析により、就業継続

と再就職の分析を行った。イベント・ヒストリー分析とは、イベントが生起するまでに期

間(period)を持つ場合において、要因が該当イベントの生起確率に与える影響についての多

変量の解析分析である。離職の分析においては、就業した時点から当該イベントである離

職が生起する可能性が生じる。そして、そのイベントが生起する可能性のある期間をリス

ク期間と呼ぶ。このリスク期間はリスク開始から当該イベントが生起するまでの期間とな

るが、リスク期間が開始されて観察期間内においてイベントが生起しない場合（センサリ

ング）においても、その観察終了時点までがイベントが生起する可能性があるリスク期間

となる。離職に関するイベント・ヒストリー分析では、そのリスク期間における、イベン
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ト（離職）の生起確率（ハザード率）が分析される4。本稿では、前述したようにリスク期

間の開始を入職時点や離職時点ではなく、結婚した時点から始まるとした。離職の分析に

おいてイベント・ヒストリー分析を行う利点は、入職した者が 1 年後に離職を行う場合と

10 年後に離職を行うことの差を考慮した分析となり、同時に観察期間内において離職を経

験しないサンプルが分析から落ちてしまうことを防ぐことができるという点にある。 
一般的なイベント・ヒストリー分析では、分析の対象となるイベントは一つだけである

が、本章では複数の互いに競合するイベント(competing events)が存在するイベント・ヒス

トリー分析を行う。まず就業継続について、すなわち離職のイベント・ヒストリー分析に

おいては、結婚時点で正社員であった者がサンプルとなる。この場合、イベントは離職だ

けではなく、他の非正規雇用への移動もイベント生起と考えられる5。また、再就職の分析

では無業である者には、正社員への移動と非正社員への移動という二つの競合するイベン

トが生起すると考えられる。 
本章では、時間の単位が年単位であるため、連続時間モデルではなく離散時間モデルと

して競合リスクのイベント・ヒストリー分析を行う。また、ベースラインハザード関数と

して、スプライン関数を用いている6。 
 
５節 分析結果 
 
１．結婚時点の就業状態に関するロジット分析 
まず、イベント・ヒストリー分析を行う前に、その分析の起点となる結婚時点の就業状

態について、「正社員」か「無業」かの 2 値のロジット分析を行った。説明変数は、「正社

員経験年数」「非正社員経験年数」「本人教育年数」「配偶者教育年数」「結婚コホート」で

ある。分析結果は、表 4 に示されている。教育年数が高い者ほど、無業ではなく正社員と

なっていることがわかる。また、正社員経験年数が長いものほど結婚時に正社員となる可

能性が高く、非正社員の経験年数が長いものほど無業となっている。「配偶者の教育水準」、

「結婚コホート」は、「正社員」か「無業」の選択には影響を与えていなかった。よって、

各時期における労働市場や配偶者の経済力は、結婚時点における「正社員」か「無業」と

いう女性の選択には影響をあたえていないが、教育水準や正社員の経験年数など本人の人

的資本の量が多いものほど、結婚時点で正社員となっていることがわかる。 
 
２．就業継続の分析（正社員から無業もしくは非正社員への移動の分析） 

 表 5 は、それぞれの就業移動についてのイベント・ヒストリー分析の結果である。 
本人の教育年数が長くなると、有意に無業となる確率が低くなり、より就業継続を行っ

                                                  
4 詳しくは、津谷(2002)、Yamaguchi(1991)を参照のこと。 
5 家族従業などの非雇用就業へ移動する場合は、センサリングとした。 
6 競合リスクの離散時間イベント・ヒストリー分析について詳しくは、補論を参照のこと。 
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ていることがわかる。一方、配偶者の教育年数も有意な影響を与えており、配偶者の教育

水準が高くなると、仕事を辞める確率が上昇すると考えられる。配偶者の所得が高くなる

と、より就業を継続しない傾向にあるのではないかと推測される。また、本人の正社員経

験年数も非正社員経験年数も無業へ移動する確率に有意な影響を与えていない。就業継続

に関しては、人的資本変数のうち教育の効果はあるが、就業経験の効果は観察されない。

前の分析でみたように教育水準が長くなると結婚時点で正社員となる確率も高くなってい

ることからも、教育水準が高い有配偶女性はより労働市場に定着する傾向にあることがわ

かる。子供数も末子年齢もほとんど影響を与えていないが、末子年齢が「0-2 歳」の場合無

業への移動確率が若干低くなっている(有意水準 10％)。妊娠した場合、産休や育休を取得

しない限り、多くの者が妊娠後出産前に仕事を辞めると考えられ、出産後就業を続ける場

合末子年齢が「0-2 歳」では仕事を辞めないことを反映しているのであろう。結婚コホート

の影響は、ほとんどなくこの 20 年以上にわたり有配偶女性の就業継続の状況は、ほとんど

変化がない。これは、図 2 の有配偶女性の労働力率に近年変化が見られないことと対応し

た結果であると考えられる。93 年以降の育児休業制度の施行や、少子化対策による保育所

充実などの両立支援の施策が行なわれたが、有配偶女性の就業継続に与えた影響は、小さ

いと考えられる。 
正社員から非正社員への就業移動については、10%の有意水準であるが本人の教育年数が

上昇するとこの確率が低くなる傾向が確認される。また、これも 10%の有意水準であるが

非正社員経験年数が上昇すると非正社員への移項する確率が低くなるという結果となった。

結婚前に数年非正社員の経験があるが、結婚した時点で正社員である者がサンプルとなっ

ているので、一般的な傾向ではないであろう。そして、やはり「1986 年から 1992 年」と

「1993 年以降」に結婚した場合、有意に非正社員へ移動する確率が高くなり、近年になる

ほど雇用の非正規化が進んでいる影響を受けている。 
 
３．再就職の分析（無業から正社員もしくは非正社員への移動の分析） 
無業から正社員への就業移動については、ほとんどの変数が、有意な影響を与えておら

ず、結婚時無業から正社員への就業移動はこれらの変数では系統だった説明ができていな

い。特に注目されるのは、結婚前の正社員や非正社員の経験年数が有意な係数を取ってお

らず、一度離職してしまうと、結婚以前の就業経験が再就職を促すようには働いていない

ことである。他方結婚コホートの影響を見ると、86 年から 92 年の間に結婚した場合、正社

員として再就職する確率が有意に高くなっている。これは、男女雇用機会均等法や雇用状

況が逼迫した影響が現れているのではないかと考えられる。しかし、1993 年以降に結婚し

た場合、正社員として再就職する確率は低くなっている。80 年代後半に正社員としての再

就職が拡大したのは、バブル景気による経済成長が高まった一時期のみの現象であり、雇

用機会均等法の影響は小さいと考えられる。 
最後に、無業から非正社員への移動については、配偶者の教育年数が上昇すると有意に
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非正社員へ移動する確率が低くなるが、女性本人の教育年数は有意な影響は観察されない。

また、本人の正社員経験年数が上昇すると有意に非正社員へ移動する確率が下がる。そし

て、末子年齢の影響が観察され、「10-15 歳」において、有意に非正社員に移動する確率が

高くなっている。末子が小学校高学年の年齢になるまで働きには出ず、10 歳以上になって

から働きに出る確率が高くなると考えられる。また、結婚コホートの変数では、「1993 年以

降」非正社員へ移動する確率が高くなっている。1993 年以降は、正社員として再就職する

確率は低がったが、他方パートなどの非正社員として再就職する確率は大きく高くなった

ことが確認される。 
 
 
６節 結論 
 
 本章では、就業履歴を用いた縦断面的なデータから有配偶女性の就業継続と再就職につ

いて、イベント・ヒストリー分析を行った。分析の結果、教育年数が就業継続と再就職に

与える影響は、教育年数が長いほど、結婚時点において無業ではなく正社員となっており、

その後の正社員として継続就業も行なっている。しかし、結婚した時点で無業である女性

において、教育年数の長さは、正社員への再就職に対しても非正社員への再就職に対して

も有意な影響を与えていなかった。また、正社員としての経験年数が長くなると、非正社

員への再就職の確率は下がる。クロスセクションの分析では、教育水準の高い有配偶女性

は正社員になる確率が高く、非正社員となる確率が低くなっていた。そのことから、有配

偶女性の就業形態は、教育水準の高い者が相対的に賃金の高い正社員になり、教育水準が

低い者は相対的に賃金水準の低いパートなどの非正社員になっているのではないかと推測

された。しかし、本章の分析からは、たしかに教育水準が高い有配偶女性ほど就業を継続

しているが、離職して無業となった場合、再就職の行動と教育水準の間には系統だった関

係は見出せない。就業継続の段階と再就職の段階で、教育水準の影響は非対称的であると

考えられる。明示的か明示的でないかに関わらず、クロスセクションのデータによる実証

分析において過去の就業状態と現在の就業選択が独立であるという仮定されていることに

は、問題があることが示唆される。 
 次に、結婚コホートごとに見た有配偶女性の就業継続と再就職の関係であるが、90 年代

に入り育児休業制度の普及や保育施設の充実が政府の施策として図られたが、育児休業法

が施行された 1993 年以降とそれ以前では、就業継続に有意な差は見出せなかった。個別の

企業では、育児休業法により継続就業が促進された可能性はあるが、90 年代における不況

の影響により、その効果は相殺されたのではないかと推測される。 
再就職においては、1980 年代後半から 1990 年代初頭にかけて、有意に正社員として再

就職が起こる確率が高まった。しかし、正社員としての再就職が起こる確率の上昇は、景

気が低迷した 93 年以降観察されていない。80 年代後半において正社員としての再就職が拡
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大したのは政策の影響というよりも、労働市場の需給逼迫が労働者に有利な状況となった

ことが要因であるといえよう。また、90 年代になるとパートなどの非正社員として再就職

の確率が高くなっていることが分かる。しかし、このことも、両立支援の結果とは考え難

い。なぜなら末子年齢が 10 歳以上の場合非正社員としての再就職は促進されるが、主な保

育政策の対象となる 10歳未満の子供がいる場合において再就職が起こっているわけではな

い。 
 以上の分析から、90 年代において、仕事と育児の両立に対して様々な施策が行なわれた

が、就業継続の局面においても再就職の局面においても正社員としての雇用状況は改善さ

れていない。よりいっそうの就業継続への政策的支援と仕事と育児の両立のための支援が

望まれる。しかし、それ以上に問題であると考えられるとは、有配偶女性にとっての再就

職の局面において、教育水準や正社員としての就業年数が十分評価されていないことであ

ろう。フルタイム労働とパートタイム労働に関わらず、教育や就業経験など過去に蓄積さ

れた「人的資本」が十分に評価される雇用環境を作ることが、再就職支援として望まれる。 
 
 
 
補論：競合リスクの離散時間イベント・ヒストリー分析に関する多項ロジットモデルアプ

ローチについて 
競合リスクのイベント・ヒストリー分析において、この互いに競合するイベントの生起

のリスクに観察されない異質性が存在すると、それぞれのハザード率の推計に偏りが生じ

る。だが、競合するイベントのハザード率のパラメータがイベントごとに独立に定まり、

かつ観察されない異質性があるときはそれがハザード率間で独立であるならば、当該イベ

ント以外のイベントをセンサーされたものとみなし、個別にイベント・ヒストリー分析を

行うことが可能となる(山口 2002,p.66)。連続時間モデルでは、時点 t において互いに独立

のイベントAとイベントBが同時に起こる確率が無視できるほど小さいと考えられるため、

リスク期間が月単位となる場合のように連続時間として扱える時には、この独立の仮定は

成立すると考えられる。しかし、年単位のような離散時間のモデルでは互いのハザード率

が独立であるという仮定は成立しない。よって、われわれの分析は年単位の人年データを

用いており個別のイベントについてのイベント・ヒストリー分析を行うことができない。 
しかし、離散時間モデルとして、競合リスクのイベント・ヒストリー分析を行う場合に

おいて、互いに独立なイベントが IIA(independence of irrelevant alternative：無関係な他

の事象からの独立性 )の仮定を満たす場合において、離散時間多項ロジットモデル 
(discrete-time multi-nominal logit model)を用いて分析を行うことができる (山口 2002)。 
再就職の分析における IIA の仮定についての説明をする。 tP1 を、時点 t 以前に無業であ

った者が時点 t において正社員へ就業移動を行なう確率とする。また、同様に、 tP2 は、無

業であった者が時点 t において正社員へ就業移動を行なう確率である。そして、時点 t にお
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いて就業移動のイベントが生起しない確率を tP0 とすると、 ttt PPP 210 1 −−≡ となる。ここ

で、 tP1 / tP0 の値が tP2 の値に依存しない場合、正社員への就業移動というイベントは、非正

社員への就業移動というイベントからの条件付で独立となる。そして、 tP2 / tP0 の値が、 tP1
の値に依存しない場合、非正社員への就業移動というイベントは、正社員への就業移動と

いうイベントからの条件付で独立となる。この二つの、条件付の独立性の仮定が満たされ

ている場合、正社員への就業移動のイベントと、非正社員への就業移動のイベントは IIA の
仮定を満たす。IIA の仮定を満たす場合において、競合リスクのイベント・ヒストリー分析

に離散時間多項ロジットモデルを用いることができる。われわれの就業移動の分析がこの

IIA の仮定を満たしているかどうかは自明ではないが、松浦・滋野(2001)は、ネステッドロ

ジットモデルを用いたクロスセクションの就業選択の分析を行なった結果、正社員と非正

社員の就業選択は、IIA の仮定が満たされているとしている。 
では、先ほどの tP1 、 tP2 、 tP0 について、分析に用いた離散時間多項ロジットモデルの説

明を行なう7。 tx  は時間依存変数を含む説明変数ベクトルであり、 jβ  (j=0,1,2)は係数ベク

トルとなる。 jta  は、ベースラインハザード関数である。また、個人(i)の添え字は省略す

る。 
( )
( )∑ ∑

∑

=

′+

′+
= 2

0

exp

k
tkkt

tjtj

jt

xa

xa
P

β

β
    j=0,1,2                   (1) 

ここで、 ttt PPP 210 1 −−≡ と定義されるので、 

( ) ( )ttttt
t xaa

P
∑∑ ′++′++

=
2211

0 expexp1
1

ββ
       (2) 

( )
( ) ( )∑∑

∑
′++′++

′+
=

tttttt

ttt

t xaxa

xa
P

2211

11

1 expexp1

exp

ββ

β
        (3) 

( )
( ) ( )∑∑

∑
′++′++

′+
=

tttttt

ttt

t xaxa

xa
P

2211

22

2 expexp1

exp

ββ

β
       (4) 

となる。 
                                                  
7 再就職の分析では、時点 t において tP1 を正社員としての就業移動の生起確率、 tP2 を非正規社

員としての就業移動の生起確率、 tP0 をイベントとしての就業移動が発生しない無業となる確率

であるが、就業継続の分析では、 tP1 は正社員から離職して無業となる就業移動の生起確率、 tP2
は正社員から非正社員への就業移動の生起確率、 tP0 は就業移動を行なわずに正社員としてとど

まり続ける確率となる。 
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そして、(2)、(3)、(4)式から以下の同時回帰式が与えられる。 

tjjt
t

jt xa
P
P

∑ ′+=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
β

0

log   j=1,2          (5) 

これにデータを当てはめ、最尤法でそれぞれの係数を推計した。また、スタンダード・エ

ラーの推計は、同一サンプルが繰り返し出現することによる不均一分散を修正するため、

ロバスト・スタンダード・エラーを推計した。 

jta は、ベースラインハザード関数であるが、ベースラインハザード関数とはイベント生

起確率の時間依存の形状について特徴を現している。このベースラインハザード関数に特

定の関数を置かないコックスモデルなどがあるが(Cox 1972)、離散型のモデルではこのベー

スラインハザード関数に単調増加の関数を仮定するワイブルモデルや二次関数の形状を仮

定するモデルがよく用いられる。本章では、ベースラインハザード関数として、スプライ

ン関数を用いている。これは、特定の関数の形状を仮定せず、リスク継続期間を任意の時

間区分に分けることで(knot と呼ばれる)、より自由な形状の関数を仮定することができる

(Janet and Bradford 2004)。 
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図１　一般労働者における男女間賃金格差（男性＝100%）と

女性パートタイム労働者と女性一般労働者の賃金格差

(一般労働者＝100% )
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出所：『賃金センサス』
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労働者の賃金格差

図2　配偶関係別女性の労働力率
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出典：『労働力調査』より作成 
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表　１ 　有配偶女性の雇用就業の変化

パ ー ト アルバイト

1981年 786 － 512 273 246 207 39 27
1986年 925 885 518 367 337 308  29  30 
1991年 1086 1027 529 498 460  420  40  38 
1997年 1188 1115 540 576 528  487  41  48 
2000年 1189 1130 506 624 576 529 47 48

出所：『労働力調査特別調査』(各年)

女性有配偶
雇用者

役員を
除く

雇用者

正規の
職員

・従業員

非正規の
職員

・従業員
パート・

アルバイト
派遣・契約・
嘱託・その他

 
 
 
 

Mean Std. Dev. Min Max Mean Std. Dev. Min Max

spline　変数
1～2年 0.39 0.67 0 2 0.29 0.63 0 2
3～5年 0.78 1.59 0 5 0.94 1.73 0 5
6～10年 1.63 3.25 0 10 2.18 3.59 0 10
11～15年 1.83 4.53 0 15 1.91 4.58 0 15
16年以上 3.35 7.79 0 33 2.82 7.23 0 32

正社員経験年数 4.98 3.22 0 17 4.47 3.12 0 22
非正社員経験年数 0.26 0.66 0 4 0.21 0.83 0 10

本人教育水準 13.19 1.55 9 16 12.59 1.52 9 16
配偶者教育水準 13.18 2.32 9 18 13.32 2.42 9 18

子供数 1.08 1.12 0 4 1.31 0.98 0 4

末子年齢ダミー
０－２歳 0.25 0.43 0 1 0.37 0.48 0 1
３－６歳 0.14 0.35 0 1 0.19 0.39 0 1
７－９歳 0.07 0.25 0 1 0.07 0.26 0 1
10－15歳 0.08 0.27 0 1 0.07 0.26 0 1

結婚年
72年以前 0.15 0.36 0 1 0.20 0.40 0 1
73-85年(レファレンス 0.52 0.50 0 1 0.45 0.50 0 1
86－92年 0.21 0.41 0 1 0.22 0.41 0 1
93年以降 0.12 0.32 0 1 0.13 0.33 0 1
人年
KHPS2004より作成

表２　基本等計量
結婚時正社員 結婚時無業

1884 4109
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結婚時正社員
無業へ移動 164 (48%)
非正社員へ移動 40 (12%)
移動せず 136 (40%

計(結婚時正社員の人数) 340 (100%)
結婚時無業

正社員へ移動 51 (12%)
非正社員へ移動 147 (35%)
移動せず 225 (53%)

計(結婚時無業の人数) 423 (100%)
KHPS2004より作成

表３　結婚時の就業状態からの移動

 

 
 

正社員経験年数 0.02 *
非正社員経験年数 -0.25 *

本人教育年数 0.23 ***
配偶者教育年数 -0.04

結婚コホート
72年以前 -0.17
73-85年(レファレンス)
86－92年 -0.16
93年以降 -0.12

定数項 -2.83 ***
標本数 763
Log likelihood -505.29

　** …有意水準0.01　, * …有意水準0.05  ,+ …有意水準0.1

結婚時正社員
vs.

無業

表４　結婚時点における就業状態に
関するロジット分析
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spline　変数
1～2年 -0.13 -0.49 0.56 0.61 *
3～5年 -0.17 + -0.49 ** 0.17 0.22 +
6～10年 -0.19 ** -0.36 ** 0.01 0.08
11～15年 -0.10 * -0.27 ** 0.03 0.11 **
16年以上 -0.04 -0.28 ** 0.05 0.05 +

正社員経験年数 -0.02 -0.02 -0.07 -0.06 *
非正社員経験年数 -0.13 -0.56 + 0.02 0.08

本人教育年数 -0.15 * -0.26 + -0.07 -0.05
配偶者教育年数 0.09 * 0.15 -0.05 -0.09 *

子供数 -0.28 0.29 -0.06 0.18

末子年齢ダミー
０－２歳 -0.79 + -1.72 -0.34 -0.29
３－６歳 -0.50 0.92 0.10 0.45
７－９歳 -1.13 0.07 1.10 + 0.07
10－15歳 -1.08 2.26 + 0.44 0.71 *

結婚コホート
72年以前 -0.52 + -0.46 0.44 -0.28
73-85年(レファレンス)
86－92年 -0.01 1.37 ** 0.99 * 0.37
93年以降 0.37 1.12 * -0.26 0.82 **

定数項 -0.29 -1.25 -3.40 * -2.68 **
イベント発生数
人年
標本数
Log likelihood 

① ②

表５　有配偶女性の就業継続と再就職に関するイベント・ヒストリー分析：①結婚時におい
て正社員のサンプルが無業もしくは非正社員へ就業移動、②結婚時無業であったサンプルが
正社員もしくは非正社員へ就業移動、それぞれについての離散時間多項ロジット分析

結婚時正社員 結婚時無業
無業へ移動 非正社員へ移動 正社員へ移動 非正社員へ移動

164 40 51 147

-864.96
ロバスト・スタンダード・エラーを推計

　** …有意水準0.01　, * …有意水準0.05  ,+ …有意水準0.1

1884 4109
340 423

-637.00

 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




