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要旨 

 

この研究は同一個人を追跡調査している KHPS の特徴を活かして能力の影響 

を排除し、さらに正規雇用と非正規雇用での経験の違いも考慮した上で、勤続 

年数の長さと賃金の関係を観察している。推定結果は、正規雇用者では一般 

経験、勤続年数ともに賃金として評価されるが、非正規雇用者では一般経験、 

勤続年数ともに賃金として評価されないことを示唆する。 
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日本における賃金は本当に勤続年数とともに上がるのか

柳田 征児
三好 向洋

1 はじめに

日本の低い転職率や失業率の原因として、一つの企業に勤め続ける勤続年数の長さに対する賃金評価 (Returns
to seniority) の高さがあげられることが多い。1しかし、この勤続年数の長さに対する賃金評価が本当に存在して

いるかというのは、後述するように従来の実証分析によって十分に検証されてきたとは必ずしもいえない。また、

これまでは存在していたとしても、90年代に入り、年功賃金体系を見直す企業が増える中、現在でも、勤続年数
の長さに対する賃金評価が存在しているかどうか、検証すべき対象となっている。

勤続年数が長い労働者ほど高い賃金を受け取っているという観察事実に対し、単純に勤続年数の長さ自身が企

業によって評価されているという以外に、いくつかの説明が成り立つ。その一つは、Jovanovic (1979) に代表され
る matching theory である。それによれば、企業で能力を発揮できない労働者ほど転職や失職に追い込まれやす
く、結果として高い生産性を発揮できる賃金の高い労働者ほど長く企業に残っていると説明がされる。すなわち、

勤続年数が長い労働者ほど高い賃金を受け取っているという事実が、必ずしも勤続年数の長さに対する賃金評価

が存在していることを示しているわけではないことになる。勤続年数の長さに対する賃金評価が存在することを

確かめるためには、同一の能力をもつ労働者の、複数時点での賃金を観察するという方法が有用であるが、その

ようなデータが日本にはこれまで存在していなかったため、識別が困難であった。

この点 KHPSは、個人の賃金に与える様々な特性を複数年にわたって追跡調査している。この章の目的は、こ
のKHPSをもとに、高い生産性を発揮できる能力の高い労働者ほど勤続年数が長くなるという影響を排除しても、
勤続年数の長さに対する賃金評価が存在するかどうかを検定することにある。

上述した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。一般労働経験年数と勤続年数をそれぞ

れ別に説明変数としてもつ賃金関数を、パネルデータであるがゆえに利用可能な方法を用い個人の能力の効果を

取り除いて推定し、勤続年数の効果が有意に検出されるかどうかを分析する2。具体的には後述する固定効果推定

と呼ばれる推定値を用い、仮説検定を行う。

日本で勤続年数に対する賃金評価に注目した研究はこれまでも樋口 (1991)をはじめとして多くの実証研究が行
われてきたが、この章での研究はそれら先行研究と比較して次の 3つの特徴をもつ。まず、先行研究ではデータの
制約上除去されてこなかった能力の影響を考慮しているという点である。一般に、賃金関数の推定において信頼性

の高い正確な推定を行うためには、観察することができない個人の能力が存在することによるバイアスを排除す

る必要がある。しかし、これまでの日本の賃金関数を推定したマイクロデータではそのようなバイアスを除去す

るのに必要な十分な情報が利用困難であり、結果としてそのようなバイアスの影響を受けた推定値になっている

ものが多かった。この研究が利用しているKHPSは、個人の賃金と、賃金に影響を与える諸属性である勤続年数
や経験年数などを複数年にわたって追跡調査しており、その情報を十分に活用することで、観察することができな

い能力による影響を排除した、信頼性の高い賃金関数の推定を行うことができる。もう一つの特徴は、KHPSに
備わった豊富な就業履歴の情報を活かしている点にある。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となるが、これまでの日本のマイクロデータではそのよう

な豊富な情報は必ずしも備わっておらず、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。KHPSには現在勤めている職場以外での就業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
いは非正規雇用者として何年就業したか、また、職に就いていない年数が何年あるかという情報が備わっている。

そこで、それらの情報を十分に利用して安定的な賃金関数を推定し、仮説検定を行うことができるよう心がけた。

1勤続年数の長さに対する賃金評価が高いと、転職あるいは失業、再就職で失う賃金部分は大きくなる。そのため、労働者は失職よりも賃
金低下を受け入れやすくなり、結果として失業率や転職率は低いものとなる。たとえば、樋口 (1991) を参照

2以下では、労働者がこれまで積んできた全ての経験年数を一般経験年数、現在勤めている企業に勤めている年数のことを勤続年数と呼ぶ。
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3つ目の特徴は、非正規雇用者や自営業者を含む幅広い就業形態を対象に分析を行っている点である。日本の労働
市場を対象にしたこれまでの実証研究は、データの制約上正規雇用者のみなど限定された就業形態を対象とした

分析が多かった。この研究は様々な就業形態の個人を含むKHPSを利用しているので、正規雇用者だけでなく非
正規雇用者もその分析の対象とすることができ、また正規雇用者と非正規雇用者の比較や、自営業者との比較を

することで日本の労働市場の特色をより明らかにすることができる。

以下での構成は次のとおりである。2節では先行研究のサーベイを行い、3節ではモデルの特定化を行う。4節
では、推定結果を述べその解釈と結論をまとめる。

2 先行研究のサーベイ

勤続年数の長さに対する賃金評価が高いと、雇い主である企業は支配力を持ち、労働者は転職や失職を回避し

ようとして賃金低下を受け入れやすくなる。その結果、転職率や失業率は低くなると同時に、賃金はより伸縮的

になる。このように、賃金構造に多大な影響を与える勤続年数の長さに対する賃金評価は、先行研究でも人々の

関心を集めてきた3。以下では、それらの先行研究について要約してみよう。

勤続年数が長い労働者ほど高い賃金を受け取っているという事実は、多くの国で観察されることであるが、すで

に述べたように、これに対する理論的説明として、大きく分けて 3つの仮説が成り立つ。一つはMincer (1962) に
代表される、人的資本仮説に立つ説明である。それによれば、労働者はひとつの企業に勤めることによってその企

業特殊な人的資本を蓄積し、そのため、勤続年数が長くなるほど生産性があがり、結果的に賃金評価が上昇すると

いうものである。二つ目は、Jovanovic (1979) に代表される matching theory である。それによれば、企業で能
力を発揮できない労働者ほど転職や失職に追い込まれ、結果として高い生産性を発揮し高い賃金を受け取ってい

る労働者ほど長く企業に定着するようになるというものである。三つ目は Lazear (1979) に代表される incentive
theory である。その研究に従えば、企業は労働者の不正を防いだり、努力を引き出すために、勤続年数の長さに
応じて賃金が上昇するという賃金スケジュールを労働者に提示するというものである。

勤続年数と賃金評価に関する初期の実証分析の研究は、勤続年数と賃金評価に関して注目はしていたものの、上

の三つの識別が正確になされていたわけではない。たとえばMincer and Polachek (1974) では、アメリカのデー
タを用いて、賃金に対する経験年数・無業年数・勤続年数の収益率が推定されている。日米両国のデータに基づ

く勤続年数と賃金の関係について実証分析を行った研究として、Hashimoto and Raisian (1985) があげられるが、
ここでは米国に対し、日本のほうが賃金に与える勤続年数の効果は大きいことが示唆されている。しかし、これ

らの計測結果を含む先行研究では、上の三つの仮説が識別されておらず、いくつかの論文ではこれらの点につい

て考慮した研究が必要であるとの指摘がなされている。

matching theory に従えば、個人の能力や就業意欲が、賃金に影響を及ぼすと同時に勤続年数にも影響を与える
ことになるので、通常の最小自乗法では、後に見るように一致性をもつ推定値が得られない。そのため、上の実証

研究の結果の解釈が正確でない可能性がある。この問題はクロスセクションデータを用いる限り解決することは

困難である。むしろ同一個人を追跡したパネルデータを十分に活用することによって、バイアスを除去することが

できる。たとえば、Kim and Polachek (1994) ではこの章で用いる固定効果推定法によってバイアスを除去しア
メリカの労働市場を対象に賃金関数の推定を行い、男女間賃金格差について分析している。Altonji and Shakotko
(1987) ではパネルデータを活用した操作変数法が用いられ、アメリカの労働市場での勤続年数が長くなるほど賃
金が高くなるという事実は matching theory で説明できる部分がほとんどであり、勤続年数の長さに対する賃金
評価はきわめて少ないという結論を得ている。他方、Topel (1991)は、同一企業に複数年つとめた個人に着目し
て推定を行い、勤続年数の長さに対する賃金評価は大きいという結論を得ている。

上にあげている論文はすべての労働者にとって労働市場は同一であり、労働経験が賃金に与える影響は同一であ

ると仮定していた。しかし、以下に述べるような論文では、すべての労働者にとって労働市場は一様でなく、労働

経験が賃金に与える影響が異なる市場が存在する可能性があることを指摘している。Piore (1973)は二重労働市場
が成立していると想定している。一方を上位セクター、もう片方を下位セクターと呼び、上位セクターでは内部

労働市場によって形成されている高賃金、高待遇かつ豊富な昇進機会が存在するのに対し、下位セクターには上

位セクター市場から締め出された労働者が集っており、低賃金であり熟練形成がされない。石川 (1991) はこの考
えに基づき、switching regression と呼ばれる手法を用いて、日本の労働市場が二重労働市場である可能性が否定

3たとえば、Altonji and Shakotko (1987) を参照
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できないことを実証分析で示している。それらの研究に従えば、全サンプルを対象に賃金関数の推定を行うこと

ではバイアスをともなう推定結果しか得られないことが予想される。以下での我々の分析では、労働市場が正規

雇用者と非正規雇用者の市場の二つに分断されているという状況を仮定した推定をあわせて行う。非正規雇用者

が企業内訓練を受けておらず、正規雇用者と人的資本蓄積の経路が異なる可能性を考慮し、分析を行う。

3 実証分析

この章の目的は、パネルデータの特徴を活かし、個人の能力の影響を排除しても、勤続年数が賃金に影響を与

えているかどうかを検証することにある。そこで、以下のように、KHPS 2004,2005の個人の履歴データを用いて
賃金関数の推計を行う。実証分析で対象としたサンプルは、KHPSの調査対象サンプルとその配偶者サンプルの
うち、18歳から 59歳までの 正規雇用者と非正規雇用者、また自営業者に限定した。60歳を過ぎたサンプルにつ
いては、定年などの異なる就業決定要因が影響している可能性がある。推計に用いたデータの記述統計は表 1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。

lnW = Xβ + ε. (1)

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、推定された係数 β により、それぞれの説明変

数が 1単位増加した時の限界効果を計測することをができる。lnW は時間あたり賃金率 の自然対数値、 β は各

変数の係数、 X は説明変数、εは誤差項である。このモデルは定数項も含む。説明変数のうち、ダミー変数とし

て、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。その他に連続変数

である説明変数として、Altonji and Shakotko (1987) に従い、次のような特定化を行っている。

lnW = β0experience + β1experience2 + β3tenure + β4tenure2 + β5blank + β · other variables + ε (2)

ここで tenureは現在の企業における 勤続年数、experienceは他企業も含む就業経験年数および blankは離職年
数である。KHPSでは、その人の就業履歴を直接尋ねているため、『賃金構造基本統計調査』等を用いた従来の分
析と違って、経験年数と離職年数を識別することができる。ここで、勤続年数の効果が有意に正であれば、賃金

の勤続年数に対する評価が存在するということになる。　

一般に、(1)式を OLSで推定する際に一致性をもつ推定量 βを得るためには、E(Xε) = 0が必要である。しか
し一般に賃金関数は下のように、観察されない部分 ui を含み、

lnWit = Xitβ + ui + vit. (3)

のように、定式化されるべきであると考えられる。たとえば,その企業との相性や、その個人の能力といった、統
計上現れない部分が存在すると考えられるからである。ここで前述した Jovanovic (1979) の job matching theory
に従うと、企業で能力を発揮できる人間ほど離職率が下がり、結果として経験年数が長くなるといったことが考

えられる。すると、E(expereince · ui) > 0となり、OLSで推定したのでは一致性を持つ推定量を得ることはでき
ない。

そこで、この問題を解決するために、パネルデータ特有の次のような方法を用いる。対数賃金の iごとの平均を

lnWi,説明変数の iごとの平均を Xi,観察されない個人効果 ui の iごとの平均を ui(= ui)とおくと、E(vit) = 0
より、lnWi = Xiβ + ui(= ui)なので、

(lnWit − lnWi) = (Xit − Xi)β + (ui − ui) + vit (4)

(lnWit − lnWi) = (Xit − Xi)β + vit (5)

となり、通常の最小自乗法で推定が可能である。この方法は、固定効果推定法と呼ばれる4。また、(1) は (3) の
特殊形である。(ui = 0のとき (3)=(1)であるため)そのため、固定効果推定法 を用いるべきか,通常の最小自乗
法を用いるべきかは、H0 : ui = 0という仮説検定を F検定で行うことで判断することができる。

4この方法では、時間に関して不変であるような説明変数の係数は推定することができない。ここでの賃金関数の例で言えば、学歴ダミー
の係数などは推定できないということになる
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以下では、石川 (1991) に従い、労働経験が賃金に与える影響が異なる二つの市場が存在する可能性が否定でき
ないことから、正規雇用者と非正規雇用者にサンプルを分けた推定もあわせて行っている。5さらに、Lazear and
Moore (1984) に従い、自営業者のサンプルを対象に時間あたり収入を被説明変数にとり、同様の推定を行ってい
る。自営業者は労働者と異なり、勤続年数の長さに対して収入が incentiveの影響を受けるよう変化する理由がな
いと考えられる。そのため、matching の影響を排除した後ならば、自営業者の勤続年数あるいは経験年数の係数
は、年数が一年上昇することでの生産性への影響を直接反映していると考えることができ、自営業者の推定された

係数を労働者のそれと比較することで incentive theory の妥当性を議論することができる。ただし、Lazear and
Moore (1984) でも指摘されているように、自営業者サンプルを用いた推定結果の解釈には注意を要する。自営業
者だと受け取っている収入には資本への対価も含まれ、労働の対価とみなしにくく、自営業者は独立する前に正規

雇用者や非正規雇用者の形で働きながら訓練を積み、十分に人的資本を蓄積させてから独立するといったことが

多く、労働者と人的資本蓄積経路が異なるという可能性が指摘されているためである。

また、通常の最小自乗法による推定もあわせて行った。結果は表 2にまとめられている。最小二乗法による推
定は OLS、固定効果推定による推定は FEと示している。6

4 推定結果

推定に用いたサンプルの特徴を概観するために、記述統計量を示した表 1をみてみよう。ここでは、平均的な正
規雇用者と非正規雇用者の労働経験の違いが見て取れる。まず、正規雇用者と非正規雇用者の勤続年数の長さの

違いを比較すると、正規雇用者では 13.68年であるのに対し、非正規雇用者ではその約 1/3である 3.97年ほどで
しかない。また、どの職にも就いていない離職経験年数を見てみると、正規雇用者では 1年未満なのに対し、非
正規雇用者では約 8年ほどである。また、女性比率についてみると、非正規雇用者のほぼ 9割が女性であるのに
対し、正規雇用者では 2割程度でしかない。また、学歴構成の違いを見るために、大卒比率をとると、非正規雇
用者は約 15%ほどであるが、正規雇用者の大卒比率はそのほぼ 2倍の 35.5%であることがわかる。
全サンプルを対象にした推定結果を示した表 2の (1)列と (2)列目における他社を含み経験年数の効果を見る

と、最小自乗法を使った結果では経験年数の項が有意に正だが、固定効果推定法 を使った結果では経験年数の効

果が正に有意にきいていないことがわかる。次に、特に注目される勤続年数の効果をみると、最小自乗法では有

意に正だが、固定効果推定法では有意に効かないことがわかる。また、固定効果推定法 を使うべきか、最小自乗

法を使うべきかという検定を行うと、固定効果推定法を使うべきであるという結果を得られる。このことは、賃

金関数を推定する際には能力などの個人効果を除去しなくては一致性をもつ推定値を得られず、KHPSのような
パネルデータを利用することが不可欠であることを示している。この正規雇用者と非正規雇用者を同一に扱った

推定結果からは、経験年数の賃金に対する評価の存在を示すことはできない。

石川 (1991)が指摘したように、市場が分断されている可能性を考慮した、正規雇用と非正規雇用でサンプルを
分けた結果は (3)から (6)列目に示されている。正規雇用のサンプルでは最小自乗法でも固定効果推定方法でも、
勤続年数の効果が有意に効いているが、非正規雇用のサンプルではどちらの推定方法でも勤続年数の効果が有意

に効いていない。最小自乗法を使うべきであるか、固定効果推定を使うべきであるかという検定では、いずれも

固定効果推定を使うべきであるという結果を得られる。ここでもKHPSのようなパネルデータを使うことの有用
性が明らかになっている。この二つのサンプルを分けるべきであるかという、chow型検定を行った結果からは、
サンプルを分けて推定を行うべきであるという結論を得られた。したがって、この実証分析の結果からは、正規

雇用では勤続年数の賃金評価が存在するが、非正規雇用では存在しないということが示唆される。

以上の推定結果は、正規雇用と非正規雇用では経験が賃金に異なった影響を及ぼすことを示唆しているように

見える。そこで、就業履歴に関して豊富な情報をもつKHPSの特徴を活かし、正規雇用者として、または非正規
雇用者としてどれくらい経験を積んだかという年数を説明変数にとり、それがどのように賃金に影響を与えてい

るかを見ることにする。その推定結果が、表 3の (7)列目から (12)列目に示されている。ここでの推定結果でも、
勤続年数は正規雇用者では固定効果推定でも最小自乗法推定でも有意であるのに対し、非正規雇用ではいずれの

推定でも有意にならない。また、正規雇用の労働経験は転職後でも賃金として評価されるのに対し、非正規雇用

の労働経験は転職しても評価されないということが明らかになる。

5石川 (1991) では、必ずしも正規雇用と非正規雇用で市場が分断されるということを述べているわけではない。
6なお、実際の推定にあたってはすべての調査年度に回答した個人のみを推定の対象とし、正規雇用から非正規雇用への転職、非正規雇用

から正規雇用への転職を行ったものは推定の対象外とし、いわゆる balanced panel を用いて推定を行っている。
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また、incentive theory が妥当かどうかを調べるため、自営業者の推定を加えた。その結果は表 4に示されてい
る。表 4に示されている結果からは、労働生産性が勤続年数あるいは経験年数とともに上昇するという証拠を得る
ことができない。したがって、労働者の勤続年数と生産性の関係がこの自営業者の推定結果のように現れるので

あれば、正規雇用労働者の勤続年数と賃金の関係は企業特殊的人的資本蓄積による生産性上昇によるものという

説明がつきにくく、むしろ incentiveをあたえるよう企業が賃金スケジュールを設定しているということになる。
しかし、この解釈は若干の注意を要する。正規雇用者の推定結果をまとめた [4]列と [10]列を見ると、他の企業

を含む一般労働経験年数の項が有意に正に効いていることがわかる。incentive theory では、企業が他の企業での
経験に対して賃金評価をすることを説明できないため、一般経験年数が有意に正であることは、人的資本蓄積に

よる労働生産性の上昇を反映していると考えられる。自営業者の推定結果を示した表 4からは、経験あるいは勤
続年数にともなう労働生産性の上昇は観察できないから、正規雇用者と自営業者では異なる人的資本蓄積経路が

あると推測される。上の比較が incentive theoryの妥当性を示しているのではなく、人的資本蓄積経路の違いを示
しているだけであるという可能性も否定できない。

以上の推定結果をまとめると、以下のようになる。

• 観察されない能力などの影響を除外すると、勤続年数の長さに対する賃金評価はすべての雇用者に存在する
とは言えない。

• 勤続年数の長さに対する賃金評価は、正規雇用者には存在する。また正規雇用者であるならば、外部での正
規雇用者としての経験も賃金に反映される。これは、観察されない能力などの影響を除外した上でも同様の

結論を得ることができる。

• 勤続年数の長さに対する賃金評価は、非正規雇用者には存在しない。非正規雇用者においては、勤続年数と
賃金の間に正の相関関係が見られない。

• 正規雇用者と非正規雇用者では賃金スケジュールが異なる。

• 正規雇用者の賃金スケジュールは、労働者に incentiveを与えるように企業が設定しているという可能性を
否定できない。しかし、より詳細なデータに基づく分析が必要である。

5 結論

以上より、先行研究では考慮されなかった観測されない能力の問題を取り除いた上でも、勤続年数の長さに対す

る賃金評価は正規雇用者では存在し、臨時雇用者では存在しないということが示唆される結果となった。また、正

規雇用と非正規雇用での労働経験年数を正確に識別すると、正規雇用として働いた経験は賃金評価されるのに対

し、非正規雇用での労働経験は賃金評価されないということも示唆された。この推定結果からは、正規雇用の労

働者にとっては転職時にかかるコストが比較的高いということが示唆される。正規雇用の労働者にとっては、転

職後も正規雇用として働いた経験は賃金として評価されるものの、転職することで失う企業特殊的人的資本によ

る賃金部分が大きいためである。一方、非正規雇用者にとっては転職が比較的容易であるように見えるが、転職

をしても経験が賃金として評価されにくいという状況にあるということが示唆される。
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表 1: 記述統計量
全サンプル 正規雇用のみ 非正規雇用のみ

Variable 平均 分散 平均 分散 平均 分散

時間あたり賃金率 1904.30 1346.72 2165.95 1369.63 1132.31 912.82
一般経験年数 19.66 9.90 21.04 9.99 15.59 8.37
正規雇用としての一般経験年数 17.18 10.97 20.49 10.12 7.39 6.68
非正規雇用としての一般経験年数 2.48 4.74 0.55 1.85 8.19 5.91
離職経験年数 2.70 5.52 0.80 2.57 8.30 7.67
勤続年数 11.22 10.19 13.68 10.43 3.97 4.40
女性比率 39.3% - 22.1% - 90.1% -
非正規雇用比率 25.3% - - - - -
中卒比率 3.8% - 3.2% - 5.4% -
高卒比率 46.9% - 45.3% - 51.7% -
短大卒比率 14.4% - 11.9% - 21.8% -
大卒比率 30.3% - 35.5% - 14.9% -
専門学校その他卒比率 4.6% - 4.1% - 6.2% -
サンプル数 3192 2384 808
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表 2: 推定結果 1:雇用者サンプル
全サンプル 正規雇用のみ 非正規雇用のみ

OLS FE OLS FE OLS FE

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

一般労働経験年数 0.223** 0.364 0.387** 1.390** -0.068 -1.575*
[0.041] [0.297] [0.048] [0.339] [0.076] [0.612]

一般労働経験年数2 -0.038** 0.031 -0.066** -0.118 0.014 0.323*
[0.010] [0.067] [0.012] [0.074] [0.019] [0.161]

離職年数 -0.012** - -0.014** - -0.012** -
[0.002] - [0.004] - [0.002] -

勤続年数 0.150** 0.236 0.141** 0.390* 0.122 0.121
[0.031] [0.141] [0.037] [0.163] [0.084] [0.302]

勤続年数2 0.015 -0.046 0.009 -0.099 -0.003 -0.019
[0.010] [0.050] [0.011] [0.056] [0.045] [0.128]

非正規雇用ダミー -0.286** - - - - -
[0.027] - - - - -

中卒ダミー -0.058 - -0.055 - 0.043 -
[0.043] - [0.062] - [0.056] -

短大卒ダミー 0.065* - 0.042 - 0.117* -
[0.026] - [0.031] - [0.048] -

大卒ダミー 0.201** - 0.193** - 0.217** -
[0.021] - [0.022] - [0.056] -

専門学校その他ダミー 0.089* - 0.119* - 0.056 -
[0.036] - [0.047] - [0.057] -

Observations 3192 3192 2384 2384 808 808
R-squared 0.48 0.03 0.42 0.06 0.17 0.07
F-test 2.28*** 2.45*** 1.80***

Notes:

(1) カッコ内は標準誤差である

(2) *, **,はそれぞれ有意水準 5%,1%を示す.

(3) 地域ダミー、産業ダミー、企業規模ダミー、定数項などの係数の掲載は省略している.

(4) chow型検定による検定統計量は、304.77*** ([3]vs[5]) 971.79*** ([4]vs[6])
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表 3: 推定結果 2:雇用者サンプル
全サンプル 正規雇用のみ 非正規雇用のみ

OLS FE OLS FE OLS FE

[7] [8] [9] [10] [11] [12]

正規雇用労働経験年数 0.159** 1.334** 0.342** 1.307** -0.004 -4.886
[0.035] [0.336] [0.047] [0.332] [0.065] [3.767]

正規雇用労働経験年数2 -0.018 -0.11 -0.055** -0.102 0.003 1.224
[0.009] [0.075] [0.012] [0.074] [0.023] [1.115]

非正規雇用労働経験年数 -0.08 -1.267** 0.087 3.077 -0.16 -1
[0.055] [0.425] [0.099] [4.572] [0.099] [0.533]

非正規雇用労働経験年数2 0.011 0.372 -0.057 - 0.039 0.283
[0.025] [0.203] [0.072] - [0.038] [0.237]

離職年数 -0.010** - -0.012** - -0.012** -
[0.002] - [0.004] - [0.002] -

勤続年数 0.218** 0.308* 0.150** 0.400* 0.209* 0.113
[0.030] [0.143] [0.038] [0.164] [0.100] [0.307]

勤続年数2 -0.009 -0.079 0.005 -0.102 -0.029 -0.015
[0.010] [0.051] [0.012] [0.056] [0.052] [0.130]

非正規雇用ダミー -0.148** - - - - -
[0.036] - - - - -

中卒ダミー -0.058 - -0.073 - 0.059 -
[0.043] - [0.061] - [0.054] -

短大卒ダミー 0.056* - 0.036 - 0.111* -
[0.026] - [0.031] - [0.048] -

大卒ダミー 0.194** - 0.188** - 0.211** -
[0.021] - [0.022] - [0.056] -

専門学校その他ダミー 0.077* - 0.113* - 0.047 -
[0.037] - [0.047] - [0.058] -

Observations 3192 3192 2384 2384 808 808
R-squared 0.48 0.03 0.42 0.06 0.17 0.07
F-test 2.33*** 2.46*** 1.77***

Notes:

(1) カッコ内は標準誤差である

(2) *, **,はそれぞれ有意水準 5%,1%を示す.

(3) 地域ダミー、産業ダミー、企業規模ダミー、定数項などの係数の掲載は省略している.

(4) chow型検定による検定統計量は、136.63*** ([9]vs[11]) 3074.68*** ([10]vs[12])
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表 4: 推定結果 3:自営業者サンプル
OLS FE OLS FE

[13] [14] [15] [16]

一般労働経験年数 0.317 1.607 - -
[0.276] [1.397] - -

一般労働経験年数2 -0.036 -0.408 - -
[0.035] [0.332] - -

自営業経験年数 - - -0.016 0.141
- - [0.047] [0.198]

自営業経験年数2 - - 0.001 -0.01
- - [0.001] [0.010]

正規雇用経験年数 - - 0.114 -
- - [0.252] -

正規雇用経験年数2 - - -0.033 -
- - [0.098] -

非正規雇用経験年数 - - -0.522 -
- - [0.935] -

非正規雇用経験年数2 - - 1.019 -
- - [1.402] -

離職年数 -0.004 - -0.005 -
[0.019] - [0.020] -

勤続年数 -0.172 - 0.275 -
[0.360] - [0.418] -

勤続年数2 0.059 - -0.116 -
[0.109] - [0.115] -

中卒ダミー 0.769*** - 0.790*** -
[0.204] - [0.219] -

短大卒ダミー 0.294 - 0.297 -
[0.217] - [0.216] -

大卒ダミー 0.247 - 0.288* -
[0.173] - [0.173] -

専門学校その他ダミー -0.287* - -0.293* -
[0.156] - [0.175] -

Observations 194 194 194 194
R-squared 0.23 0.08 0.24 0.08

Notes:

(1) カッコ内は標準誤差である

(2) *, **,はそれぞれ有意水準 5%,1%を示す.

(3) 地域ダミー、産業ダミー、企業規模ダミー、定数項などの係数の掲載は省略している.
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