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この報告書は、労働政策研究・研修機構（JILPT）において平成 23 年度研究テーマの一つ
として取り組んだ、JILPT「多様な就業形態に関する実態調査（事業所調査・従業員調査）」
（平成 22 年 8 月実施）の結果データの再分析研究の結果をとりまとめたものである。
同調査は、前年の平成 22 年度研究の一環として実施され、その結果は、労働政策研究報
告書№132「非正規雇用に関する調査研究報告書」
（平成 23 年 4 月）や JILPT 調査シリーズ№
86「JILPT『多様な就業形態に関する実態調査』」
（同年８月）として既に公表しており、所期
の目的は一応果たしたものである。
しかしながら、この調査は総合的な調査であり、正規・非正規を通じた雇用・就業形態別
にかなり詳細なデータが収集されており、さらに活用できる余地が多く残されていると考え
られた。そこで、調査の実施を担当した JILPT の研究員を中心として、これに非正規雇用に
関して先取的な考察をされている 2 名の JILPT 外部の研究者（脇坂・学習院大学教授及び奥
西・法政大学教授）の参加も得て、それぞれの問題関心をベースに論点を選定し、当該デー
タの再分析に取り組むこととしたものである。結果として選ばれた論点は、非常に新奇性あ
ふれるものから古くからあるものまで含まれている。
この報告書が、政策担当者や労使関係者をはじめとして、この問題に関心を持たれる方々
によって広範囲に活用され、政策論議の活性化の一助となることを期待するものである。

2012 年 3 月
独立行政法人 労働政策研究･研修機構
理事長
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