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日本における男女間の賃金格差

三好 向洋
柳田 征児

� はじめに

日本の女子の平均賃金を男子の平均賃金と比較すると著しく低く、先進国の中ではその格差は最も大きい。�こ

の格差が労働市場にある女性差別から生まれているという仮説は、実証分析で確かめる必要があると考えられる。

この仮説の検定のためには、賃金や就業状態に影響を与える特性の情報を含むマイクロデータが必要になるが、そ

のような十分な情報を提供するマイクロデータはこれまでは入手困難であった。

ここで我々が利用可能な慶應家計調査は、賃金や就業状態に影響を与える特性を十分に含んでいる。この章の

目的は、そのデータをもとに、賃金格差が男性と女性の特性の差だけでは説明できないという仮説を検定するこ

とである。労働市場に女性差別がなければ、同じ特性を持つ男性と女性はそれぞれ同じ賃金を受け取るはずであ

り、賃金格差は男性と女性の特性の差だけで説明が可能になるからである。

上の目的を達成するために、ここでは以下のような方法を用いる。男性と女性でそれぞれ賃金関数を推定し、そ

れぞれの賃金関数の係数が有意に異なるという仮説検定を行うのである。賃金格差が男性と女性の特性の差だけ

で説明が付くのであれば、それぞれのサンプルで推定された賃金関数は同じ係数を持つことが期待されるという

ことがこの方法の前提となっている。賃金関数を推定する際には、就業して実際に賃金を受け取っている者のみ

を対象にすると、信頼できる推定結果が得られない可能性があることが知られている�ので、この章では、就業を

するかしないかという選択を考慮に入れる推定方法もあわせて行う。

日本の男女間の賃金格差に注目した研究はこれまでも樋口 ������をはじめとして多くの実証研究が存在してい

るが、この章での研究はそれら先行研究と比較して次のような特徴をもつ。まず、慶應家計調査の特徴である豊

富な就業履歴の情報を活かしているという点である。労働市場でどのような経験を積み人的資本を蓄積してきた

かという情報は賃金関数の推定に際し重要な情報であるが、これまでの日本のマイクロデータではそのような豊

富な情報は入手困難であり、年齢や勤続年数を人的資本の蓄積の代理変数として用いざるを得なかった。この研究

では現在勤めている職場以外での労働経験が何年存在するかという情報や、正規雇用者として、あるいは臨時雇

用者として何年労働経験があるか、また、職に就いていない年数が何年あるかという情報を利用することができ

るので、それらの情報を十分に利用した信頼性の高い賃金関数を推定し、信頼性の高い仮説検定を行うことがで

きる。次に、先行研究ではデータの制約上考慮されてこなかったサンプルセレクションバイアスを十分に考慮し

ているという点である。具体的には、就業状態を考慮に入れた、�����	
 ������ の方法を用いた賃金関数の推定

もあわせて行い、更に信頼性の高い仮説検定を行っている。

この章の構成は以下のとおりである。節では先行研究のサーベイを行い、�節では先行研究と同様の推定方法

を用い、同じ特性を持つ男女がそれぞれ同じ賃金を受け取っているかという仮説の検定が行われる。�節では、サ

ンプルセレクションバイアスを考慮したうえで同じ仮説の検定が行われる。�節では、結論がまとめられる。

� 先行研究のサーベイ

上に述べたような、日本における男女間の賃金格差はこれまでの先行研究でも注目を集めてきた。まず、樋口

������は日本における終身雇用制度に注目し、勤続年数が賃金に大きく影響をあたえるような賃金構造の中では、

出産などで一時的に労働市場を離れることの多い女性は、そうでない男性と比較して低い賃金を受けざるを得な

������� ���	
� を参照。��	� 年の男子の平均賃金を ��� とすると、女子の平均賃金はスウェーデンが ��、イギリスが � であるのに対
し、日本は 
� である。

�������� ����� を参照
�



いということを実証分析によって明らかにしている�。

上で述べた平均賃金の差は、男女それぞれの平均的な特性の差から生じるものと、同じ特性であっても評価が異

なるために生じるものの つに分けられる。��	�	�	 ������は、賃金の差が生まれる要因として、男女それぞれ

の平均的な特性の差から生まれるものと、同じ特性であるのに評価が異なるために生じるものとを要因分解する

手法を確立した。�以下では、この方法を日本の賃金関数に適用し、同じ特性であっても評価が異なるために生じ

る賃金格差の存在を明らかにした研究を �つ紹介する。樋口 ������ は ����年から ����年の『賃金構造基統計調

査』の個票データを用い一般労働者について男女間の賃金格差を要因分解し、特性が同一でも評価が異なるため

に生じる格差が存在することを明らかにした。特性の中でも、年齢に対する評価の差によるものが最も大きいと

している。永瀬 �����は ����年の『就業形態の多様化に関する調査』の個票データを用い、非正規雇用者も含

めて男女間賃金格差を要因分解し、これも特性が同一であるのに評価が異なるために生じる格差の存在を明らか

にしている。ここでも年齢の賃金に与える評価の差によるものが最も大きいとしている。中田 ������は ����年

の『賃金構造基本統計調査』および ���年の『賃金労働時間制度等総合実態調査』の個票データを用い、一般労

働者について男女間賃金格差を要因分解し、同じ特性であるのに評価が異なるために生じる賃金格差の存在を明

らかにしている。ここでも年齢が賃金に与える評価の差によるものが最も大きいとしている。

上で述べたようなこれまでの研究は、データの制約上の問題から年齢や経験年数などの労働市場における人的

資本の蓄積を示す変数を十分に利用していなかった。しかし永瀬 �����が指摘しているように、より詳細な経験

年数、例えば現在の職場以外で何年働いているか（以下では外部実経験年数と呼ぶ）や、人的資本が減耗している

と考えられる、どの職場にも就いていない期間、�以下では離職経験年数と呼ぶ�も必要になると考えられる。こ

の研究では個人の就業履歴に関する情報が豊富な慶應家計調査のデータを利用しているため、それらの情報を適

切に利用して仮説検定を行う。

サンプルセレクションバイアスを考慮するこの研究では就業状態に注目するが、就業状態に注目した研究とし

ては、既婚者では男性が家計の主たる働き手となることが社会通念上多いということに注目した武内 �����など

の実証分析が存在する。これは既婚女性の就業率が夫の収入と負の相関があるというダグラス�有沢の法則を検定

しているものであるが、この法則は、小原 �����などによって、近年成り立たなくなっている可能性も指摘され

ている。

� 実証分析

本研究では『慶應家計調査』����年�の個人の履歴データを用いて、外部実経験年数および離職経験年数を新

たに加えることで賃金格差の推計を行う。実証分析で対象とするサンプルは、『慶應家計調査』����年�の調査対

象サンプルとその配偶者サンプルのうち、��歳から ��歳までの 正規雇用者と非正規雇用者に限定し、企業経営

者や自営業者などは分析対象から除外している。それ以外の年齢のものだと定年などの異なる就業決定要因が生

まれうるからであり、また自営業者だと受け取っている収入が労働の対価とはみなしにくいからである。推計にも

ちいたデータの記述統計は表 �にまとめられている。

ここで推定に用いるモデルは以下のとおりである。

��� � �� � �� ���

これは片対数の賃金関数、いわゆるミンサー型賃金関数であり、それぞれの説明変数が �単位増加した時の限

界効果を計測することを目的としている。 ��� は時間あたり賃金率 の自然対数値、 � は各変数の係数、 � は

説明変数、�は誤差項である。このモデルは定数項も含む。説明変数のダミー変数には、就業形態ダミー、学歴ダ

ミー、企業規模ダミー、産業ダミー、地域ダミーを用いている。説明変数の連続変数には、人的資本の蓄積の度

合いを示す年齢や勤続年数、外部実経験年数や離職経験年数を使用可能であり、その組み合わせは幾つか考えら

れるが、ここでは以下の �つの組み合わせを用いている。

�その他、�������� ��� ������� ������ を参照
�ここでは、勤続年数という特性を例としてあげる。出産などで一時的に労働市場を離れることの多い女性は、男性に比べて勤続年数が低

くなる傾向がある。平均賃金の差の要因として、この勤続年数の差のような特性の差から生まれるものと、勤続年数が同一であっても勤続年
数に対する評価が男女で違うためにおこるものの二つが考えられるということである。

�堀 ������ は、この分解を男性加重で要因を推計するか女性加重で要因を推計するかによって格差の説明力が異なることを指摘している。
堀 ������ は ���� 年と ���� 年の『賃金構造基本統計調査』の個票データを用い、パート労働者も含めて男女間賃金格差を計測し要因分解を
行っている 。





� 推計 �：年齢・勤続年数

� 推計 ：外部正規雇用経験年数・外部臨時雇用経験年数・勤続年数・離職経験年数

� 推計 �：外部正規雇用経験年数・外部臨時雇用経験年数・正規雇用勤続年数・臨時雇用勤続年数・離職経験

年数

推計 �は先行研究との照合を目的としたものである。推計 は年齢の代わりに外部実経験年数と離職経験年数

を用いて、外部経験の効果を詳細に計測することを目的としている。推計 �は推計 をの勤続年数を「正規雇用

勤続年数」と「非正規雇用勤続年数」に置き換え 、勤続年数の効果も詳細に計測することを目的としている。そ

れぞれの推定結果は表 にまとめられる。これらの賃金関数から得られた係数、およびそれぞれ使用した変数の

平均値を用いて、�	�	�	 	
� �	
��� ������の方法に基づく要因分解を行い、同じ特性であるのに評価が異なる

ために生じている賃金格差の存在を明らかにする。要因分解に用いた方法は以下の通りである。

男性の平均賃金を��女性の平均賃金を� �、それぞれの賃金関数で用いた説明変数の平均値をそれぞれ�����、

係数を ����� とかくと

���� � ����� ��

��� � � ���� � ���

とかける。すると、

���� � ��� � � ����� � ��� ��� ��
� � �� � � ��� ��� ��

�� ���

となる。ここで �� は男性・女性のサンプルの違いはあるが、労働市場に差別が存在しないという仮定をおき、男

女共通の評価を示す値として用いるものである。ここでの右辺が ���� � ��� � を �つの要因に分解したもので

ある。第 �項と第 項は同じ特性であるのに評価が異なることから生まれている賃金格差を表すものであり、第 �

項は男女それぞれで平均的な特性が異なることから生まれる格差である。特に第 �項は男女共通の評価に比べて

男性がどれだけ高い評価を受けているか、第 項は男女共通の評価に比べて女性がどれだけ低い評価を受けてい

るかを示したものである。これらの項を左辺の ���� � ��� � で割った値を、表 �に評価の格差、および特性の

格差として掲載している。

推計結果は表 に示されている。カイ自乗検定の結果より、推計 �、推計 、推計 �のいずれからも男女それぞ

れで賃金関数の係数が同一であるという仮説は棄却される。したがって先行研究と同様の方法をとっても、先行研

究より人的資本の蓄積の経路に対し詳細な情報を用いている推定方法でも労働市場に女性差別がある可能性を否

定できないことがわかる。このなかで最も人的資本の蓄積の経路に対し詳細な分類を用いている推計 �をみると、

男女間の賃金評価の格差の原因として大きいものは、外部正規雇用経験年数、正規雇用勤続年数であると推測さ

れる。逆に、評価の格差を縮小させるものは、離職経験年数である。評価の格差にあまり影響しないのが、臨時

雇用経験年数、非正規雇用勤続年数である。

表 の推定結果から賃金格差の要因分解をしたものが表 �にまとめられている。推計 �をもとにした要因分解

を見ると、平均値でみた男女間賃金格差のうち、���は特性の差から生じるものであることがわかる。つまり、特

性が男女で同一であれば、平均男女間賃金格差は ���解消されることになるということである。残りの ���が、

同じ特性であっても評価が異なることから生じる格差、つまり女性に対する賃金差別となる。離職経験年数につ

いては、ここではむしろ男性のほうが不利な評価を受けること �����がわかる。勤続年数についてみると、正規

雇用勤続年数の評価からは、女性に対する差別があることが示唆 ������される。特性が同一なのに評価が異な

ることから生まれる格差の要因として、最も大きいのが外部正規雇用経験年数（��）であり、次いで正規雇用勤

続年数（���）、企業規模（���）である。

以上より、賃金関数を推定した結果日本の労働市場に女性差別が存在する可能性が否定できないことがわかっ

た。以下では、サンプルセレクションバイアスを考慮した上で同様の検定を行う。

�



� サンプルセレクションバイアスを考慮した仮説検定

ここでは、上の推定結果が以下に述べるサンプルセレクションバイアスにより一致統計量を得られていない可

能性を考慮して、以下のような方法で仮説を検定することを考える。ここで用いるモデルは以下のとおりである。

��� � 	�

�
� ��� �� � ���
�

� � ��� �就業の選択�

�� � �

�� � ��� �賃金の決定�

	� � �
�

�� �
�

��
�� ����	�� � ����	�� � ��

����� 	�� � のみが観察可能 ���

ここで、�� が労働をするかを表す変数 �労働をしている���それ以外���、��が賃金、	� は労働を行うかどうかに

影響を与える変数である。例えば、世話が必要な乳幼児がいるかどうかという変数であったり、あるいは学歴など

賃金に影響を与える変数がその候補となる。ここで ��� は市場で労働を提供した時の効用と家庭にいるときの効用

の差と解釈することができる。また、� は賃金に影響を与える変数で、例えば学歴や、それまでにどれくらい労

働を経験したことがあるかといった変数がその候補となる。

上のように、市場で提示される賃金全てが観察できず、労働を実際に行っているもののみの賃金しか観察できな

いことを、サンプルセレクション問題という。�上では �� でなく、���� しか観察できないということ。�サンプル

セレクションの問題があるときに、問題がないと仮定して最小自乗法で推定をおこなうと、一致性が一般には満

たされず、つぎのように偏りが生じることが示される。

����	� � � �� � ���� � ��	� � � �� � �� �����	� � � �� � �� �����	� � � �	�
� �� ��

ここで示されている推定量の偏りは、���が 	と独立のときだけ、����	� � � �	�
� � ����	� � �となって消滅

する。この偏りを消す方法は、 !!�
�"�を参照。

ここでは �����	
 ������に従い、�����	
の二段階推定方法として知られる推定方法を用いて男女それぞれ

賃金関数を推定し、仮説を検定する。ここで分析の対象になるのは、��歳から ��歳までの正規雇用者と非正規雇

用者であり、企業経営者や自営業者、また学生は分析対象から除外している。��歳以上や学生だと定年などそれ

以下の年齢のものと異なる就業決定要因が生まれうるからであり、また自営業者だと受け取っている収入が労働

の対価とはみなしにくいからである。さらに、既婚者であれば就業をするかいなかの選択に影響をあたえる要因

が多く観察できるため、既婚者のみに限定した推定をあわせて行っている。�

賃金関数の被説明変数としては上と同様に時間あたり賃金率の対数値を取り、また、就業決定関数の説明変数と

しては昨年仕事を全く行ったことがなければ �� そうでなければ �というダミー変数を作成して用いている。賃金

関数の推定には上の推計 �と同じ説明変数を用いている。また、就業決定関数の説明変数としては、�

� ��外部正

規雇用実経験年数、その自乗、外部臨時雇用実経験年数、その自乗、離職経験年数、その自乗、学歴、�歳��歳の

子供の数、�歳未満の子供の数�配偶者の �年間の平均収入、配偶者の変動収入 ��配偶者の去年の年収�配偶者の

平均年収�、配偶者が配偶者手当を受け取っているかのダミー。世帯の純資産�という説明変数を用いている。こ

れらの変数の記述統計が表 �にまとめられている。この表から、男性と女性の学歴構成にはそれほど差がないの

にもかかわらず、就業を選択する人数に大きな差が出ていることを読み取ることができる。

就業するかどうかを推定した結果が表 �に、賃金関数を推定した結果が表 �にまとめられている。表 �から、男

性と女性でそれぞれ就業を選択する要因が異なることがわかる。また、表 �の逆#"$$�比から、男性に関してはサ

ンプルセレクションバイアスの問題を否定できないことがわかる。それをふまえて、それぞれの推定結果から係

数が同一であるかという %&�'型のカイ自乗検定を行うと、男性と女性の賃金関数の係数が同一であるという証

拠を得られない。�したがってサンプルセレクションバイアスを考慮した上でも男女賃金格差は、男女それぞれの

特性の差だけでは説明できるとはいえず、労働市場において女性差別が行われている可能性は否定できないこと

がわかる。

�このようにサンプルを限定することで、別のサンプルセレクション問題が生じる可能性がある。例えば、結婚をするものとしないもので
能力に差がある可能性から、賃金に差が生まれうるなどの問題である。しかし、ここではとりあえずその問題は考慮しない。

�ここでのテストは男性と女性の行動が独立であるとの仮定をおいた上で行っている。しかし、ここでは既婚者の男性女性をサンプルにとっ
ているので、そのような仮定が満たされないことが考えられるが、ここではそれを考慮していない。

�



� まとめ

この章での推定結果から、先行研究より詳細な情報を用いた上でも、サンプルセレクションバイアスを考慮し

た上でも男女賃金格差は男女それぞれの特性の差だけでは説明できないことがわかった。この結果より、労働市場

において女性差別が行われている可能性は否定できないことがわかる。

�����	
�

推定量の偏り����	� � � �	�
�をうまく消すことを考えるために、つぎのような展開を行う。��� � %�(��� ������ �

� ������� � � ���とおいて、また、����	�� � ����	�� � �が仮定されていたことから、

������ 	� � ������
�

� � � ��

を仮定すると、

����	� � � �	�
�

�������
�

� � �����	� � � �	�
�

�������
�

� ����������	� ���� � �	�
����

���� � �������	� ���� � �	�
�����

を導くことができる。さらに、�が平均０、分散 �� の正規分布に従うと仮定し、� � %����� ��とおくと、

��� � ��	
�
�����)�	

�
����

を導くことができる。ただし、��)はそれぞれ正規分布の確率密度関数と分布関数を表す。これは一般に、� �

����� � ��でないと消滅しないので、つぎのような方法をとる。

ここでは最小自乗法で推定するために、上の偏りを説明変数に持ってくることで対処することを考える。まず、

��	�
���� � ��	�
�����)�	
�
����

とおく。次に、���
� ��	�

��� �とおいて、����を �� ��
�

�� ���
��で最小自乗推定することで、一致推定量 � � � *�� *����

�

を得ることができる。これは、�����	
+� ,'��-.	/� 0�."�	.�1とよばれ、まず !1�2".を用いて 
を推定し、そ

の推定された 
を用いて � � � *�� *����
� を推定する方法が �����	
の 段階推定法として知られるものである。

このような方法を既婚者の男女それぞれに行う場合、一段階目の就業を行うかそうでないかという選択は夫婦

間で独立でないことが想定されるため、2"3	1"	.� !1�2".や同時 !1�2".を行い、同時性の問題を解消するという方

法が考えられるが、ここではそのような方法を取っていない。
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厚生労働省雇用均等・児童家庭局．

�



男性 女性

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差

時間あたり賃金率 ���5� ���5� ����5� ���5�

時間あたり賃金率（対数値） �5� �5� �5� �5�

年齢 ��5� ��5� ��5� ��5�

外部正規雇用経験年数 �5 �5� �5� �5�

外部臨時雇用経験年数 �5� 5� �5� �5�

勤続年数 ��5� ��5� �5� �5�

正規雇用勤続年数 ��5� ��5� �5� �5�

臨時雇用勤続年数 �5� �5 5� �5�

離職経験年数 �5� �5� �5 �5�

中卒 �5�％ �5％

高卒（基準） ��5�％ ��5�％

短大・高専卒 �5�％ �5�％

大卒 ��5％ ��5�％

大学院卒 �5�％ �5�％

専門学校卒・その他 �5�％ �5�％

正規雇用者（基準） �5�％ ��5�％

サンプル数 ��� ���

表 �F 記述統計

�



被説明変数�時間当たり賃金率の対数値 推計 � 推計 � 推計 �
男性 女性 男性 女性 男性 女性

年齢 �������� �����
	�����
 	�����


年齢２乗 ��������� ��������
	�����
 	�����


外部正規雇用経験年数 �������� ���� �������� �����
	�����
 	�����
 	�����
 	�����


外部正規雇用経験年数２乗 �������� ����� �������� ������
	����
 	�����
 	����
 	�����


外部臨時雇用経験年数 ���� ���� ���� ����
	�����
 	����
 	�����
 	����


外部臨時雇用経験年数２乗 ����� ������ ����� ������
	�����
 	�����
 	�����
 	�����


勤続年数 �������� ���� �������� �����
	�����
 	�����
 	�����
 	�����


勤続年数２乗 ������ �������� ��������� �������
	�����
 	�����
 	�����
 	�����


非正規雇用ダミー ������� ��������� ������ �������� ������ ������
	�����
 	����
 	�����
 	���
 	�����
 	�����


正規雇用勤続年数 �������� �������
	�����
 	�����


正規雇用勤続年数２乗 ��������� �����
	�����
 	�����


非正規雇用勤続年数 ������ �����
	�����
 	�����


非正規雇用勤続年数２乗 ����� �����
	�����
 	�����


離職経験年数 �������� ��������� ������� ��������
	�����
 	�����
 	�����
 	�����


離職経験年数２乗 ������� �������� ������� ��������
	�����
 	�����
 	�����
 	�����


中卒 ������� ������ �������� ����� �������� ����
	�����
 	����
 	�����
 	�����
 	�����
 	�����


短大・高専卒 ������ ������� ������� ������� ������� ������
	����
 	����
 	����
 	����
 	����
 	����


大卒 �������� �������� �������� �������� �������� �������
	�����
 	����
 	�����
 	�����
 	�����
 	�����


大学院卒 �������� �������� �������� �������� �������� ��������
	�����
 	�����
 	�����
 	�����
 	�����
 	�����


専門学校卒・その他 ���� ������ ������ ������ ������ ������
	�����
 	�����
 	�����
 	�����
 	�����
 	�����


�������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
	�����
 	����
 	�����
 	�����
 	�����
 	�����


������������ ��� ��� ��� ��� ��� ���
��������� ��� ���� ��� ���� ��� ����
�
�統計量 �������� �������� ���������

表 F 推定結果
 ����!
	�
 括弧内は"#���の標準誤差を示す
	�
 �$ ��$ ���はそれぞれ有意水準 ��%$�%$�%を示す
	�
 説明変数には他に企業規模、産業、地域のダミー変数を含めており、掲載は省略している
	
 �� 検定統計量 は、男女間の係数との差の検定を示したものである
	�
 各経験年数と勤続年数については、係数の数値を見やすくするために �&�年を単位として用いている

�



評価の格差 特性の格差

推計 � 推計  推計 � 推計 � 推計  推計 �

要因の合計 �％ ��％ ��％ ��％ ��％ ��％

年齢 ��％ � � �％ � �

外部正規雇用経験年数 � �％ �％ � �％ �％

外部臨時雇用経験年数 � ��％ �％ � �％ ��％

勤続年数 ��％ �％ � ��％ ��％ �

正規雇用勤続年数 � � ��％ � � �％

臨時雇用勤続年数 � � �％ � � ��％

離職経験年数 � ��％ ��％ � ％ �％

非正規雇用 ���％ �％ �％ �％ �％ �％

学歴 ��％ ��％ ��％ ��％ �％ �％

企業規模 ��％ ��％ ��％ �％ �％ �％

産業 ���％ ���％ ���％ �％ ��％ ��％

地域 ��％ ��％ ��％ ％ ％ ％

定数項 ���％ ���％ ��％ � � �

観察値格差 ��5�％

平均値格差 ��5�％

表 �F 平均値格差（�����に占める要因

�



男性 女性 既婚男性 既婚女性

(	1"	2$� #�	
 -.�5 :�35 #�	
 -.�5 :�35 #�	
 -.�5 :�35 #�	
 -.�5 :�35

正規雇用経験年数 �5�� �5� �5�� �5�� �5� �5�� �5�� �5��

臨時雇用経験年数 �5�� 5�� 5�� �5�� �5�� 5�� 5�� �5��

離職経験年数 �5�� 5� �5�� �5�� �5�� �5�� ��5�� �5��

中卒 �5��％ �5�％ �5��％ �5��％

短大卒 �5��％ 5��％ �5�％ 5��％

大卒 ��5�％ ��5��％ ��5��％ �5��％

大学院卒 �5��％ �5��％ �5��％ �5��％

専門学校卒 �5�％ �5�％ �5�％ �5�％

配偶者平均年収 ��5�� ���5�� ���5�� ���5�� ��5�� ���5�� ���5�� ���5��

配偶者変動年収 �5� �5� ��5� ��5�� �5�� ��5�� ��5�� �5�

配偶者手当受領 5��％ ��5��％ �5��％ ��5��％

純資産 ���5�� ����5�� ��5�� ����5�� ���5�� ���5�� ���5�� ����5��

���才子供の数 �5�� �5�� �5�� �5�� �5�� �5� �5�� �5��

���才子供の数 �5�� �5� �5�� �5�� �5�� �5�� �5�� �5�

サンプル数 ��� ���� ���� ����

うち就業者

時給 ����5� ����5�� ���5�� ���5� ���5�� ����5� ���5�� ����5��

正規雇用勤続年数 �5� ��5�� �5�� �5�� ��5�� ��5�� �5�� �5��

臨時雇用勤続年数 �5�� �5� �5�� �5�� �5�� �5�� 5� �5��

サンプル数 ���� ��� ��� ���

表 �F 記述統計

��



男性 女性 既婚男性 既婚女性

外部正規雇用経験年数 �5��� ��5��� �5�� �5���

��5���� ��5���� ��5��� ��5���

外部正規雇用経験年数２乗 ��5��I ��5� ��5��� ��5��

��5��� ��5���� ��5���� ��5����

外部臨時雇用経験年数 ��5�� �5���III ��5��� �5���III

��5�� ��5���� ��5���� ��5����

外部臨時雇用経験年数２乗 �5��� ��5���III �5��� ��5��III

��5���� ��5��� ��5���� ��5���

離職経験年数 �5��III ��5���III ��5���III ��5���III

��5��� ��5���� ��5���� ��5����

離職経験年数２乗 �5���III �5���III �5���III �5���III

��5���� ��5���� ��5���� ��5����

中卒 ��5��� �5�� ��5���I �5��

��5���� ��5���� ��5���� ��5���

短大・専門学校卒 �5�� ��5��II ��5�� ��5�II

��5���� ��5���� ��5���� ��5����

大学・院卒 ��5��� ��5���III �5�� ��5���III

��5��� ��5��� ��5���� ��5����

配偶者平均年収 ��5��� ��5� ��5�� �5���

��5���� ��5�� ��5���� ��5����

配偶者変動年収 ���5�� ��5���II �5��� ���5���I

���5���� ��5���� ���5���� ��5����

配偶者が配偶者手当を受取っている ��5���I ��5���III ��5��I ��5��III

��5���� ��5���� ��5��� ��5����

世帯純資産 ��5���II �5��� �5���II ��5���

��5���� ��5��� ��5���� ��5���

���才子供の数 ��5���III ��5���III

��5�� ��5��

���才子供の数 ��5���III ��5���III

��5��� ��5����

定数項 5���III �5���III �5��III �5���III

��5��� ��5�� ��5���� ��5����

�2��13	."�
� ��� ���� ���� ����

表 �F ����".一段階目F !1�2".

=�.��F

��� 括弧内は標準誤差を示す

�� I� II� IIIはそれぞれ有意水準 ���������を示す

��� 各経験年数と勤続年数については、係数の数値を見やすくするために �J�年を単位として用いている

��



男性 女性 既婚男性 既婚女性

外部正規雇用経験年数 �5���III ��5�� �5���III ��5���

��5���� ��5���� ��5���� ��5���

外部正規雇用経験年数２乗 ��5��III �5��� ��5�III �5��

��5���� ��5��� ��5���� ��5���

外部臨時雇用経験年数 �5��� �5��� �5��� �5���

��5���� ��5���� ��5��� ��5���

外部臨時雇用経験年数２乗 ��5���I ��5��� ��5��� �5���

��5���� ��5���� ��5���� ��5����

正規雇用勤続年数 �5��III �5��II �5���III �5���III

��5���� ��5���� ��5���� ��5����

正規雇用勤続年数２乗 ��5��� ��5�� ��5��� ��5���I

��5���� ��5���� ��5���� ��5���

非正規雇用勤続年数 ��5���II ��5���III ��5���I ��5���III

��5��� ��5���� ��5���� ��5���

非正規雇用勤続年数２乗 �5��II �5���III �5��II �5���III

��5���� ��5���� ��5���� ��5����

離職経験年数 ��5���III ��5��� ��5���III ��5���

��5��� ��5���� ��5��� ��5���

離職経験年数２乗 �5���II �5��� �5��III �5���

��5���� ��5���� ��5��� ��5���

非正規雇用ダミー ��5��� ��5�� ��5�� ��5���

��5���� ��5���� ��5���� ��5��

中卒 ��5�II ��5�� ��5���I �5���

��5��� ��5�� ��5���� ��5���

短大・高専卒 �5���I �5���II �5��� �5���II

��5��� ��5��� ��5���� ��5����

大卒 �5��III �5���III �5���III �5���II

��5���� ��5���� ��5���� ��5���

大学院卒 �5���III �5���I �5���II �5���

��5�� ��5���� ��5���� ��5����

専門学校卒・その他 ��5�� �5��II ��5�� �5���III

��5��� ��5���� ��5���� ��5���

逆#"$$�比 �5���II �5��� �5���I �5���

��5���� ��5�� ��5���� ��5���

%�
�.	
. �5���III �5���III �5���III �5��III

��5���� ��5��� ��5��� ��5����

�2��13	."�
� ���� ��� ��� ���

��統計量 ���5�III ����5��III

表 �F ����".二段階目F �9-

=�.��F

��� 括弧内は標準誤差を示す

�� I� II� IIIはそれぞれ有意水準 ���������を示す

��� 説明変数には他に企業規模、産業、地域のダミー変数を含めており、掲載は省略している

��� �� 検定統計量は � ��� � �� ��(	1� �(	1� ���� � �� �
� として計算した

��� 各経験年数と勤続年数については、係数の数値を見やすくするために �J�年を単位として用いている

�
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