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要旨 
本稿では 1999 年中国家計調査および 2004 年慶應義塾大学家計パネル調査の個票を用

い、職業が両国それぞれにおける男女間賃金格差に及ぼす影響に関する実証分析を行った。

要因分解によって、日中とも、 男女間の職業分布の相違によって男女間賃金格差が生じる

こと、労働者の限界生産性が同じでも、同一職業の内部における男女の賃金が異なること、

および同一職業内の格差が男女間賃金格差に与える影響は、日本のほうが中国に比べて大

きいことが明らかになった。中国および日本の労働市場では, 「性別職業分離」 の問題が存

在することが示され、Bergmann の 「混雑仮説」 を支持する結果になった。 
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性別職業分離が男女間賃金格差に与える影響の日中比較  

             

馬 欣欣 

 

                          要旨 

        日本と中国における男女間賃金格差の形成要因として, 社会経済上の両国間の差異が影響

する一方で、 「性別職業分離」 という両国間で共通した要因がある。本稿では 1999 年の中国

家計調査および 2004 年の慶應義塾大学家計パネル調査の個票を用い, 職業が両国それぞれ

における男女間賃金格差に及ぼす影響に関する実証分析を行った。Oaxaca モデルおよび

Brown モデルの要因分解によって, 以下のことが明らかになった。第一に, 両国とも, 男女間の

各要因の量の差, および男女間の各要因の量が同じでも男女の賃金が異なることによって, 男

女間賃金格差が生じる。後者の影響力は前者より大きい。第二に, 両国とも, 労働者の生産性

が同じでも, 男女間の職業分布の相違によって男女間賃金格差が生じる。 この効果は日本 4．

3％であり, 中国全体の 36.1％である。第三に, 両国とも, 労働者の生産性が同じでも, 同一職

業の内部における男女の賃金が異なる。これによって，日本における男女間賃金格差の 89．3％, 

中国におけるその格差の 43.4%が説明される。第四に，労働者の生産性が同じでも, 同一職業

についても男女の賃金が異なることが男女間賃金格差に与える影響は, 日本のほうが中国に比

べて大きい。中国および日本の労働市場では, 「性別職業分離」 の問題が存在することが示さ

れ, Bergmann の 「混雑仮説」 を支持する結果になった。 

 

 

1. はじめに 

 

国際的に、男女間賃金格差は各国共通の問題として議論されてきた。その原因について, 

『OECD 労働市場と社会政策臨時報告』 は, 「性別職業分離」 （gender occupational 

segregation） をその主要な理由の一つとして指摘している 1 。 

 「性別職業分離」 とは，女性が特定の職業に集中し，この職業に対する過小評価が女性の

低賃金をもたらすということである。「性別職業分離」 は 「職業間格差」 （intra-occupation 

                                                  
1  『OECD 労働市場と社会政策臨時報告』によって，OECD の各国における男女間賃金格差の理由について，①「性

別職域分離」,② 家庭責任を女性の負担とする「性別役割分業」, ③ 男性には世帯主として「家族賃金」が支給

されるのに対して，女性の賃金は男性の何％かに固定される慣行の三つが主要な理由であることが指摘される。 
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differentials ） および 「職業内格差」 （inter-occupation differentials ） の二種類の問題に分

けられる。 「職業間格差」 とは, 労働者の生産性が同じである前提条件下では, 男女間の職業

分布の相違が存在し, 各職業における男女の賃金が異なるため, 男女間賃金格差が生じるとい

うことである。 「職業内格差」 とは,  同じ職業についても男女の賃金が異なるため, 男女間賃

金格差が生じるということである （Brown, Moon and Zoloth 1980) 。これまで、実証分析によっ

て, 欧米の労働市場において, 「職業内格差」 および 「職業間格差」 の両方が男女間賃金

格差に寄与し，また国によって，この二つ要因の効果が異なることが検証されている （Bergmann 

1974; Brown, Moon and Zoloth 1980; Miller 1987)。しかし, 以上の研究では, 東アジアにお

ける中国および日本が分析対象に入っていなかった。 

90 年代には日本の男女間賃金格差は中国のそれより大きいことが明らかである （図１）。中国

では, 計画経済時期には男女間賃金格差は小さかったが, 市場経済を導入した 1978 年以降, 

その格差が拡大した （Gustafsson and Ｌｉ Shi 2000； 馬 2005a）。 また 2000 年に中国婦人聨

合会と国家統計局が実施した中国就業状況調査によれば, 1999 年に中国では, 女性が低賃金

の職業に集中し, しかも同一職業についても男性に比べ, 女性の賃金が低いことがわかる 2 。  

一方, 日本では, 80 年代以降,  「男女雇用機会均等法」 や 「労働基準法の改定」 などの

労働政策の実施によって, 女性の雇用環境の改善が図られている。それにもかかわらず依然とし

て日本は男女間賃金格差の大きい国であり, その理由の一つが男女間の職業分布の相違であ

ることがつとに指摘されている 3 。また日本では, 80 年代に 「男女雇用機会均等法」 の実施

に伴って 「コース別雇用制度」 4 が導入されたが,  「一般職」 と 「総合職」 の区別管理によっ

て企業における男女差別の問題は解消せず, むしろ深刻化しているという議論もある （木本 

1995； 脇坂 1996； 熊沢 2000）。 

日本と中国では, 社会経済状況が異なるため, 両国において男女間賃金格差が存在する理

由は同じではない。 ただし, 「性別職業分離」 については, 両国共通の男女間賃金格差の形

                                                  
2  2000 年に中国婦人聨合会と国家統計局は中国における 30 省，404 市区，4 8192 人に対して, 中国就業状況の実態調

査を行った。その結果，1999 年に中国では，女性が低賃金の職業に集中し，また同一職業についても女性の賃金が

男性より低いことが明らかになった。例としては，男性賃金を 100 とした場合，女性における「管理職」の賃金が

57.9，女性における「技術職」の賃金が 68.3 であった。しかし，この調査に関する公表資料では，職業に関する他

の詳細な情報（例えば，日本の『賃金構造基本調査』で掲載されるような職位や職階などの詳しい調査内容）が得

られなかった。 
3  1993 年 ILO 条約勧告適用委員会の報告書（第 4A 部）によれば，日本における男女間賃金格差の主要な要因とし

て二つがあげられている。第１には，女性に不利に機能しがちな年功賃金体系が支配的であること，第 2 には，女

性が一般的に低賃金労働に集中し，また大半の企業では，女性が補助的職務に配置されているため，雇用上の機会

平等が十分に達成されていないことである。 
4  1991 年 10 月の労働省「コース別雇用管理の望ましいあり方」によれば，「コース別雇用管理」とは，「企画的業務

や定型的業務等の業務内容や転居を伴う転勤の有無等によっていくつかコースを設定し，コースごとに異なる配

置・昇進・教育訓練等の雇用管理を行うシステム」と定義される。 
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成要因であると考えられる。90 年代以降, 中国でも, 日本でも, 労働市場の規制緩和が行われ, 

労働力の流動性が増加した （厳 2002；労働政策研究・研修機構 2006）。 両国とも, 労働者

が職業を選択できるという前提のもとで, 日中比較を行うことにより, 職業が男女間賃金格差に与

える影響を、より多角的に明らかにすることができるはずだ。しかし, そうした問題意識による日中

比較の実証分析はほとんど行われていない。この研究空白状況を埋めるようというのが本稿の研

究目的である。 

図１  男女間賃金格差の推移の日中比較  

   

  出所）：筆者により作成。

 1）　中国の数値は筆者がCHIP1995と CHIP1999によって計算した男女における年間平均賃金(元/年）である。

　　　非正規雇用を含む。

 2） 日本の数値は『賃金構造基本統計調査』で掲載される男女における6月分の所定内給与額（円/月)である。

　　　非正規雇用を含む。

 3）　縦軸の数値は男性の賃金が1としての場合,女性の賃金である。
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本稿では, これまでの研究を踏まえ, いくつかの計量分析方法を用い, 日中比較を通じて職

業が男女間賃金格差に与える影響を明らかにする。本稿の構成としては, 次の第二節では先行

研究をサーベイし, 第三節では分析枠組について説明する。第四節では Brown モデルを利用し

て計量分析を行い, 第五節で分析から得られた結論のまとめを行う。 

 

2. 先行研究と本稿の特徴 

 

2.1 理論根拠 （「混雑仮説」） 

職業が男女間賃金格差に与える影響について, 「混雑仮説」 （Bergmann 1974） がある。「混

雑仮説」 によれば,  労働需要が一定であれば, 男性と女性の労働市場が分断され, 女性に

対 し て 開 か れ る 職 業 が 少 な い 場 合 に , 女 性 が 少 数 の 職 業  （ 「 女 性 優 位 性 職 業 」 
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female-dominated occupations) に集中するため, その職業の賃金が引下がる。一方, 男性の職

業 （「男性優位性職業」 male-dominated occupations） では女性がここから排除され, 労働需要

に比べ労働供給が相対的に少ないため, 賃金は労働市場において女性に対する制約がない場

合に比べ, 高い水準に引き上げられる 。 これによって男女間賃金格差が生じると指摘している 

5 。 

2.2 先行研究 

Brown, Moon and Zoloth (1980), Miller (1987), Hawke （1987） および Kidd （1993a, 1993b, 

1996） などでは, Brown モデルを利用し, 職業の効果を職業内格差および職業間格差に分けて

分析し, 以下のことが明らかになった。第一に, 男性と女性の労働市場が制度的に分断され, 職

業 が  「 女 性 優 位 性 職 業 」  （ female-dominated occupations ）  と  「 男 性 優 位 性 職 業 」 

（male-dominated occupations） の二つに分けられる 6 。 第二に, 「女性優位性職業」 におけ

る賃金率が 「男性優位性職業」 における賃金率より低いため，男女間賃金格差が生じる。第三

に, 国によって, 職業内格差と職業間格差が男女間賃金格差に及ぼす影響が異なる。 

中国では, 職業が男女間賃金格差に与える影響に関する実証分析は少ない。以下では, これ

に関する四つの研究結果をまとめる 7 。 Gustafsson and Ｌｉ  （2000） および 馬 （2005a） は, 

中国家計調査の 1988 年, 1995 年および 1999 年のデータを用い, Oaxaca （1973） のモデルを

利用して分析し, 職業が中国・都市部における男女間賃金格差に影響を与えることを指摘してい

る。李・马 （2006） および馬 （2005b, 2006b） は中国家計調査 1999年のデータを用い, Brown

モデルを利用し, 中国・都市部において, 性別職業分離が存在することを証明している。Meng 

and Miller （1995） は,  Brown モデルを用い, 中国・農村部において，職業内格差が 76.7％, 

職業間格差が 23.3％であることを示している。また Meng （1998） は, Brown モデルを用い, 山東

省済南市の 1504 人の出稼ぎ労働者のデータを利用し, 「建築職」,  「製造職」,  「サービス職」 

および 「自営業職」 の四つの職業カテゴリーに分けて分析し, 職業内格差が 79.3％, 職業間格

差が 20.7％であることを明らかにした。 

中国に関する実証研究が進んだが, 先行研究には二つの限界があると考えられる。第一に, 

                                                  
5  逆に男性が女性優位性職業に排除されることがありうる （例えば, 看護師などの職業において，男性が極めて少ない。しか

し, 労働市場において, 女性に開かれる職業の数が男性に比べてかなり少ないため, 相殺効果によって, 多くの女性が男

性優位性職業に排除される結果が生じると考えられる。また, 男性および女性優位性職業を形成する原因について, 労働政

策, 産業構造の転換による各職業における労働需給の変化以外には, 高学歴化による女性の職業選択の意識や男女にお

ける生物学格差 （体力や手の器用さなど）などがそれに影響すると考えられる （Goldin 1999）。 
6 「女性優位性職業」とは, 女性が集中する職業である。「男性優位性職業」とは, 男性が集中する職業である。 
7  研究内容が本稿と異なるが, 中国における男女間賃金格差に関する他の分析について,  Kidd and Meng (2001) や 馬 

（2006a） などを参照されたい。 



 5

Gustafsson and Ｌｉ  （2000） および 馬 （2005a） では, 職業内格差が男女間賃金格差に与え

る影響に関する分析が行われていないため, 同じ職業についても男女の賃金が異なることがどの

程度, 男女間賃金格差に影響を与えることが明らかになっていない。第二に, Meng and Miller 

（1995） および Meng （1998） では, データの制約で, 二つの省の分析しか行われていないた

め, 中国全体の状況に関する分析にとどまっている。また職業分類が四つしかなく, しかもその

職業分類が 1999 年に公表された 『中華人民共和国職業分類大典』 における職業の大分類と

異なるため, 職業分類の数および内容が異なることによる推定バイアスの問題が残ると考えられる 

（Brown 1980） 8 。 

日本の実証分析においては, 樋口 （1991） は, 男女間の職業分布の相違が男女間賃金格

差に影響を与え, 「コース別雇用管理」 が男女間賃金格差に影響を与えることを指摘している。

中田 （1997） は, 「昭和 69 年賃金構造基本調査」 の個票を用い, 各説明変数に 「女性ダミ

ー」 を交差させる変数を加えた職種別賃金関数を推定し, 結果的に職務 （職種） 分布に性差

があることを示している。また堀 （2003） は, 2000 年の 『賃金構造基本調査』 の個票を利用し, 

分析が可能な 100 職種に対し, 個人属性をコントロールした後でも残る男女間賃金格差を計測し

た。賃金格差の値とそれぞれの職種における女性比率の関係をみるために, 両変数間の相関係

数の値を推計したが, 「混雑仮説」 を支持する結果が得られないことを見出した。しかし, 上記の

日本の先行研究では, 職業間格差および職業内格差の両方に関する実証分析が行われていな

いため, これらの要因がそれぞれどの程度男女間賃金格差に寄与しているかは必ずしも明確で

はない。 

 

2.3 仮説設定 

先行研究の問題点を踏まえ, 本稿では三つの仮説の検証を通じ, 職業が日本と中国における

男女間賃金格差に及ぼす影響を明らかにする。 

まず両国とも, 職業が男女間賃金格差に寄与すると予想して仮説１を設定している。次に前述

した職業間格差および職業内格差の二つの要因が, 日本と中国それぞれにおける男女間賃金

格差に影響を与えると推測し, 仮説 2 を設定している。仮説１および仮説 2 の検討を通じ, 「混雑

                                                  
8  Brown (1980) は, 職業における分類の数および分類内容によって, 職業が男女間賃金格差に及ぼす影響に関する推定

結果が異なると指摘している。1999 年に発行された『中華人民共和国職業分類大典』の職業大分類によって，中国に

おける職業が 「管理職」，「技術職」，「事務職」，「サービス職」，「農林漁職」，「製造・運輸職」，「軍人」と「その他」 
の８つに分類されるが，Meng  (1998 ) は，職業が 「建築職」, 「製造職」, 「サービス職」 および 「自営業職」 の四つ

しか分類していない。また 「建築職」 が産業の分類に属し，「自営業」 が雇用形態の分類に属するため，職業分類が産業

分類および雇用形態分類に混同され，分析結果にバイアスが起こると考えられる。このように職業を分類する理由がその調査

データの制限にあると考えられる。 
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仮説」 を考察することができる。 また, 日本および中国においては, 労働需給や企業雇用制度

などが異なるため, 職業内格差が両国における男女間賃金格差に与える影響は異なると考えら

れる。職業内格差の影響は, 日本のほうが中国に比べて大きいと予想し, 仮説 3 を設定している。

まとめると, 本稿の仮説が以下の通りである。 

 

＜仮説 1＞  職業は日本と中国における男女間賃金格差に寄与する。 

＜仮説 2＞ 労働者の限界生産性が同じでも, 日本と中国においては, 男女間の職業分布の

相違, および同一職業についても男女の賃金が異なることによって男女間賃金格

差が生じる。 

＜仮説 3＞ 日本では, 同一職業内についても男女の賃金が異なることが男女間賃金格差に

与える影響は中国より大きい。 

 

本稿の特徴は以下の四点である。第一に, 日本と中国とも, 全国範囲の家計調査の個票を利

用するため, 両国における全体の状況が把握できる。第二に, 職業を賃金関数の外生変数とし

て利用し, Oaxaca （1973） および Oaxaca and Ransom （1994） の二つのモデルを用い, 職業

が日本と中国における男女間賃金格差に与える影響を明らかにすることができる。第三に, 職業

を内生変数として考慮し, 職業に関する要因分解の Brown モデルを利用するため, 職業間格差

および職業内格差の効果をそれぞれ考察することができる。これらのモデルの内容については, 

次の第 3 節で説明する。第四に, 先行研究における職業分類の問題を解決するために, 職業分

類について, 中国および日本における家計調査の設問項目に基づいて, 国際基準における職

業の大分類にしたがって分類する。職業に関する要因分解をした上で, 日中比較を行う。 

 

3 分析の枠組 

 

3.1  推定モデル 

分析手順として, まず職業を賃金関数の外生変数として考慮し, 二つの Oaxaca モデル 9 を

用い, 職業を含む男女間賃金格差に関する要因分解を行う。次に職業を内生変数として考慮し, 

                                                  
9  男女間賃金格差の要因分解手法がいくつかがあるが，本稿では, 先行研究でよく利用された Oaxaca （1973） モデルおよ

び Oaxaca and Ransom (1994) モデルを利用する。Oaxaca モデルは男女間の説明変数の推定係数および平均値の差を

利用する分析モデルである。他の要因分解の方法については, Reimers (1983), Cotton (1988), Neumark (1988) を参照さ

れたい。 
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Brown モデル 10 を用いる要因分解を行う。Brown モデルの要因分解では, まず職業分布に関

する多項ロジット分析の推定値を利用し, 女性における職業分布の予測値を計算する。 次に男

女別・職業別の賃金関数の推定を行い, 最後にこれらの推定結果を Brown モデルに代入し, 

職業に関する要因分解を行う。以下では, 二つの Oaxaca モデルおよび Brown モデルの推定

式について説明する。 

賃金関数の推定式は式 （1） で示される。 

i
LnW = iα ＋ ijXβ + iu                                            （1） 

 

式 （１） の
i

LnW は 個人 i の賃金の自然対数, ijX は賃金に影響を与える各要因 （例え

ば, 学歴, 経験年数, 勤続年数, 職業や産業など）, iu は誤差項である。 

男女間賃金格差は労働者の生産性の差による賃金格差 （差異 differentials) と労働者の生

産性が同じでも異なる賃金の差 （差別 discriminations) に分けられる。Oaxaca （1973）, 

Neumark (1988) および Oaxaca and Ransom (1994） は, 前者が 「属性格差」, 後者が 「評

価格差」 であると定義している。定式化をすると, 男女間賃金格差が属性格差としての （ jmX

－
jfX ） jmβ  あるいは （ jmX －

jfX ）
jfβ , および評価格差としての

jfX （ jmβ －
jfβ ） あ

るいは jmX （ jmβ －
jfβ ） に分けられ, 式 （１） は式 （2）―（３） のように展開される。 

mWLn － fWLn = jmX jmβ －
jfX

jfβ                          （2） 

 

mWLn － fWLn = （ jmX －
jfX ） jmβ ＋

jfX （ jmβ －
jfβ ）   

mWLn － fWLn = （ jmX －
jfX ） fjβ ＋ jmX （ jmβ － jfβ ）            （3）  

 

式 （3） の jmX および
jfX は男性および女性における各説明変数の平均値, jmβ および

jfβ は式 （１） で求められる男性および女性における賃金関数の推定係数である。 

式 （3） に対して, Reimers (1983), Cotton (1988), Neumark (1988) および Oaxaca and 

Ransom (1994) は, 「男性基準」 （ jmβ ） と 「女性基準」 （ fjβ ） を別々に利用することによ

っ て ,  分 解 結 果 が 異 な り , こ の 問 題 を 解 決 す る た め に ,  「 非 差 別 賃 金 構 造 の 係 数 」 

（no-discrimination wage structure） を利用すべきであると議論している。Reimers (1983), 

Cotton (1988),  Neumark (1988) および Oaxaca and Ransom (1994) などの研究では利用さ

                                                  
10  職業が男女間賃金格差に与える影響の推定モデルについて, 最初に Brown  (1980) は 「職業内格差」 と 「職業

内格差」 に分けて実証分析を行ったため, その分析モデル方法は Brown モデルと呼ばれる。 
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れた 「非差別賃金構造の係数」 （ 「
∗β 」 ） を式 （3） に代入すると, 式 （3） は式 （４） のよ

うに一本化することができる。 

mWLn － fWLn = （ jmX －
jfX ）

∗β ＋ jmX （ jmβ －
∗β ）＋ fX （

∗β －
jfβ ）   （４） 

                属性格差           評価格差 

 

本稿では, 男女間賃金格差に関する Oaxaca 要因分解モデルは式 （１），（2） および （3） 

を利用するモデル１ （Oaxaca 1973） と モデル１ の式 （３） を 式 （４） に変更したモデル

2 （Oaxaca and Ransom 1994) の二つがある。これらの推定式を利用する推定結果によって, 

仮説１を検討する。 

次に Brown モデルについて説明しよう。職業分布に関する多項ロジット分析の推定式は以下

の式 （5） で示される。 

ikP ＝ prob ( iky = ikoc ) =
∑ =

ki

ki

xK
k

x

e
e

γ

γ

1

                                    （5）    

                   

i = 1 ,・・・, N  従業員の観測数   ｋ= 1 ,・・・, K 職業のグループ   

prob ( iky = ikoc ) は個人 i がｋ 職業の確率, ix  は各説明変数である。式 （5） の推定結

果を利用して 女性における職業分布の予測値 （式 （7） の
f

jP̂ ） を算出することができる 

11 。 

ｋ 職業を持つ個人 i の賃金関数は式 （6）で示される。 

ikLnW = ikα ＋ ikik Xβ + iku                                           （6） 

 

式 （6） の ikLnW は 個人 i の賃金率の自然対数であり, ikX は各説明変数である。 

式 （5） - （6） の推定結果を利用する職業に関する要因分解の分解式 は式 （7） で示され

る。 

mWLn － fWLn ＝ )(ˆ f
k

m
k

m
k

f
k XXP −∑ β ＋ )ˆ( f

k
m

k
m

k PPW −∑  

                  A                    B 

 

    ＋ )ˆˆ( f
k

m
k

f
k aaP −∑ ＋ )ˆˆ( f

k
m
k

f
k

f
k XP ββ −∑  

                                                  
11 「女性における職業分布の予測値」とは，女性に対する評価が男性と同じである場合に，女性における職業分布の

推定値である。これは式（5）による男性の推定値および女性の平均値を利用して計算されるのである。 
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                  C 

＋ )ˆ( f
k

f
k

m
k PPW −∑  

                         D                                 （7）     

                              

A： 「職業内格差」における「属性格差」 

C： 「職業内格差」における「評価格差」 

B： 「職業間格差」における「属性格差」 

D： 「職業間格差」における「評価格差」                          

 

（7） 式の
f

kP , 
m

kP  は男女における各職業分布の割合 （実際値）, 
m
kX , 

f
kX  は男性およ

び女性における各説明変数の平均値である。 
m
kβ̂ , 

f
kβ̂  は式 （6） によって推定される各職業

における男女別・賃金関数の推定係数, 
f

kP̂  は式 （5） によって推計される女性における職業

分布の予測値である。B と D の合計値は職業間格差を示し, A と C の合計値は職業内格差を示

している。B と D の合計値および A と C の合計値によって, 仮説 2 を検討する。また両国におけ

る A と C の合計値の大きさを比較することによって, 仮説 3 を検討する。 

 

3.2 変数設定 

被説明変数は以下のように設定する。多項ロジット分析の被説明変数には,  職業に関するカ

テゴリー変数を用いる。中国における職業に関するカテゴリー変数は国際基準の大分類の基準に

従って 6 つに分類する 12 。日本の職業分類については, 比較可能なように中国の職業分類に

合わせて設定する 13 。 

一般的に賃金関数の推定では, 被説明変数として 「時間あたり賃金率の自然対数」 を用い

る。しかしながら, 中国の場合, CHIP1999 には 「労働時間」 の設問がない。よって, 本稿では

日本の被説明変数として 「時間あたり賃金率の自然対数」 を用い, 中国の被説明変数として 

                                                  
12  本稿では，中国における職業分類が 1999 年に発行された『中華人民共和国職業分類大典』にベースにし，

CHIP1999 の設問項目に基づいて「管理職」＝「民営企業の経営者＋政府機関・企業の経営者＋政府機関・企業の

管理職」，「技術職」＝「各専門技術職＋技術４級および４級以上の生産職＋技術３級および３級以下の生産職」，「事

務職」＝「事務職」，「製造・運輸職」＝CHIP1999 の「非技術生産職,「サービス職」＝「商業＋サービス職」，「そ

の他」＝「農・林・漁業職＋その他」のように設定している。CHI1999 に「軍人職」の項目がないため，「軍人職」

を設定していない。 
13  本稿では，日本における職業が KHPS2004 の質問項目に基づいて分類している。KHPS2004 では日本における

職業が「管理職」，「専門・技術職」，「製造・建築・保守・運搬職」，「運輸・通信職」，「事務職」，「サービス職」，「保

安職」や「その他」などの 11 種類に分類しているが，中国における職業分類に合わせ，またサンプルの数が 30 人

以下である職業を「その他」に入れ， 最後に日本における職業が「技術職」，「製造・運輸職」，「事務職」，「サービ

ス職」および「その他」の五つに分類している。 
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「年間平均賃金の自然対数」 を用いる 14 。 両国とも, 賃金は基本給, 賞与および手当によっ

て構成され, 金融財産所得, 移転所得や実物所得などのものは含めない。日本の「時間あたり賃

金率」 は KHPS2004 における「時給」, 「週給」, 「月給」 および 「年給」 と賞与の合計値をそ

れぞれの対応する労働時間を割るものである。また残業時間の賃金は通常賃金の 1.25 倍にして

調整した。中国の「年間平均賃金」 は CHIP1999 における 「基本給」, 「手当」 および 「賞与」 

の合計値によって算出したのである。 

説明変数が以下のように設定する。多項ロジット分析および賃金関数における説明変数につい

ては, 両国とも, 「人的資本の要因」 （ 「年齢」, 「勤続年数」, 「学歴」） 15 ) および 「家族構

造の要因」 （「婚姻状況」, 「子供の数」） が職業分布および賃金に影響を与えると考え，これら

の要因を説明変数として設定している （Berker 1964, 1985a, 1985b; Miller 1987; Kidd  1993a, 

1993b, 1996）。 「勤続年数」 の設定について, 中国の分析では, 「勤続年数＝CHIP1999 にお

ける 『現在の企業で勤める年数』」, 日本の分析では, 「『勤続年数』＝2004－KHSP2004 におけ

る 『あなたは現在の企業・組織でいつから働いていますか』 という設問への回答」 によって算

出する。 

 

3.3 データ 

中国の分析では, 1999 年中国家計調査の個票 （CHIP1999） を利用する。CHIP1999 は

2000 年１月に国家統計局の SBB 調査から 6 省市 （北京市, 甘肃省, 江蘇省, 遼寧省, 山西省, 

河南省である） 16 における 3799 世帯を抽出し, 12060 人の個人に対し, 中国社会科学院・経済

研究所が実施した大規模の中国家計調査である。 

日本の分析では, 慶應義塾大学によって, 2004 年１月末に第一回目の調査が実施された家計

パネル調査（KHPS2004） の個票を利用する。KHPS2004は層化2段無作為抽出によって日本全

国を代表するように選ばれた 4000 人を対象に実施され, 調査対象が 2004 年１月 31 日時点の全

                                                  
14 日本の分析では, 「時間当たり賃金率」 を利用するが, 中国の分析では, 「年間平均賃金」 を利用するため, 若干バイ

アスが生じると考えられる。しかし, CHIP1999 における 「正規雇用者」 の割合は 8 割以上であり,  中国における正規雇用

者の労働時間はほぼ一定である （週 40 時 間） ため, バイアスは小さいと考えられる。また日中比較では, 「男女の差」 に

関する推定結果を利用するため, 推定結果のバイアスは少ないと考えられる。 
15  仮説における労働者の生産性について，計量分析をする際に，人的資本がその生産性を表示し，人的資本に関わ

る各説明変数をコントロールすることによって，労働者の生産性が同じである条件が満たされる。また「人的資本

理論」に基づく標準なミンサー型賃金関数では，経験年数，経験年数二乗および教育年数がそれぞれ説明年数とし

て設定されているが，小野（1990）では，日本の賃金関数を推定する場合に，年齢は「年功賃金の年齢効果」を示

し，勤続年数は「年功賃金の企業特殊的人的資本効果」を示し，学歴は「一般的人的資本」を示すようにそれぞれ

を設定した分析結果から，年功賃金における年齢効果が人的資本効果より大きいことが明らかになった。したがって, 

本稿では，両国とも，単なる年齢効果と人的資本効果を区別するために，年齢と勤続年数を分けてそれぞれを説明変

数として設定している。 
16 中国の地域は東部, 中部および西部の三つに分けられる。江蘇省および遼寧省が東部地域であり, 北京市および河南省

が中部地域であり, 甘ソ省および山西省が西部地域である。 
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国の満 20 歳から 69 歳の男女であり, 調査内容も対象者の就業などの幅広い質問を用意したも

のである。CHIP1999 および KHPS2004 によって, 豊富な個人属性情報の利用が可能になる 

17 。 

分析対象は自営業を除外し, 20－60歳の雇用者に限定する。サンプルでは非正規雇用者およ

び正規雇用者の両方が含まれる。欠損値を除外すると, 中国においては, 男女計は 5605 人, う

ち男性は 2843 人, 女性は 2762 人になる。日本においては, 男女計は 1782 人, うち男性は 1081

人, 女性は 701 人になる。 

男女間の職業分布の相違について, 表１によれば, 両国とも, 女性が事務職などの女性優位

性職業に集中し, 男性が技術職などの男性優位性職業に集中していることがわかる。 また事務

職に女性が集中するが, その程度は日本の方が強い。技術職については, 男性の集中がみられ, 

その傾向は中国の方が強い。 

 表１ 日本と中国における男女別・職業分布  

       男性    　　女性

中国 日本 中国 日本

技術職 21% 16% 17% 15%

事務職 15% 11% 17% 28%

製造・運輸職 39% 36% 41% 11%

サービス職 5% 17% 15% 7%

その他 20% 20% 10% 39%

合計 100% 100% 100% 100%

出所）：　CHIP1999とKHPS2004の個票により筆者作成。

 １）　職業分類について,中日とも,「その他」は「技術職」,「事務職」,「製造・運輸職」

　　　および「サービス職」の以外の職業である。      

  

職業別・男女間賃金格差を表 2 に表している。男性賃金を 100 とした場合, 男女を比較すると, 

両国とも, 各職業における女性賃金が男性賃金より低いことが見て取れる。中国に比べ, 日本で

は, 各職業における男女間賃金格差が大きく, とくに事務職における男女間賃金格差が大きいこ

とが示されている。 

               

 

 

 

                                                  
17  調査の詳細な情報について,  CHIP1999 については Li  and  Sato (2006)  Unemployment, Inequality and Poverty in 

Urban China , Routledge Landon and New York を参考, また HPS2004 については樋口（2005） 『日本の家計行動のダイナミ

ズムーKHPS の特性と住居・就業・賃金分析』 を参照のこと。 
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表 2  日本と中国における職業別・男女間賃金格差  

      中国       日本

男性 女性 　女/男 男性 女性 　女/男

技術職 9672.80 7919.57 82% 2544.08 2057.58 81%

事務職 8431.64 6688.26 79% 1940.99 925.75 48%

製造・運輸職 6027.43 3785.18 63% 2448.84 1310.66 54%

サービス職 5352.74 4020.28 75% 1547.67 1128.64 73%

その他 3132.90 3133.24 100% 2896.33 1725.79 60%

出所）：　CHIP1999とKHPS2004の個票により筆者整理。

１） 男女格差は男性の賃金対数が100としての場合,女性の賃金である。

2 )  中国賃金の単位が年間賃金（元/年）であり，日本賃金の単位が時間あたり賃金率（円/時間）である。

3）  中国における 「その他」が 「管理職」,「技術職」,「事務職」, 「製造・運輸職」および 「サービス職」

　 の以外の職であり,　日本における「その他」が「専門・技術職」,「事務職」,「製造・運輸職」および「サー

 　ビス職」の以外の職である。つまり日本の場合,女性における「管理職」のサンプルの数は30人以下で

　 　あり, 分析のサンプルの数が足りないため,「管理職」は「その他」に入れている。中国における「管理職」

　　についてもを集計したが, 掲載で省略している。  

     

各職業における男女間の個人属性の相違について, 表 3 の記述統計量で確認する。日本, 

中国とも, 学歴や勤続年数 などの人的資本の量における男女格差が存在していることがわかる

が, その差が国によって異なっている。例として, 技術職における従業員の勤続年数について, 

男女を比較すると, 両国とも, 女性が男性より短い。日中を比較すると, 中国男性の19.21年に対

して, 日本男性は 12.49 年と短く, 中国女性が 18.20 年に対して, 日本女性が 8.26 年と短い。ま

た中国における男女間の勤続年数の差が 1.01 年に対して, 日本における男女間のその差が

4.23 年と大きい。勤続年数について, 男女とも, 日本が中国に比べて短く, しかも日本における

男女間の勤続年数の相違が大きいことが示されている。 

上記のクロス集計の結果より, 職業が男女間賃金格差の形成に影響することが示されたが, 具

体的に職業がどのように日本と中国における男女間賃金格差に影響を与えているかは必ずしも

明確ではない。この疑問を解明するために, 以下では計量分析を行った。次に, 計量分析の結

果について説明する。 
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表 3  標本の記述統計量 （平均値） 

技術職 事務職 製造職 サービズ  その他

中国 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

賃金の自然対数 9.1126 9.0134 8.9877 8.5330 8.7177 8.3971 8.7339 8.4806 8.6961 8.3553
年齢（歳） 42.86 41.55 41.98 41.35 42.26 42.10 39.99 40.39 42.00 41.84
勤続年数（年間） 19.21 18.20 18.41 17.62 19.93 19.26 14.37 15.58 13.24 14.76
大学 32% 20% 11% 8% 1% 0% 1% 0% 7% 1%
短大 36% 46% 35% 28% 5% 4% 6% 5% 19% 14%
高校 16% 22% 30% 38% 34% 34% 38% 47% 19% 23%
中学 16% 12% 24% 26% 60% 62% 55% 48% 55% 62%
既婚 97% 93% 95% 95% 95% 96% 88% 94% 97% 97%
子供の数 1.30 1.36 1.36 1.44 1.34 1.44 1.31 1.49 1.45 1.67

サンプルの数 597 494 427 474 1099 1163 154 390 76 79

日本 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

賃金の自然対数 7.5951 7.4038 7.5182 7.1046 7.3152 6.7141 7.106 6.841 7.7066 7.1279
年齢(歳） 41.33 39.14 40.62 40.01 44.64 44.85 40.74 43.58 50.67 51.61
勤続年数（年間） 12.49 8.26 11.62 8.17 13.92 7.67 12.53 8.05 20.14 12.80
大学 62% 37% 59% 20% 14% 3% 40% 9% 47% 6%
短大 11% 36% 3% 25% 4% 19% 9% 13% 10% 18%
高校 25% 23% 35% 54% 66% 65% 41% 68% 33% 66%
中学 2% 4% 3% 1% 16% 13% 10% 10% 10% 10%
既婚 83% 85% 86% 92% 89% 88% 85% 83% 94% 84%
子供の数（人） 1.20 0.94 1.12 0.96 1.20 1.32 1.00 1.12 1.49 1.35
サンプルの数 174 105 117 200 389 74 218 273 183 49
出所）：CHIP1999および　KHPS2004の個票により筆者整理。

１）　日本の場合に, 女性における「管理職」の数が30人以下であるため, 「管理職」のサンプルを「その他」に入れている。中国

　　　における管理職の記述統計量を集計したが, 掲載で省略している。  

 

4. 分析結果 

 

4.1 職業に関する Oaxaca 要因分解の結果  

 推定式 （１），（2），（3） および （4） を利用する Oaxaca 要因分解の結果を表 4 に示している。

両国とも, 二つのモデルによる推定結果は細部において異なるものの, 各要因の推定結果の傾

向はほぼ同様である。そのため, 以下ではモデル 2 に着目して分析結果について説明する。 

 まず両国とも, 評価格差の推定値が属性格差に比べて大きく, 労働者の生産性が同じでも男

女の賃金が異なること （日中それぞれ89.53％, 63.07％） が男女間賃金格差に与える影響は生

産性の量の差の効果 （それぞれ 10.49％, 36.93％） に比べて大きいことが示されている。 

職業の効果について, 他の要因 （勤続年数, 学歴, 婚姻状況, 子供の数, 産業や地域な

ど） の影響をコントロールした上で, 両国とも, 男女間の職業分布の相違 (属性格差における職

業の比率) が男女間賃金格差に寄与し, その効果は日中それぞれ 6.46％, 12.32％である。また

同じ職業についても男女の賃金が異なること （評価格差における職業の比率) もその格差に影

響を与え，その効果は日中それぞれ－15.33％, －2.99％であることがわかる。いずれも職業が男

女間賃金格差に寄与することが示されている。よって, 仮説 1 が検証され，「混雑仮説」 を支持

する結果になった。 
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          表 4  Oaxaca 要因分解の結果 (Oaxaca model) 

　 モデル１（Oaxaca 1973 model) 　　モデル2 (Oaxaca 1994 model)

中国 男女格差 評価格差 属性格差 評価格差 属性格差

① ② ③ ④ ⑤

合計 100.00% 70.33% 29.67% 63.07% 36.93%

勤続年数 -35.99% 0.81% -37.26% 2.11%

学歴 0.72% 8.12% -0.09% 8.90%

職業 -0.75% 10.06% -2.99% 12.32%

婚姻状況 53.35% 5.38% 51.16% 7.56%

子供の数 -2.36% 6.09% -3.32% 7.94%

産業 1.71% 0.40% 1.78% 0.32%

地域 4.12% -1.19% 4.25% -1.32%

常数項 49.53% 49.54%

　 モデル１（Oaxaca 1973 model) 　　モデル2 (Oaxaca 1994 model)

日本 男女格差 評価格差 属性格差 評価格差 属性格差

① ② ③ ④ ⑤

合計 100.00% 83.82% 16.18% 89.53% 10.49%

勤続年数 2.49% 7.32% 11.19% -1.52%

学歴 3.27% 3.03% 2.53% 3.77%

職業 -12.67% 3.81% -15.33% 6.46%

婚姻状況 -3.94% 0.07% -4.50% 0.63%

子供の数 10.96% 0.72% 11.52% 0.17%

産業 5.89% 0.60% 6.10% 0.38%

地域 10.80% 0.63% 10.80% 0.60%

常数項 67.02% 47.67%

1） 　*,**,*** はそれぞれ有意水準10％,5％,１％を示す。

2）　モデル１は推定式（1）,(2)および（3）を利用する推定結果である。

　　  モデル2は推定式（1）,(2)および（4）を利用する推定結果である。

3）　OLS法による男女別・賃金関数を推定したが、掲載で省略している。  

  

以上の Oaxaca 要因分解では，職業を賃金関数の外生変数として利用し, 他の要因をコントロ

ールした上で，職業が両国における男女間賃金格差に寄与することが明らかになった。 しかし, 

職業が内生変数である場合，同一職業内における男女の賃金の差異，および男女間の職業分

布の違いは, どの程度両国における男女間賃金格差に影響を与えているか，このモデルからは

明確ではない。この問題を解明するため, 次に Brown モデルによる要因分解を行う。そこで以下

では，Brown モデルが利用される職業に関する多項ロジット分析の結果，および職業別・賃金関

数の結果について説明する。 

 

4.2 職業に関する多項ロジット分析の結果  

職業に関する多項ロジット分析の結果は表 5 および表 6 に表している。 
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表 5  職業に関する多項ロジット分析の結果－中国 ( Multinomial logitstic model)   

技術職                 事務職
男性 女性 男性 女性

年齢 -0.0970 -0.0105 0.0261 0.0184

-1.22 -0.14 0.34 0.27

年齢二乗 0.0019 0.0009 0.0002 0.0003

2.02 0.99 0.19 0.35

勤続年数 0.0185 ** -0.0233 -0.0349 -0.0753 ***

0.64 -0.73 -1.24 -2.78

勤続年数二乗 -0.0005 ** 0.0008 0.0005 0.0017 **

-0.30 0.97 0.69 2.31

大学 1.9607 *** 4.4710 *** 0.8568 ** 2.88 ***

4.72 9.35 1.96 5.90

短大 -2.8338 *** 3.1008 *** -2.0977 *** 1.9583 ***

-14.56 15.10 -10.99 9.74

中学 -3.6252 *** -1.5364 *** -3.0418 *** -1.2264 ***

-18.35 -8.48 -15.32 -8.69

既婚 0.6262 -0.0903 0.1650 0.2145

1.58 -0.30 0.47 0.70

子供の数 -0.1095 -0.0974 0.0558 0.0093

-1.43 -1.30 0.81 0.15

定数 1.5814 -2.0508 -0.1212 -1.5013

1.09 -1.41 -0.09 -1.13

サービス その他

男性 女性 男性 女性

年齢 0.0036 0.0331 -0.0446 -0.2467 **

0.04 0.50 -0.34 -2.24

年齢二乗 0.0002 -0.0003 0.0011 0.0034 ***

0.15 -0.33 0.07 2.59

勤続年数 -0.1149 *** -0.0948 *** -0.1634 *** -0.1566 ***

-3.32 -3.63 -3.81 -3.53

勤続年数二乗 0.0012 0.0012 0.0019 0.0023 **

1.25 1.59 1.50 1.84

大学 -0.3910 -1.1135 0.8546 1.2009

-0.35 -1.01 1.29 1.06

短大 0.0029 -0.1220 *** -1.7132 *** 1.5761 ***

0.01 -0.42 -4.23 3.72

中学 -0.1246 -0.5259 -1.3523 *** 0.2934

-0.34 -4.08 -3.83 1.00

既婚 -0.2756 -0.3469 1.4164 * 1.2112

-0.73 -1.22 1.70 1.53

子供の数 0.0830 0.1246 ** 0.1580 0.1848 *

0.89 2.09 1.28 1.70

定数 -0.7066 -0.3368 -1.1227 1.4489

-0.43 -0.26 -0.46 0.68

Number of obs 2762（女） 2843（男）

LR chi2(60) 1333.21 1555.36

Prob>chi2 0.0000 0.0000

Pseudo  R2 0.1589 0.1779

Log likelihood -3528.71 -3593.93

１）　二段階の値はｚ値である。

 2）　*,**,*** はそれぞれ有意水準10％,5％,１％を示す。

 3）　多項ロジット分析では,職業のカテゴリの基準組は「製造・運輸職」である。「学歴」の基準組は「高卒」である。

 4）　「管理職」を推定したが、掲載で省略している。  
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表 6  職業に関する多項ロジット分析の結果－日本 ( Multinomial logistic model) 

技術職                 事務職
男性 女性 男性 女性

年齢 0.1636 ** 0.0477 -0.0721 0.0094

2.16 0.42 -0.94 0.09

年齢二乗 -0.0020 ** -0.0008 0.0007 -0.0004

-2.29 -0.61 0.82 -0.36

勤続年数 -0.0074 0.1385 *** 0.0491 0.1580 ***

-0.24 2.58 1.35 3.42

勤続年数二乗 0.0005 -0.0030 * -0.0013 -0.0040 ***

0.62 -1.83 -1.31 -2.89

大学 2.4831 *** 3.5674 *** 2.9568 *** 1.9323 **

10.45 4.55 8.21 2.54

短大 -0.7508 *** 1.7165 *** 0.3133 0.3775

-1.35 4.11 0.54 1.04

中学 1.8792 -0.0940 -1.0786 * -1.8064 **

4.93 -0.14 -1.70 -2.51

既婚 -0.7508 -0.1468 -0.0766 0.6810

-1.35 -0.28 -0.21 1.39

子供の数 -0.4122 -0.2287 0.0425 -0.3141 **

-1.28 -1.26 0.35 -2.03

定数 -4.6175 *** -1.4063 -0.3790 0.3349

-3.06 -0.60 -0.25 0.16

サービス その他
男性 女性 男性 女性

年齢 -0.0832 -0.0737 0.0689 0.3474 *

-1.41 -0.79 0.92 1.83

年齢二乗 0.0007 0.0008 -0.0003 -0.0030

1.08 0.71 -0.37 -1.51

勤続年数 0.0161 0.0485 0.0039 0.0992 *

0.61 1.20 0.14 1.74

勤続年数二乗 0.0000 -0.0012 0.0006 -0.0022

-0.05 -1.05 0.94 -1.35

大学 1.4787 *** 1.0689 2.1876 *** 1.3661

6.85 1.40 9.14 1.42

短大 1.1063 *** -0.3715 1.9031 *** 0.4511

3.10 -1.03 4.89 0.89

中学 0.1091 -0.4261 -0.2549 -0.7425 *

0.36 -0.94 -0.78 -1.17

既婚 -0.0968 -0.3064 0.1793 -0.4869

-0.34 -0.70 0.45 -0.80

子供の数 -0.0414 -0.0450 0.1549 0.0264

-0.43 -0.31 1.49 0.13

定数 0.9962 3.1481 -4.8046 *** -10.1970 **

0.85 1.64 -2.95 -2.28

Number of obs 701（女） 1081（男）

LR chi2(60) 197.21 351.99

Prob>chi2 0.0000 0.0000

Pseudo  R2 0.0982 0.1067

Log likelihood -905.79 -1473.65

１）　二段階の値はｚ値である。

 2）　*,**,*** はそれぞれ有意水準10％,5％,１％を示す。

 3）　多項ロジット分析では,職業のカテゴリの基準組は「製造・運輸職」である。「学歴」の基準組は「高卒」である。  

 

人的資本の効果については，中国においては, 勤続年数が長いほど, 男性における技術職

およびサービス職, 女性における事務職およびサービス職の確率が高いことが見て取れる。 ま

た高卒を基準にすると, 学歴が高いほど, 男女における技術職および事務職の確率が高いこと
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がわかる。日本においては, 勤続年数は男性の各職業に有意な影響を与えないが, 勤続年数

が長いほど, 女性における技術職および事務職の確率が高いことがわかる。また高卒を基準にす

ると, 学歴が高いほど, 男性および女性が技術職に就く確率が高いことが示されている。日本, 

中国とも, 人的資本が高いほど, 男女の高技能職業 （例えば, 技術職） に就く確率が高いこと

が明らかになった。また，両国とも, 高学歴が高技能職業に就く確率に与える影響は女性のほう

が男性より大きいことがわかる。 

年齢効果について, 勤続年数の効果をコントロールすると, 年齢がほとんど両国における職業

の確率に有意な影響を与えない。 

家族構造の要因について, 両国とも, 既婚が職業の確率に有意な影響を与えない。子供の数

が多いほど, 中国女性がサービス職に就く確率が高く, 日本女性が事務職に就く確率が低いこと

を見て取れる。また家族構造の要因が両国における職業の確率に影響を与えるが, その効果が

人的資本の要因に比べて小さいことがわかる。 

 

4.3 男女別・職業別の賃金関数の結果  

両国における男女別・職業別の賃金関数の分析結果を表 7－8 に表している。年齢の効果に

ついては，勤続年数の効果をコントロールした上で, 年齢が高いほど, 日本と中国の男性におけ

る技術職, 事務職, 製造・運輸職の賃金, 中国女性における事務職, 製造・運輸職の賃金およ

び日本女性における技術職の賃金が高いことがわかる。両国とも, 年齢の上昇とともに男女の賃

金が上昇することが示されている。 

勤続年数の効果については, 年齢をコントロールした上で,  勤続年数が中国の各職業にお

ける男女の賃金に有意な影響を与えない一方, 日本では, 勤続年数が長いほど, 男性における

製造職の賃金および女性における事務職の賃金が高いことがわかる。 企業特殊的人的資本が

賃金に与える影響は, 日本のほうが中国より大きいことが示されている。 

年齢と勤続年数の推定係数の大きさ, および有意水準からみると, 両国とも, 年齢が男女の賃

金に与える影響は勤続年数より大きく，日本のほうが中国より大きいことが明らかになった。日本に

おいても，中国においても，年功賃金については, 単なる年齢上昇の効果は, 特殊的人的資本

の効果により大きいことがわかる。日本に関するこの推定結果は小野 （1989） の分析に一致して

いる。 

学歴の効果については, 高卒を基準にすると, 大卒が日本と中国の男性における事務職およ

びサービス職の賃金に正の有意な影響を与えることがわかる。両国とも, 学歴が高いほど, 男女
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ともに賃金が高いことが示されている。これらの推定結果はほぼ人的資本理論に整合している 

（Becker 1964；Mincer 1974）。 

表 7 職業別・賃金関数の推定結果－中国 (OLS) 

技術職                 事務職

男性 女性 男性 女性

年齢 0.0845 *** 0.0739 0.0886 ** 0.1345 **

2.70 1.40 2.36 2.45

年齢2 -0.0008 ** -0.0008 -0.0009 ** -0.0016 **

-2.17 -1.26 -2.03 -2.21

勤続年数 -0.0068 -0.0036 -0.0028 -0.0235

-0.54 -0.17 -0.21 -1.50

勤続年数2 0.0000 0.0003 0.0001 0.0007

-0.15 0.54 0.20 1.41

大学 0.3943 *** 0.3378 *** 0.4995 *** 0.5294 ***

4.93 3.82 6.49 5.32

短大 0.2218 *** 0.802 *** 0.1541 ** 0.1852 **

2.80 3.46 2.18 2.41

中学 -0.0320 -0.0012 -0.1516 -0.1080

-0.33 -0.01 -1.65 -0.98

既婚 0.1932 -0.0544 -0.1209 0.1274

-1.24 -0.46 -0.83 0.70

子供の数 -0.0732 ** 0.0020 -0.0694 * -0.0537

-2.26 0.07 -1.87 -1.62

定数 7.2252 *** 7.2261 *** 7.0270 *** 6.1616 ***

13.29 7.72 10.15 6.62

Number of obs 554 413 741 377

R-squared 0.1235 0.0700 0.0825 0.0798

Root MSE 0.5291 0.5794 0.6254 0.6536

製造職 サービス

男性 女性 男性 女性

年齢 0.0693 ** 0.1106 * -0.0401 0.0061

2.11 1.69 -0.39 0.09

年齢2 -0.0008 * -0.0013 0.0008 0.0000

-1.92 -1.58 0.61 -0.03

勤続年数 0.0123 0.0214 -0.0104 0.0429

0.87 1.27 -0.31 1.49

勤続年数2 -0.0001 -0.0001 0.0005 -0.0010

-0.25 -0.25 0.59 -1.09

大学 0.1850 0.4757 *** 1.7364 *** -0.2457 ***

0.76 3.77 13.37 -3.56

短大 0.0819 0.2389 0.3801 ** 0.7031 ***

0.91 1.58 2.29 6.28

中学 -0.1401 *** -0.1605 *** -0.2897 -0.1188

-3.08 -2.97 -1.51 -1.20

既婚 0.0135 -0.0400 0.6909 -0.2914

0.12 -0.26 1.45 -1.37

子供の数 0.0058 -0.0313 -0.1906 -0.0818 **

0.28 -0.93 -1.54 -2.01

定数 7.0728 *** 5.9993 *** 8.6806 *** 8.3207 ***

12.49 5.10 5.19 7.67

Number of obs 914 788 104 258

R-squared 0.0473 0.0595 0.2233 0.0946

Root MSE 0.6247 0.7767 0.7848 0.7393

１）二段階の値はｔ値である。

 2）　*,**,*** はそれぞれ有意水準10％,5％,１％を示す。

 3）「学歴」の基準組は「高卒」である。

 4）　「管理職」および「その他」における賃金関数が推計したが,掲載で省略されている。  
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  表 8 職業別・賃金関数の推定結果－日本 (OLS) 

技術職                 事務職

男性 女性 男性 女性

年齢 0.1397 *** 0.0398 *** 0.1177 *** 0.0368

4.24 1.14 3.39 1.32

年齢2 -0.0016 *** -0.0008 *** -0.0013 *** -0.0004

-4.25 -1.77 -3.47 -1.19

勤続年数 0.0021 0.0135 -0.0048 0.0293 ***

0.16 0.59 -0.33 2.31

勤続年数2 0.0004 0.0003 0.0007 * -0.0003

1.20 0.47 1.79 -0.70 ***

大学 0.2590 *** 0.0389 0.2083 ** 0.0932

3.07 0.21 2.57 0.98

短大 0.1613 -0.2318 -0.0030 0.0435

1.48 -1.26 -0.28 0.45

中学 0.0790 0.4919 -0.7819 ** -0.4924

0.38 1.30 -2.14 -4.19

既婚 -0.0452 -0.3040 ** 0.1790 0.0751

-0.31 -1.92 1.52 0.45

子供の数 0.0040 0.2486 *** 0.0154 -0.0935 *

0.11 2.92 0.31 -1.93

定数 4.3689 *** 7.0366 *** 4.6796 *** 6.1493 ***

6.22 10.28 6.68 10.99

Number of obs 165 98 114 193

R-squared 0.305 0.2601 0.4923 0.1277

Root MSE 0.5040 0.5995 0.4129 0.5383

製造職 サービス

男性 女性 男性 女性

年齢 0.0589 *** -0.0429 -0.0224 -0.0198

3.60 -0.71 -0.68 -0.72

年齢2 -0.0007 *** 0.0004 0.0003 0.0001

-3.73 0.58 0.71 0.40

勤続年数 0.0371 *** 0.0259 0.0017 0.0154

4.75 1.24 0.10 1.07

勤続年数2 -0.0005 ** -0.0006 0.0003 -0.0004

-2.37 -1.08 0.55 -0.94

大学 0.0286 1.1588 ** 0.3329 *** 0.1995

0.38 2.37 3.02 1.03

短大 0.1196 * 0.0698 0.2729 0.1410

1.72 0.38 1.32 1.20

中学 0.0461 -0.2849 ** 0.0637 -0.0734

0.49 -1.58 0.29 -0.45

既婚 0.0854 -0.1070 -0.1580 -0.3556 **

0.98 -0.43 -1.29 -2.56

子供の数 0.1013 *** -0.0091 0.2545 *** 0.0468

3.46 -0.11 3.51 0.89

定数 5.6580 *** 7.7597 *** 7.1050 *** 7.5492 ***

18.11 6.83 11.83 13.40

Number of obs 373 74 199 261

R-squared 0.3093 0.2064 0.1824 0.0689

Root MSE 0.5009 0.5881 0.6514 0.6842

１）二段階の値はｔ値である。

 2）　*,**,*** はそれぞれ有意水準10％,5％,１％を示す。

 3）「学歴」の基準組は「高卒」である。

 4）　「その他」における賃金関数が推計したが,掲載で省略されている。  

 

家族構造の要因については, 既婚であることが中国における男女の賃金に有意な影響を与え
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ないが, 日本では, 技術職およびサービス職において, 既婚であることが女性の賃金に負の影

響を与えることがわかる。人的資本の要因をコントロールした上で, 既婚が女性賃金に与えるマイ

ナスの影響は, 日本のほうが中国より大きいことが示されている。 

子供の数が多いほど, 技術職と事務職における中国男性の賃金およびサービス職における中

国女性の賃金が低い一方, 日本では, 製造職およびサービス職において, 多く子供を持ってい

る男性の賃金が高いことがわかる。中国では，男女とも, 多く子供を持つことが賃金を低めるのに

対して, 日本では, 多く子供を持つことが男性賃金を高めることが示されている。 

 

4.4 女性における職業分布の予測値  

表 5 および表 6 の推定係数を利用して女性における職業分布の予測値を算出した。その結果

は表 9 に示している。両国とも, 女性に対する評価が男性と同じであれば, 女性における技術職

およびサービス職の割合は高くなることが明らかになった。分析結果から, 中国および日本にお

ける労働市場では, 男女間の職業分布の相違が存在することが示されている。 

表 9 女性における職業分布の実際値および予測値 

 

実際値 予測値 予測－実際

中国 日本 中国 日本 中国 日本

技術職 17% 15% 29% 28% 12% 13%

事務職 17% 28% 20% 9% 3% -19%

製造・運輸職 41% 11% 4% 36% -37% 25%

サービズ職 15% 7% 24% 14% 9% 7%

その他 10% 39% 23% 13% 13% -26%

合計 100% 100% 100% 100% 0% 0%

1）　「女性の予測値」は表5-6の多項ロジットの推定結果を利用して計算したものである。

2）　実際値はCHIP1999およびKHPS2004に基づいて整理した結果である。  

 

4.5 職業に関する全要因分解の結果 （表 10） 

職業に関する全要因分解の結果を表 10 に表している。 職業間格差 （B と D の合計値） の

総合効果は中国が 32.1％であり, 日本は 3.1％である。また労働者の生産性が同じでも, 男女間

の職業分布の相違によって男女間賃金格差が生じ, この効果は日本全体の４．3％であり, 中国

全体の 36.1％である。両国とも, 男女間の職業分布の相違は男女間賃金格差に寄与することが

わかる。 
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表 10  職業に関する全要因分解の結果（Brown model） 

　　　　  　　　　　　値 　　　　　　部分分解％ 　　　　　　全分解％

中国 日本 中国 日本 中国 日本

賃金格差合計 0.2492 1.6140 100% 100%

職業内格差 0.1692 1.5640 100% 100% 67.9% 96.9%

Ａ：属性格差 0.0614 0.1230 36.1% 7.9% 24.5% 7.6%

Ｃ：評価格差 0.1079 1.4407 63.9% 92.1% 43.4% 89.3%

職業間格差 0.0800 0.0500 100% 100% 32.1% 3.1%

Ｂ：属性格差 -0.010 -0.0200 -12.5% -40.0% -4.0% -1.2%

Ｄ：評価格差 0.0900 0.0700 112.5% 140.0% 36.1% 4.3%

属性格差合計 0.0510 0.1030 20.5% 6.4%

評価格差合計 0.1980 1.5110 79.5% 93.6%

１）表10の値が表5－9の結果を利用する推定結果である。。  

 

職業内格差 （A と C の合計値） の総合効果は中国が 67.9％であり, 日本が 96.9％である。

両国とも, 同じ職業についても男女の賃金が異なることによって, 男女間賃金格差が生じることが

わかる。この結果を再分解すると, 労働者の生産性の量が同じでも, 同一職業内における男女の

賃金の相違は男女間賃金格差に寄与し, この効果は日本全体の 89.3％であり, 中国全体の

43.4％であることが明確になっている。 

以上の結果から, 労働者の生産性の量が同じでも, 日本と中国においては, 男女間の職業分

布の相違, および同一職業についても男女の賃金が異なることは, 男女間賃金格差に寄与する

ことが示されている。よって, 仮説 2 が検証され, 「混雑仮説」 を支持する結果になった。また，

労働者の生産性の量が同じでも, 同一職業内における男女の賃金の相違が男女間賃金格差に

与える影響は日本のほう （89.3％）が中国 （43.4％） より大きいことが示されている。よって，仮

説 3 が検証された。 

職業内格差と職業間格差の推定値を比較すると, 両国とも, 職業内格差が職業間格差に比

べて高い。同じ職業内における男女の賃金の差異が男女間賃金格差の主要な理由であることが

示されている。 

また表 10 より, 全体的にみると, 日本における評価格差 （93.6％） が中国 （79.5%） に比べ

て大きいことがわかる。評価格差は職業配置における男女差別および同じ職業の内部における

男女差別の総合効果を示す。この分析結果から, 日本においては, これらの差別の効果が男女

間賃金格差に与える影響は中国に比べて大きいことが示されている。 
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5. まとめと今後の研究課題 

 本稿では Oaxaca モデルおよび Brown モデルという二つの計量分析の枠組みを用いて実証分

析を行った。この計量分析によって, 三つの仮説を検証した。 その結果得られた結論は以下の

通りである。 

第一に, Oaxaca モデルの要因分解から, 両国とも, 評価格差（日中それぞれ 89.53％, 

63.07％） が男女間賃金格差に与える影響は属性格差（日中それぞれ 10.49％, 36.93％） に比

べて大きいことがわかる。いずれも職業が男女間賃金格差に寄与することが示されている。   

第二に, Brown モデルの要因分解から, 両国とも, 男女間の職業分布の相違がある。これによ

って中国における男女間賃金格差の 32.1％, 日本におけるその格差の 3.1％が説明される。労

働者の生産性が同じであれば, この効果は日本全体の４．3％であり, 中国全体の 36.1％であ

る。 

第三に, 両国とも, 同一職業においても男女の賃金が異なる。この効果が全体に占める役割

は中国が 67.9％, 日本が 96.9％である。労働者の生産性が同じであれば, この効果は日本全体

の 89.3％であり, 中国全体の 43.4％である。 

第四に, 労働者の生産性が同じでも，同一職業内における男女の賃金が異なることが男女間

賃金格差に与える影響は日本のほうが中国より大きい。 

推定結果から, 中国および日本の労働市場では, いずれも 「性別職業分離」 の問題が存在

することが示され, 「混雑仮説」を支持する結果になった。 

以上の分析結果は、次のような含意を持つと考えられる。 

第一に, 職業間格差については, 企業側の職業配置の男女差別および職業選択の男女格

差によって生じると考えられる。女性の職業選択については, さまざまな理由があるが 18 ,  労

働者の自主選択の理由以外に, 職業配置における男女差別の問題を解決すべきであろう。両国

とも, 今後 「男女雇用均等法」 の徹底が重要な課題になる 

第二に, 職業内格差について, この理由が 「同一労働同一賃金政策」 の実施状況および 

「年功賃金制度」 に関連すると考えられる。中国では 1954 年に 「同一労働同一賃金政策」 が

実施され, また日本では 1945 年に 「同一労働同一賃金原則」 が確立されたが,  現在までに

日本の大手企業および中国の国有企業では，「年功賃金」 が賃金制度の基本的仕組として実

施されている （丸川 2002； 梅崎 2005；馬 2006ｃ）。年齢や勤続年数などの個人属性を重視す

                                                  
18  Bernard  (1979) などの研究では,  両親および教師のアドバイスが女性の職業選択に影響を与え，これによっ

て，女性の職業選択に偏りが生じると指摘している。 
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る年功賃金制度によって，男女差別が生じやすく， これによって，両国とも，同じ職業についても

男女の賃金が異なることが考えられる。両国とも, 「同一労働同一賃金原則」 を徹底的に実施す

るために, 欧米の経験を参考し, 職務の客観的な評価を賃金制度に反映させることによって, 男

女差別的でない賃金制度 （例えば, 「職務・職業賃金制度」 19 ） を検討すべきであろう。 

本稿ではクロスセクションの分析を行ったが, 経済発展に伴って, 各職業における労働需給の

状況, 男女間の各要因の量およびそれらの要因に対する評価が変化し, それに伴って職業が男

女間賃金格差に与える影響も変化すると考えられる （Goldin 1990；大沢 1993）。また, 日本と中

国における正規就業および非正規就業の状況は異なっており, 各就業形態において, 男女間の

職業分布の相違が存在し, これが両国における男女間賃金格差にも影響を与えていると考えら

れる。これらの課題に関するさらなる分析は今後の研究課題としたい。  
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