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要旨 

本章の目的は、慶應家計パネル調査（KHPS）を利用し、サンプル脱落問題を包括的に検証す
ることである。第一に、調査の対象者が回答を継続するか、調査から脱落するかという行動は何

によって決まるかを検討する。第二に、脱落者の存在が調査対象者の労働市場における個人行動

の分析、すなわち、労働市場参加・不参加、労働時間の分析や賃金関数の推定に影響を与えるか

どうかを検証する。その上で、影響を与えると判断された場合、どのような影響を与えるかを検

討する。第三に、脱落問題と類似の問題として、賃金関数を推定する際に、個別の調査項目への

回答拒否を考慮する必要があるかどうかを検討する。分析結果は主に次の3 点にまとめられる。 
(1) 労働市場参加・不参加に関しては、おおむね、サンプルセレクションの問題は生じていない。 
(2) 労働時間に関しては、用いられる手法によって脱落の影響に対する評価がかなり変わる。(3)
賃金関数に関しては、サンプル脱落によってバイアスが生じている可能性がある。 

      
*  慶應義塾大学経済学部教授 

**  慶應義塾大学経済学部教授 

*** 慶應義塾大学商学部特別研究講師 

*** 慶應義塾大学経済学部研究科修士課程 

 

 
Graduate School of Economics and Graduate School of Business and Commerce,  

Keio University 
2-15-45 Mita, Minato-ku, Tokyo 108-8345, Japan 



第 1章　　　労働市場における個人行動と脱落問題

C.R. McKenzie
慶應義塾大学経済学部

宮内環
慶應義塾大学経済学部

直井道生
慶應義塾大学商学部

木曽研介
慶應義塾大学経済学研究科

March 2007

要旨

本章の目的は、慶應家計パネル調査（KHPS）を利用し、サンプル脱落問題を包括的に検証す

ることである。第一に、調査の対象者が回答を継続するか、調査から脱落するかという行動は何

によって決まるかを検討する。第二に、脱落者の存在が調査対象者の労働市場における個人行動

の分析、すなわち、労働市場参加・不参加、労働時間の分析や賃金関数の推定に影響を与えるか

どうかを検証する。その上で、影響を与えると判断された場合、どのような影響を与えるかを検

討する。第三に、脱落問題と類似の問題として、賃金関数を推定する際に、個別の調査項目への

回答拒否を考慮する必要があるかどうかを検討する。分析結果は主に次の 3点にまとめられる。

(1) 労働市場参加・不参加に関しては、おおむね、サンプルセレクションの問題は生じていない。

(2)労働時間に関しては、用いられる手法によって脱落の影響に対する評価がかなり変わる。(3)

賃金関数に関しては、サンプル脱落によってバイアスが生じている可能性がある。



1 はじめに†

パネルデータには、主体効果（個人効果、企業効果）を明示的に考慮した分析を可能にする

という長所（Baltagi (2005)参照）がある一方で、調査からの脱落者が必ず現れるという短所も

ある。調査からの脱落者の存在はパネル分析における二つの基本的な問題を引き起こす。一つ目

は、時間とともに、利用できる標本数は徐々に減ってしまうことである。脱落者が存在しない場

合と比較して、標本数の減少は推定量の効率性を明らかに低下させる。もう一つの問題は、脱落

者によってサンプルの性質・代表性が変わる場合があるということである。パネルデータの場合、

最初の調査（第１波）では、興味のある母集団に関して代表的なサンプルを得るために調査のサ

ンプル設定・調査方法等に関してできうる限りの注意が払われる。1しかしながら、こうして得

られた標本が興味のある母集団に近かった場合でも、脱落の存在は第２波以降に残存するサンプ

ルの標本モメントを興味のある母集団のモメントから乖離させる可能性があり、残ったサンプル

を利用していくつかの変数間の関係を推定する場合には、得られた関係・推定量は興味のある母

集団の関係・係数から乖離する可能性がある。このような場合、そのサンプルは全く役に立たな

いということではなく、サンプルを利用するために、継続・脱落行動を調べ、その影響を考慮す

る必要があるということになる。パネル調査においては、調査からの対象者の脱落を避けること

ができないので、第２波以降のデータを利用する場合には、脱落による影響を配慮して分析すべ

きかを調べる価値がある。

慶應義塾家計パネル調査（Keio Household Panel Survey, KHPS）は 2004年 1月時点 (第１

波)で満 20歳から 69歳までの男女を対象として、特に労働と住宅に関して詳細なデータを得て

いる調査である（樋口 (2005,2006)参照）。労働関係の情報がKHPSの一つの大事な柱となって

いるので、本章の目的の一つは、脱落者の存在が KHPSを用いた労働市場関係の分析、すなわ

ち、労働市場参加・不参加、労働時間の分析や賃金関数の推定に影響を与えるかどうか、また、

影響を与える場合、それがどのようなものかを調べることである。上記に加え、もう一つの目的

†本章の作成に当たり、樋口美雄教授と瀬古美喜教授から多くの建設的なコメントをいただいた。中央調査の幸村
孝之氏からは KHPSの調査方法等についての詳細な情報を提供していただいた。KHPSを利用した賃金関数の推定
に関して三好向洋氏から有益なアドバイスをいただいた。ここに記して感謝したい。また、本章の初期段階のドラフ
トは 2006年 11月 27日に慶應義塾大学にて開催されたパネルデータコンファレンスで報告された。

1第１波で得られたサンプルの性質が興味のある母集団の性質に近いかどうかを調べるのに、他の調査と比較する
ことができる（木村 (2005)参照）。



として、賃金率関数を推定する場合に、個別の調査項目に対する回答拒否を考慮する必要がある

かどうかという脱落問題と類似の問題を検証する。

本章の執筆時点では、KHPSより 2004年のデータ (KHPS2004、第１波）、2005年のデータ

(KHPS2005、第 2波）と 2006年のデータ (KHPS2006、第 3波）が入手可能である。KHPSに

おける脱落状況を確認すると、第１波と第２波、第２波と第３波との間に、それぞれ 17.3%と

13.0%の対象者が脱落している。結果として、第１波から第３波にかけての累積脱落率は 28.0%と

なる。アメリカの代表的なパネルデータである PSID（Panel Study of Income Dynamics）や

1993年から実施されている日本の代表的なパネルデータである財団法人家計経済研究所による

「消費生活に関するパネル調査」（以下、「消費パネル」）と比較して、KHPSの脱落問題は明らか

に深刻である。この深刻さには二つの次元がある。一つ目は、KHPSの第１波と第２波との間の

脱落率が PSIDの脱落率（11.9%）や「消費パネル」の脱落率 (5.2%)に比べてかなり高いことで

ある2。二つ目は、第２波と第３波との間にも脱落率の高さが続いていることである。こうした

脱落率の高さを踏まえると、KHPSを利用した分析において、サンプル脱落が影響を与えるかど

うかを検討することは非常に重要な意義を持つと考えられる。

パネルデータにおける脱落バイアスの検証に当たっては、(1) 第２波以降のデータをクロス

セクション毎に分析する、(2) 第２波以降のデータをパネルとして分析する、という 2つのアプ

ローチが考えられる。前者のアプローチを取る場合、効率性が失われるともに、状態依存性 (state

dependence)と観測できない異質性（unobserved heterogeneity）を区別することができないと

いう指摘がある（Nijman and Verbeek (1992)）。ただし、KHPSにおいては 2005年調査で脱落

した家計のうち、2006年で、再度調査に参加したケースは１件もない3ので、状態依存性の問題

を考慮する必要はない。したがって、本章では、前者のアプローチに基づいて、脱落者の存在が

クロスセクション分析にどのような影響を与えるかを調べることにする。個人効果を考慮した通

常の意味でのパネル分析へのサンプル脱落の影響は将来の研究課題としたい。

KHPSを利用して、脱落者行動がサンプルセレクションバイアスを引き起こすかどうかを調

べた研究論文として木曽 (2007）と直井 (2007)がある。木曽 (2007)は、脱落問題の既存の研究

2KHPS、PSIDと消費パネルの脱落問題に関してのより詳細な比較については直井 (2007)参照のこと。
3我が国の代表的なパネルである「消費生活に関するパネル調査」では、ある年に脱落し、翌年に調査に復活する

女性は脱落者の１割程度と報告されている（村上（2003、図表 III-I-2）参照）。



を踏まえ、脱落問題は労働所得モデルにおけるサンプルセレクションバイアスを引き起こしてい

ることを報告している。直井 (2007)は脱落の住居移動行動への影響を調べた結果として、少な

くとも部分的にはバイアスが生じていることを明らかにしている。

KHPSにおける脱落問題を調べた既存研究（宮内その他 (2006)、木曽 (2007)、直井 (2007)）

と比較して、本論文の貢献は大きく言って二つある。第一に、既存研究が全てのサンプルを一括

して扱っていたのに対し、本論文ではサンプル脱落の規定要因を対象者の性別・配偶関係別に検

討したという点がある。これによって、四つのグループ（有配偶女性、無配偶女性、有配偶男性、

無配偶男性）の脱落要因は若干異なることが明らかになった。第二に、労働市場におけるさまざ

まな個人行動を対象に、サンプル脱落の影響を包括的に分析したという点がある。脱落が労働所

得関数の推定に有意な影響を与えるとする木曽 (2007)を踏まえ、労働所得の構成要因である、労

働市場参加・不参加、労働時間および賃金に脱落がどのような影響を与えるかを検証した。本章

は脱落が住居移動行動へどのような影響を与えるかを調べた直井 (2007)を補完するものである。

本章の分析結果を簡単にまとめると、脱落者の存在は、(1)労働市場参加・不参加分析に関し

ては、おおむねサンプルセレクション問題は生じていないようであること、(2)労働時間に関し

ては用いる手法によって結果がかなり変わること、(3)賃金関数については、脱落バイアスが生

じている可能性があるという 3点が明らかになった。

本章の構成は次の通りである。第２節では脱落問題についての先行研究をサーベイする。労

働市場参加・不参加、労働時間選択という個人行動および賃金関数の推定に脱落がどのような影

響を与えるかという分析枠組みについては第３節で詳しく説明する。第４節では利用する変数の

定義を説明する。脱落・継続の決定要因、労働市場参加・不参加、労働時間および賃金関数に関

する推定結果を第５節で紹介する。最後に、第６節で簡単な結論を述べる。

2 脱落問題に関する先行研究

本節では、脱落問題に関する先行研究を次の四つの観点から整理・紹介することにする。第一の

観点は、パネル調査においてある年の回答者が翌年の調査への回答を継続するか否かという決

定は何に依存するかという点である。第２の観点は、継続・脱落の決定要因を踏まえると、脱落

者の存在は他の分析に影響を与える可能性があるが、その「他の分析」はどのような分析になる



かということである。第３の観点は、脱落者の存在が「他の分析」に影響を与えるか否かをどの

ように検定すれば良いか、また、そうした影響があるとすればどのように考慮するればよいかと

いう点である。第４に、KHPSについて脱落に関する先行研究から何が分かったかということ

である。なお、パネル調査における脱落問題の影響を包括的に議論した研究としては、Maddala

(1983, chapter 9), Baltagi (2005, sections 11.4-11.7)、Vella(1998)、1998年の Journal of Human

Resourcesの第 33巻 2号に掲載されたAttrition in Longitudinal Surveys、やWooldridge (2002、

chapter 17)が挙げられる。

2.1 継続・脱落は何に依存するか

パネル調査における継続・脱落の決定要因に関しては、プロビット・ロジットモデルを利用して

分析を行った先行研究が数多く存在する。しかしながら、対象者の調査への回答行動を説明する

理論モデルはほとんど存在しないため、説明変数の選択は基本的にデータに任される。たとえば、

第 j波の調査における脱落を分析する場合、当該期には継続者の情報しか存在しないので、継続・

脱落の規定要因としては、基本的に第 j − 1波以前の情報が利用される。ただし、第 j − 1波以

前の情報を利用する場合でも、対象者全員が該当する項目を必ず回答すると限らないので、回答

率が高い項目を利用しなければ、別のサンプルセレクション問題を引き起こす可能性がある4。

パネル調査への回答を継続するか否かを決める要因として、調査する側とされる側の要因を

別々に考えられる。調査する側の要因としては、調査票の長さ・難しさ（回答する時間と密接に

関係する）、謝礼の額、調査員の努力などが考えられる。付録にある理論モデルによると、名目

謝礼金と回答に要する時間は、対象者が調査に回答するかしないかを決める重要な要因となるこ

とが分かる。しかしながら、調査票の長さ・難しさや対象者に支払う謝礼額が継続・脱落行動に

どのような影響を与えるかは実証的には必ずしも明らかになっていない。Bates(2003, 2004)と

直井 (2007)は、調査員の努力（例えば、調査員が訪問する曜日・時間帯や調査員の調査負担）が

対象者の継続行動に有意な影響を与えることを示している。

調査員の努力として、ある対象者が第 j波の調査に回答するまでに、第 j − 1波の回答者を何

回訪問するかということがあげられる。例えば、直井 (2007)は調査員に関する変数が継続・脱落

選択にどのような影響を与えるかを調べた結果、平日のみ訪問すること、調査員の変更、初回訪

4KHPSにおける個別の調査項目への回答率については木村 (2005)を参照のこと。



問月が遅くなることによって脱落確率が高まることを明らかにした。また、第 j − 1波と第 j波

と間に回答者が引越しした場合、回答者を追跡するために、調査会社がどの程度努力するかも大

事になってくる。

パネル調査への回答継続を説明する概念として「機会費用」がある（宮内その他 (2005,2006)）

5。調査に参加した場合、対象者は他の目的（たとえば就業・家事・育児）のための時間を回答に

振り向けなければならないため、回答者の時間の機会費用が高くなれば、回答する可能性が低く

なると考えられる。機会費用の理論が正しければ、賃金が高い対象者や、就業している対象者、

また、未就学児童を持つ対象者の回答する可能性は低くなると推測される。ただし、この仮説の

直接に検証には、いくつかの問題点がある。例えば、対象者の就業が第 j波における回答継続に

与える影響を検証する場合、未回答者については第 j波の調査時点での就業状態は観察できない

ため、第 j − 1波のデータを何らかの形で利用し、第 j 波の機会費用の代理変数として利用し、

推定するしかない6。賃金についても、未回答者については継続・脱落の時点での情報はなく、第

j − 1波時点での情報を利用する場合にも、（第 j − 1波での）非就業者については、賃金は観察

されない。

転居に伴う対象者の追跡の問題も、継続・脱落を規定する要因の一つである。一般に、借家

に居住している場合、契約の期間もあり、引っ越しする確率は持ち家居住者に比べて高いと推測

される。引っ越しをした対象者を追跡することが脱落者を少なくする一つの方法ではある。アメ

リカに比べて、戸籍制度が存在する日本では、引っ越しした対象者の追跡は容易であると考えら

れるが、調査員または調査会社がその情報を生かすかどうかというのが課題である。

Fitzgerald et al. (1998)によると、性別、労働所得、年齢、学歴、地域ダミーや６歳以下の

子供の人数は脱落に有意に影響を与えるとされる。また、Lillard and Panis (1998)によると、人

種、性別、年齢、教育年数、調査前の結婚状況の変化（離婚、別居）や引越しの経験などが脱落

に影響を与えるとされる。

5第１波の回答に際しても、機会費用の影響があると考えられる。ただし、宮内その他 (2005)の分析では未回答者
について利用できる情報として年齢階層、住居地方と住居の都市規模しかなかった

6KHPSでは、各調査の直前 1ヶ月（1月）の就業状態とその前年 1年間の就業状態に関する質問項目が用意され
ているため、第 j 波における機会費用の代理変数としては、少なくとも 1年以上過去の情報を用いることになる。



2.2 何を主に分析するか

労働市場に関する様々な仮説を検証するために、多くの研究はパネルデータより得られる個票デー

タを利用し、分析を行っている。こうした分析に用いられる代表的なパネルデータとして PSID

や「消費パネル」があげられる。労働市場に関する分析として、賃金関数（例えば、Mincer and

Polachek(1974), Hashimoto and Raisian (1985)）、労働時間関数 (Elissa and Liebman (1996),

坂田・McKenzie(2006))、労働市場に参加するかどうかという選択（Elissa and Liebman (1996)、

坂田・McKenzie(2006)、Sakata and McKenzie (2006))等がある。このような労働市場におけ

る個人行動はいずれも労働所得を構成する要因であるため、脱落問題を扱った先行研究では、労

働所得関数（または所得関数）の推定への影響が議論されてきた（例えば、Hausman and Wise

(1979), Fitzgerald et al. (1998), Lillard and Panis (1998), 木曽 (2007)）。

第 2.1節で説明したように、持ち家居住者と借家居住者という二つのグループは異なる脱落

率を持つと推測されるため、脱落問題が非常に深刻と思われる分析として世帯の住居移動行動の

分析が挙げられる。直井 (2007)はそのポイントを踏まえ、世帯の住居移動行動を分析する際に

は脱落バイアスが存在することを示唆している。

上記の分析以外に、通勤数の分析（Ridder (1992)）、実質賃金関数（Keane et al. (1988)）、

消費関数（Nijman and Verbeek (1992))、トラック会社の費用関数（Dionne et al. (1998))や労

働組合の効果（Vella and Verbeek (1998)）を対象にサンプル脱落の影響を分析した研究もある。

2.3 脱落を考慮・検定するために、どうしたら良いか

パネル分析における脱落問題を議論する際に、まず強調されるべきは、これまで、ほとんどの先

行研究においてサンプル脱落の問題が無視されているという点である。パネル分析を行う場合、

脱落者が現れることは事前に予測されるが、その数や割合を事前に予測するのは難しい。調査の

実施に先立って、調査表の長さ・難しさや調査への謝礼といった調査プロセスを考慮することで、

脱落者の数を最小限にとどめるよう試みる。こうした調査プロセスの中でも、特に調査への謝礼

がサンプル脱落に与える影響に関しては、次のようないくつかの点が明らかになってきている。

まず、調査に回答した場合の謝礼を十分に引き上げることによってある時点での脱落率を下げる

効果がある（例えば、Rodgers (2002)参照）。また、第１波と第２波で同じ金額を謝礼として支



払う形式と比較して、第１波に前倒しして支払うことは脱落率にあまり効果がないようである

（Lengacher et al. (1995)参照）。何らかの福祉プログラムとリンクしている調査において、プロ

グラムへの参加によって得られる給付金が大幅に減少したとしてもプログラムからの脱落への影

響は限定的なものにとどまるとされる（Olsen et al. (2005)参照）。

しかしながら、実施プロセスにどんなに注意を払ったとしても、パネル調査においては対象

者の脱落を避けることは不可能である。発生してしまったサンプル脱落に対しては、(1) 脱落バ

イアスが存在するかどうかを検定し、(2) バイアスが存在する場合、それを修正するという対処

が必要となる。理論的に、このような分析には主に二つの方法が存在する。

第一の方法は、Heckman (1974, 1976, 1979)によるサンプルセレクションの検定・修正であ

る。興味のある行動方程式が線形のモデルであれば、しばしば Heckmanの２段階推定が利用さ

れる。分析の第一段階では、継続・脱落に関するプロビットモデルを推定した上で、逆Mills比が

計算される。第二段階では、こうして求めた逆Mills比を興味のある行動方程式に追加し、OLS

による推定が行われる。追加された変数が有意である場合、サンプルセレクション（脱落による

バイアス）が存在すると結論付けられる。逆Mills比の推定された係数の検定に際しては、通常

のWhite(1980)修正された標準誤差・t値が利用される。この検定は、脱落者の存在によって、興

味のある行動方程式の誤差項の期待値が個人間で異なるかを検証しているのに他ならない7。第

２段階の推定モデルからは、サンプルセレクション問題を考慮した結果が得られるが、仮説検定

のためには、推定量の標準誤差と t値を計算に注意を払う必要がある。

上記の Heckmanの２段階推定のモデルを、プロビットモデルと興味のある行動方程式をシ

ステムとして考え、最尤法で推定することもできる。この場合、二つの方程式の誤差項が相関す

るかどうかが脱落バイアス有無のテストになる。システム推定によって、より効率的な推定量が

得られるはずではあるが、尤度関数の最大化に際して色々な問題（例えば、計算が収束しないこ

とや誤差項間の相関係数が１または-１になること）が発生する場合がある。このような最尤法

による推定は、興味のある方程式が線形ではなく、妥当な推定方法がプロビットやトービットで

7この方法以外にも、Hausman(1978)テストを用いて、サンプルセレクションを修正した場合の係数の推定値と修
正していない場合の係数の推定値との差を比較することで脱落の影響を検証することもできる。ただし、坂本 (2003)
などに見られるように、両者の結果は異なる場合がある。Hausmanテストの共分散行列が本当に非特異行列かとい
うことや、自由度に注意を払う必要がある（一般的な議論として Ruud (1984)と Davidson and MacKinnon (2004,
pp. 341-342）参照。）。



あるような場合でも、理論的には可能である。また、数時点で脱落が起こり、脱落を説明するプ

ロビットと興味のある行動方程式の両方に個人効果が存在する場合でも、上述の方法を拡張する

ことが可能である（Maddala(1983, chapter 9), Nijman and Verbeek (1992), Wooldridge (1995,

2002), Vella and Verbeek (1999), Baltagi(2005)と Frees(2004, section 7.4）参照)。

二つ目の解決策は、Inverse Probability Weighting (IPW)による方法である。IPWの場合に

も、第一段階では、継続・脱落に関するプロビットモデルが推定される。その上で、この推定結

果を利用して尤度関数をウェイト付けして最大化することで、興味のある行動方程式の推定結果

が得られる（Wooldridge (2002, section 17.7.3)参照）。脱落バイアスがあるかどうかを検定する

ためには、IPWによる推定量とウェイトされていない通常の推定量に関するHausman(1978)テ

ストが利用される。日本のデータを利用し、この方法を適用した最新の研究として土屋 (2006)が

ある。

2.4 KHPSに関する脱落分析

KHPSを利用し、脱落問題を調べた研究として宮内その他 (2006)、木曽 (2007)、直井 (2007)が

ある。宮内その他 (2006)は、KHPS2005で発生した脱落者を分析したのに対して、木曽 (2007)

と直井 (2007)はKHPS2005とKHPS2006の双方で発生した脱落者を分析している。いずれの研

究においても、2004年の情報を利用し、KHPS2005で発生した脱落者行動を分析している。こ

の結果、説明変数として統計的に効いているものは、宮内その他 (2006)では教育年数、有配偶、

直近１年間の引越し、借家居住（公営・公団・公社などの賃貸住宅と社宅・寮）など、木曽 (2007)

では教育年数、持ち家ダミー、町・村ダミー、直井 (2007)では年齢、短大卒ダミー、政令指定都

市ダミー、企業規模8と調査員に関する変数であることが報告されている。また、木曽 (2007)と

直井（2007)によれば、KHPS2004からKHPS2006までの間に発生した脱落者行動を分析した場

合、脱落者行動を説明する有意な変数は上記とほぼ同じであると報告されている。

サンプル脱落の影響を調べた研究としては、2006年の調査継続確率および所得関数を分析対

象とした木曽 (2007)と、住居移動行動を分析対象とした直井 (2007)がある。木曽 (2007)による

と、2006年の調査継続確率は 2005年のサンプル脱落の影響を統計的に受けないのに対して、ク

ロスセクションで分析した 2005年および 2006年の所得関数はそれぞれ 2005年および 2006年
8非就業者を基準としているため、2004年時点で働いていない人についてはゼロを取る。



の脱落行動の影響を統計的に受けているということである。一方、直井 (2007)によると、2005

年の住居移動関数については当該年の調査におけるサンプル脱落の影響が存在するのに対して、

2006年の住居移動関数については脱落の影響は検定方法に依存するとされる。具体的には、ワル

ド検定による結果では脱落バイアスが統計的に検出されるのに対して、尤度比検定ではこうした

結果は確認できないということである。直井 (2007)は、脱落問題を考慮しない場合、住居移動関

数の係数は（絶対値で見て）過大に推定される傾向があることを指摘する。

3 モデルの設定・解説

分析を簡単にするために、調査の第１波と第 2波のデータがあり、興味のある方程式が (1)式と

(2)式によって表されるものとする。

y∗i,2 = xi,2α + ei,2, i = 1, .., N2 (1)

yi,2 = f(y∗i,2) (2)

ここで y∗i,2は観測できない潜在的 (latent)な連続変数、yi,2は実際に観察される i番目の個人の

第 2波の被説明変数、xi,2は i番目の個人の第 2波の説明変数、αは未知の係数、ei,2は誤差項、

Nj は第 j 波 (j = 1, 2)の回答者の数とする。脱落が必ず起こるという前提で、N1 > N2を仮定

する。これから分析されるケースを見越すと、(2)式にある f(.)という関数の設定によって、上

記のモデルは yi,2が連続変数になるケース、二項変数になるケース、検閲された変数になるケー

ス、切断された変数になるケースなどを含む。f(.)は対象者の選択（継続・脱落行動を含む）を

反映するものである。なお、分析の焦点は αの値と αに関する仮説検定にある。E(ei,2) = 0、

E(x′i,2ei,2) = 0と yi,2 = y∗i,2（y∗i,2が完全に観測可能 (perfect observability)）であれば (1)式と

(2)式を最小二乗法（OLS）で推定ができ、αに関する仮説検定も簡単に行うこともできる。脱落

問題を簡単に言えば、(1)式を観測されたデータのみを利用して推定した場合、ei,2の条件付き期

待値（正確に言うと、データが観測されることを条件にした期待値）は一般的にゼロにならず、

iに依存するということである。



3.1 継続・脱落分析

脱落問題は、調査の第 2波において、何らかの理由（死亡、引っ越し、プライバシー上の理由等）

で第１波の回答者が脱落し、かつ、その脱落行動が (1)式と何らかの関係を持つ際に生じる。い

ま、Keizokui,j,kは i番目の個人が第 j波と第 k波（k > j)の間、回答を継続した場合１、脱落

した場合０となるダミー変数であるとする。Keizokui,1,2は下記のように決定されるとする。

Keizoku∗i,1,2 = wi,1γ2 + vi,2, i = 1, .., N1 (3)

Keizokui,1,2 = 1 if Keizoku∗i,1,2 ≥ 0 (4)

= 0 if Keizoku∗i,1,2 < 0

ここでKeizoku∗i,1,2は観測できない潜在的変数、wi,1は i番目の個人の第 1波の説明変数、γ2は

未知の係数、vi,2 は誤差項とする。対象者の調査回答に関する効用最大化行動を前提とすれば、

Keizoku∗i,j,kの一つの解釈として、第 j波の調査に回答した i番目の個人が第 k波の調査に回答し

た場合の効用と回答しない場合の効用との差であると考えられる。 (3)式の注意すべき点の一つ

は第１波で観測できる変数のみを説明変数として利用していることである。データをマッチする

ために、(N1−N2)人の脱落者のデータを最後に並べる（すなわち、Keizokui,1,2 = 1, i = 1, ..N2

で 、Keizokui,1,2 = 0, i = N2 + 1, .., N1)。vi,2が標準正規分布に従うと仮定すると、(3)式と (4)

式を通常のプロビット法で推定できる。

KHPSの調査票（樋口 (2005, 2006)の付録）をみると、対象者が有配偶の場合、回答者本人

と世帯に関する調査項目に加え、配偶者に対しても基本的に対象者と同様の質問が用意されて

いる。対象者が無配偶の場合、回答を受諾するかどうかは対象者本人の決定に委ねられるが、有

配偶の場合、同様の質問を回答者と配偶者に聞いているので、双方ともが回答することに同意し

ないと、完結した回答は得られない。したがって、無配偶者と有配偶者の継続・脱落行動には、

異なる意思決定構造が背後に存在すると推測される。無配偶の場合、wi,1として回答者の教育年

数、回答者の年齢、不健康度、親との同居ダミー、居住する県の失業率、地域ダミーと都市規模

ダミーを利用する。有配偶の場合、上記の点を考慮し、無配偶者に対する説明変数に配偶者の年

齢および教育年数を追加する。

第 2波から第 3波の継続・脱落行動を分析するために、Keizokui,2,3は (5)式と (6)式のよう



に決定されるとする。(5)式と (6)式の構造は基本的に (3)式と (4)式の構造と同様である。

Keizoku∗i,2,3 = wi,2γ3 + vi,3, i = 1, .., N1 (5)

Keizokui,2,3 = 1 if Keizoku∗i,2,3 ≥ 0 and Keizokui,1,2 = 1 (6)

= 0 if Keizoku∗i,2,3 < 0 and Keizokui,1,2 = 1

= 欠損値 if Keizokui,1,2 = 0

ここでKeizoku∗i,2,3は観測できない潜在的変数、wi,2は i番目の個人の第 2波の説明変数、γ3は

未知の係数、vi,3は誤差項である。vi,2と vi,3は二変量正規分布に従い、E(vi,j) = 0 (j = 2, 3)、

E(v2
i,j) = 1 (j = 2, 3)と E(vi,2vi,3) = ρv23と仮定する。E(v2

i,j) = 1 (j = 2, 3)という仮定は両方

のプロビットモデルの係数を識別するためのものである。また、wi,2として用いられる変数は、

wi,1と同様であるとするが、観測時点が一年異なる。(3)式-(6)式のモデルにおける重要な仮定

は、第 2波で脱落した対象者が第３波で再び調査に参加することはないという点である。これは、

KHPSの現状に合わせた仮定である9。

vi,2と vi,3が相関する理由の一つとして、双方の誤差項に確率的な個人効果が含まれている状

況が考えられる（Nijman and Verbeek (1992)参照）。ρv23 = 0であれば vi,2と vi,3とは独立に

なるので、(5)式と (6)式を推定する際には、(3)式と (4)式を考慮に入れる必要はない。すなわ

ち、観察されるサンプルのみを用いた通常のプロビットモデルで良い。逆に、ρv23 6= 0であれば、

(3)式と (4)式（すなわちサンプルセレクション）を無視すると、(5)式の係数の一致推定量が得

られない。この場合、(3)式-(6)式をシステムとして最尤法で推定すれば良い10。このモデルが通

常のサンプルセレクションモデルと異なるのは、行動方程式の被説明変数が質的従属変数という

点のみである。

3.2 労働市場参加・不参加の分析

労働市場参加・不参加を分析するために、Worki,2という 0− 1ダミー変数を次のように定義す

る。Worki,2は、i番目の個人が第 2波の調査において、就業したと回答した場合１、就業しな
9一般には、死亡以外の理由で脱落した対象者が調査に復帰することはあり得る。「消費パネル」における対象者の

復帰状況については、例えば村上 (2003)を参照のこと。
10van de Ven and van Pragg (1981)参照。Keizokui,1,2 は全ての iに対して観測できるので、このモデルの本質

は Poirier(1980)が分析した二変量プロビットモデルにおける部分観測可能性（partial observability）とは異なるこ
とに注意すべきである。



かったと回答した場合 0とする。第２波時点の労働市場参加・不参加（Worki,2）は下記のよう

に決定されるとする。

Work∗i,2 = xi,2β2 + ei,2, (7)

Worki,2 = 1 if Work∗i,2 > 0 and Keizokui,1,2 = 1 (8)

= 0 if Work∗i,2 < 0 and Keizokui,1,2 = 1

= 欠損値 if Keizokui,1,2 = 0

ここでWork∗i,2 は観測できない潜在的変数で、就業を選択した場合の効用から就業を選択しな

かった場合の効用を引いたものとして解釈できる。xi,2は i番目の個人の第 2波の説明変数、β2

は未知の係数、ei,2 は誤差項とする。重要な仮定として ei,2, vi,2 が二変量正規分布に従うとし、

E(ei,2) = 0、E(vi,2) = 0、E(e2
i,2) = 1、E(v2

i,2) = 1、E(ei,2vi,2) = ρev を置く。E(e2
i,2) = 1と

E(v2
i,2) = 1という仮定は両方のプロビットモデルを識別するためのものである。モデルの構造

は基本的に継続分析の (3)式-(6)式と同様なので、ρevの重要性と解釈は ρv23 = 0と同様である。

(3)式、(4)式、(7)式、(8)式をシステムとして最尤法で推定することができる。ただし、この

ような興味ある方程式が非線形になるようなシステムを最尤法で推定する際には、しばしば ρv23

の値は端点（１または-1）に収束する。このような場合、推定された ρv23の値が局所的な極大値

(local maximum)ではなく大域的な最大値（global maximum)であることを慎重に検討する必要

がある11。

坂田・McKenzie(2006)と Sakata and McKenzie(2006)の女性労働市場参加・不参加分析を踏

まえ、以下の分析では無配偶の場合、xi,2として回答者の教育年数、回答者の年齢、親との同居

ダミー、居住する県の失業率、地域ダミーと都市規模ダミーを利用する。有配偶の場合、無配偶

のケースの変数以外に、配偶者の所得と未就業児童数を追加する。

3.3 労働時間の分析

次に労働時間の分析に移る。まずHours∗i,2という潜在的変数が次のように決まるとする。

Hours∗i,2 = zi,2δ2 + fi,2 (9)
11Greene (2006)が説明するように、興味ある方程式が非線形（この場合はプロビット）になるようなモデルでは、

通常の線形（OLS）のモデルに比べて尤度関数の最大化は格段に難しくなる。



ここで zi,2は i番目の個人の第 2波の説明変数、δ2は未知の係数、fi,2は誤差項とする。重要な

仮定として fi,2と vi,2が二変量正規分布に従うとし、E(fi,2) = 0、E(vi,2) = 0、 E(f2
i,2) = σ2

f、

E(v2
i,2) = 1、E(fi,2vi,2) = σvf = ρvfσf とする。ρvf は fi,2と vi,2の相関係数として定義されて

いる。

vi,2, fi,2が二変量正規分布に従うと仮定しているので、ρvf = 0であれば vi,2と fi,2は独立に

なる。この場合、(3)式と (4)式の存在は (9)式の推定に何の影響も与えない。一方、ρvf 6= 0の

場合、(3)式と (4)式の存在は (9)式の推定に何らかの影響を与えるので、労働時間の分析では、

継続脱落行動を考慮する必要がある。

ここでも、坂田・McKenzie(2006)と Sakata and McKenzie(2006)の労働時間分析を踏まえ、

無配偶の場合、zi,2として回答者の教育年数、回答者の年齢、親との同居ダミー、居住する県の

失業率、地域ダミーと都市規模ダミーを利用する。有配偶の場合、上記の変数に配偶者の所得と

未就業児童数を追加する。

労働時間の分析におけるサンプル脱落の影響の有無を検討するために、三つの方法を試みた。

まず、労働時間を通常の連続変数とみなした次のようなモデルを考える。

Hoursi,2 = Hours∗i,2 if Keizokui,1,2 = 1 (10)

= 欠損値 if Keizokui,1,2 = 0

(3)式, (4)式、(9)式と (10)式は通常のサンプルセレクションモデルとみなせる。ρvf = 0かど

うかを判断するためには、2.3節でも述べたとおり二つの手法がある。一つ目は (3)式, (4)式、

(9)式と (10)式をシステムとして最尤法で推定し、ワルド検定もしくは尤度比検定を行うことで

ある12。二つ目は、(9)式と (10)式を合わせてHeckman(1976, 1979)流の修正を下記のように加

え、ρvf = 0をワルド検定で検定することである13 14。

Hoursi,2 = zi,2δ2 + ρfvσfλi + gi,2 (11)

12ただし、Nawata and McAleer (2001)のモンテカルロ実験によると、ρvf = 0という帰無仮説が正しいにもかか
わらず、ワルド検定は ρ = 0を過剰に棄却する。特に、(4)式と (3)式の説明変数が共通である場合、この過剰棄却問
題はより深刻である。そのために、ρvf = 0を検定する場合、Nawata and McAleer (2001)は尤度比検定を薦めてい
る。

13Nawata (1993,1994)と Nawata and Nagase (1996) のモンテカルロ実験によると、ワルド検定の小本数の性質
がよくない（検出力が低い）。

14Lee (1983)の分析を適用すると、正規性の仮定を外すことができる。



ここで λi = φ(wi,1γ2)/Φ(wi,1γ2)、φ(.)と Φ(.)はそれぞれ標準正規分布の確率密度関数と累

積分布関数、 gi,2はHoursが観測されるという条件のもとで、期待値が 0、分散不均一性をもつ

誤差項である。

上記の分析では、Hoursが 0で検閲されることを無視していたが、この点を考慮するとモデ

ルは次のように定式化される。

Hoursi,2 = Hours∗i,2 if Hours∗i,2 > 0 and Keizokui,1,2 = 1 (12)

= 0 if Hours∗i,2 ≤ 0 and Keizokui,1,2 = 1

= 欠損値 if Keizokui,1,2 = 0

ここで、v2,i と f2,i は二変量正規分布に従うものとし、E(v2,i) = E(f2,i) = 0、E(v2
2,i) = 1、

E(f2
2,i) = σ2

f および E(v2,if2,i) = σfv とする。これは Tobitモデルのサンプルセレクション版で

ある。σfv = 0であればTobitモデルを推定する時、脱落問題を無視してよいことになる。(3)式、

(4)式、(12)式と (13)式は最尤法で推定可能であり、σfv = 0という帰無仮説をワルド検定また

は尤度比検定で検定できる。このモデルは、労働市場参加・不参加のモデルと労働時間決定のモ

デルが共通の決定要因と係数を持つことを仮定している（Cragg (1971)参照）。

最後に、労働市場参加・不参加のモデルと労働時間のモデルが異なる決定要因と係数を持つ

ことを許容すると、モデルは次のようになる。

Hoursi,2 = Hours∗i,2 if Work∗i,2 > 0 and Keizokui,1,2 = 1 (13)

= 0 if Work∗i,2 ≤ 0 and Keizokui,1,2 = 1

= 欠損値 if Keizokui,1,2 = 0

v2,i、e2,i と f2,i は三変量正規分布に従うとし、E(v2,i) = E(e2,i) = E(f2,i) = 0、E(v2
2,i) =

E(e2
2,i) = 1、E(f2

2,i) = σ2
f、E(v2,ie2,i) = σev、E(v2,if2,i) = σfv、E(f2,ie2,i) = σef とする。理論

的には、(3)式、(4)式、(7)式、(8)式、(9)式と (13)式をシステムとして最尤法で推定すること

ができる。その場合、σef、σfvと σevを個別に推定することができ、各共分散について仮説検定

ができるという長所がある。結果として、σfv = σev = 0であれば脱落行動による影響は考慮せ

ずに、労働参加・不参加の選択のみを考慮すればよい。また、σfv = σef = 0であれば、脱落行



動、労働参加・不参加の選択の双方は労働時間の推定には影響を与えないことになり、OLSが適

切な推定方法になる。しかしながら、二変量のケースから容易に推測されるように、上記のモデ

ルの対数尤度関数を最大化には困難が伴う。

この点を考慮すれば、代替的な手法として２段階推定・検定方法を検討したほうがよい。ま

ず (9)式と (13)式を考慮し、Hoursi,2の条件付期待値を下記のように計算する。

E(Hoursi,2 | Work∗i,2 > 0 and Keizokui,1,2 = 1)

= zi,2δ2 + E(fi,2 | Work∗i,2 > 0 and Keizokui,1,2 = 1) (14)

ここで、(14)式にあるE(fi,2 | Work∗i,2 > 0 and Keizokui,1,2 = 1)の代理変数としてσgvφ(xi,2β2))/Φ(xi,2β2))

を用いる15。すなわち推定する方程式は下記のものになる

Hoursi,2 = zi,2δ2 + σfv

(
φ(xi,2β2)
Φ(xi,2β2)

)
+ ni (18)

ここで niは誤差項とする。(18)式の右辺第２項をみると、係数が σfvとなっているので、σfv = 0

を検定ができるように見えるが、脚注 15にあるように、σgvφ(xi,2β2))/Φ(xi,2β2))は fi,2の条件

付き期待値の代理変数に過ぎないので、(18)式において σfv = 0という帰無仮説が棄却された場

15これを代理変数として利用する理由は以下の通りである。補論にあるように、

E(fi,2 | Work∗i,2 > 0 and Keizokui,2 = 1) =

σgv

(
φ(wi,1γ2)Φ(xi,2β2 − ρevwi,1γ2)

(1− ρ2
ev)0.5Φ2(wi,1γ2, xi,2β2, ρev)

)
+

(
σge(φ(xi,2β2)Φ(wi,1γ2 − ρevxi,2β2)

(1− ρ2
ev)0.5Φ2(wi,1γ2, xi,2β2, ρev)

)
(15)

ここで Φ2(A, B, C)は

Φ2(A, B, C) =

∫ A

−∞

∫ B

−∞
φ2(x, y, C)dxdy (16)

で表される二変量標準正規分布の累積分布関数とし、φ2(x, y, C)は xと yの二変量標準正規分布の確率密度布関数で、
Cは xと y との相関係数である。(15)式の右辺と σgv(φ(zi,2γ2)/Φ(zi,2γ2))との相関がゼロにならない限り、(18)式
における σgv = 0というテストは (14)式にある E(fi,2 | Work∗i,2 > 0 and Keizokui,1,2 = 1)の必要性を検定する
テストとしてある程度検出力があるはずである（Pagan and Hall (1983)参照）。
さらに、もし ρev = 0であれば

E(fi,2 | Work∗i,2 > 0 and Keizokui,2 = 1) =

σgv

(
φ(wi,1γ2)

Φ(wi,1γ2)

)
+ σge

(
φ(xi,2β2)

Φ(xi,2β2)

)
(17)

となることを証明できる（Vella (1998)）。すなわち、労働市場参加・不参加と脱落が独立である場合、fi,2 の条件付
き期待値は脱落行動によって発生するセレクション効果と労働市場参加・不参加によって発生するセレクション効果
に分離することができる。



合、Heckman修正なしで Hoursの方程式を推定するのが問題だと解釈する方が良いことを示唆

している。システム推計を行うことも考えられるが、ここではHeckman流の修正による (18)式

の推定を考える。まず (3)式、(4)式、(7)式と (8)式をシステムとして最尤法で推定し、β2の推

定量、β̂2、を得て、逆Mills比を (φ(xi,2β̂2)/Φ(xi,2β̂2))として計算し、それをHoursのモデルに

下記のように追加する。

Hoursi,2 = zi,2δ2 + σfv

(
φ(xi,2β̂2)
Φ(xi,2β̂2)

)
+ ni + σfv

(
φ(xi,2β2)
Φ(xi,2β2)

− φ(xi,2β̂2)
Φ(xi,2β̂2)

)
(19)

(19)式は、共分散行列を通常のHeckman修正の場合と同様に修正することを前提に、OLSで推

定可能である。

3.4 賃金関数：脱落と労働市場参加有無の効果

次に賃金関数の分析に移る。KHPSを利用し、賃金関数を推定した研究として戸田・馬 (2005)、

三好・柳田 (2005)と柳田・三好 (2006)が挙げられる。その中で、就業選択を考慮した賃金関数を

推定しているのは、三好・柳田 (2005)のみである。三好・柳田 (2005、表 7-5)によると、男性、

女性、既婚男性と既婚女性に関しては、就業選択によるサンプルセレクション項は有意に効いて

いないということである。

まずWages∗i,2という潜在的な変数が次のように決まるとする。

Wages∗i,2 = mi,2ε2 + gi,2 (20)

ここでmi,2は i番目の個人の第 2波の説明変数、ε2は未知の係数、gi,2はE(gi,2) = 0、E(g2
i,2) = σ2

g

を満たす誤差項とする。

実際に観測できる第 i番目の対象者の第 2波の賃金 (Wagesi,2) は次のように決まるとする。

Wagesi,2 = Wages∗i,2 if Work∗i,2 > 0 and Keizokui,2 = 1 (21)

= 欠損値 if Work∗i,2 ≤ 0 or Keizokui,2 = 0

(21)式と労働時間のケース ((13)式)は、本質的に違うように見えるが、正の労働時間が観察さ

れる条件（(13)式の第１行)と (21)式の第１行は同一のものである。したがって、(20)式の賃金



関数を、労働時間のHeckman流の修正 ((19)式)と同様の方法で推定する。

Wagesi,2 = mi,2ε2 + σge

(
φ(xi,2β̂2)
Φ(xi,2β̂2)

)
+ pi + σge

(
φ(xi,2β2)
Φ(xi,2β2)

− φ(xi,2β̂2)
Φ(xi,2β̂2)

)
(22)

ここで piは誤差項、ρge = E(gi,2vi,2)とする。

3.5 2004年賃金関数：人生表の効果

前節までの分析は 2005年または 2006年のクロスセクションデータを利用し、労働市場参加・不参

加、労働時間、賃金関数の推定において、脱落者の行動が影響を与えているかどうかを検定するこ

とに焦点を当てた。本節では、労働市場参加・不参加の選択と「人生表」への回答行動が 2004年

時点での賃金関数の推定に与える影響を検討する。「人生表」とは樋口（2005, pp.262-263）にあ

る 18歳以降、調査時点までの各年齢における就業、家事などの履歴を回答する質問項目である。

(20)式と同様の関係は第１波に関しても成り立つとし、Wages∗i,1という潜在的な変数は次の

ように決まるとする。

Wages∗i,1 = mi,1ε1 + gi,1 (23)

第１波の労働市場参加・不参加の潜在的変数、Work∗i,1に関しても (9)式と同様な形に従うとする。

Work∗i,1 = xi,1β1 + ei,1, (24)

その上で、Jinseihyou∗i という第 i番目の個人の潜在的変数が下記のように決定されるとする。

Jinseihyou∗i = qi,1τ + hi, (25)

ここで qi,1は第 i番目個人の第１波の情報から得られた説明変数、τ は未知の係数、hiは誤差項

とする。Jinseihyouiは人生表に回答した場合 1, していない場合 0を取るダミー変数として定義

され、次のような形で決定されるとする。

Jinseihyoui = 1 if Jinseihyou∗i > 0 (26)

= 0 if Jinseihyou∗i ≤ 0

いま、人生表の情報は、例えば調査時点までの雇用経験年数などの形で、就業選択と賃金関数に

おける説明変数（xi,1とmi,1）に入るので、人生表に対する回答拒否は脱落効果のような影響を



もたらすと考えられる。hiが標準正規分布に従うとすると、(26)式と (27)式は通常のプロビッ

トモデルになる。

　Worki,1は i番目の個人が第 1波の調査時点で就業していた場合 1、そうでない場合 0を取

る 0-1ダミー変数として定義される。第 1波時点の労働市場参加・不参加（Worki,1）は下記のよ

うに決定されるとする。

Worki,1 = 1 if Work∗i,1 > 0 and Jinseihyoui = 1 (27)

= 0 if Work∗i,1 < 0 and Jinseihyoui = 1

= 欠損値 if Jinseihyoui = 0

(25)式、(26)式、(27)式、(28)式のモデルは、(3)式、(4)式、(7)式と (8)式のモデルと本質的に

同じ構造となっている。ei,1と hiが二変量標準正規分布に従い、ei,1と hiとの共分散（＝相関係

数）を σehとする。推定方法・係数の解釈（σehの値に関する議論)は基本的に、(3)式、(4)式、

(7)式と (8)式の推定方法と σev に関する議論と同様である。

実際に観測できる第 i番目の対象者の第 1波の賃金、Wagesi,1、は次のように観測できると

する。

Wagesi,1 = Wages∗i,1 if Work∗i,1 > 0 and Jinseihyoui = 1 (28)

= 欠損値 if Work∗i,1 ≤ 0 or Jinseihyoui = 0

(21)式と (28)式を比較すると、本質的に同じ構造である。ei,1、gi,1と hiは三変量正規分布に従

うと仮定し、E(ei,1) = E(gi,1) = E(hi) = 0、E(g2
i,1) = σ2

g、プロビットモデルを識別するために

E(e2
i,1) = E(h2

i ) = 1、E(gi,1ei,1) = σge、E(gi,1hi) = σgh、E(ei,1hi) = σehとする。

ここでは、第 3.3節と第 3.4節で利用した推定・検定方法とは異なる方法で (23)式－ (28)式

の推定を試みた。まず、(15)式（脚注 15）に基づいてE(gi,1 | Work∗i,2 > 0 and Keizokui,2 = 1)

を下記のように計算する。

gi,1 = E(gi,1 | Work∗i,1 > 0 and Jinseihyoui = 1) + ggi,1 (29)

E(gi,1 | Work∗i,1 > 0 and Jinseihyoui = 1) = λpΛAi + λrΛBi (30)

ΛAi = E(ei,1 | Work∗i,1 > 0 and Jinseihyoui = 1) (31)



ΛBi = E(hi | Work∗i,1 > 0 and Jinseihyoui = 1) (32)

ここで ggi,1は誤差項とする。(15)式に比べ、(30)式は誘導型方程式のようなものである。若干誤

解を生む表現となるが、(31)式と (32)式にある ΛAiおよび ΛBiをそれぞれ「就業選択による調

整項」と「就業履歴回答による調整項」と呼ぶことにする。線形射影の議論（Wooldridge (2002)

参照）から λp = (σge − σehσgh)/∆∗、λr = (σehσge − σgh)/∆∗と∆∗ = 1− σ2
ehとなる。σge = 0

と σgh = 0が同時に成り立つのであれば、λp = λr = 0が成り立つが、それはあくまでも必要条

件であり、十分条件ではない。

上記の結果を踏まえると、Wagei,1が観測される状況下で、

Wagesi,1 = mi,1ε1 + λpΛAi + λrΛBi + ggi,1 (33)

が成り立つ。(33)式を推定するためには、ΛAiと ΛBiの推定値を得る必要がある。(24)式-(27)

式をシステムとして最尤法で推定した場合の β1、τ と σeh の推定量をそれぞれ β̃1、τ̃ と σ̃eh と

し、そこから得られる ΛAiと ΛBiの推定値をそれぞれ Λ̂Aiと Λ̂Biとすると、(33)式は次のよう

になる。

Wagesi,1 = mi,1ε1 + λpΛ̂Ai + λrΛ̂Ai + ggi,1 + ηi,1 (34)

ηi,1 = λp(ΛAi − Λ̂Ai) + λr(ΛBi − Λ̂Bi) (35)

(34)式には三つの重要な共分散係数、σge、σghと σheが明示的な形では現れず、その三つの係数

に非線形な形で依存する λpと λrのみが現れる。σheについての仮説検定は、(24)式-(27)式をシ

ステムとして最尤法で推定すれば良い。(35)式から明らかに分かるように λp = λr = 0という帰

無仮説を検定する場合、ηi,1はゼロになるので、ΛAiと ΛBiを推定したことによって発生する人

工変数問題は無視することができる。

4 データ

この分析では、KHPSの第 1波（KHPS2004）、第 2波（KHPS2005)と第 3波（KHPS2006)を

利用している。なお、KHPSより作成した変数については、オリジナルの調査における変数番号

を、2004年は “vXXXX”、2005年は “wXXXX”、2006年は “xXXXX”で表記した（“XXXX”は



変数番号）。以下の分析では、労働市場における個人行動が定年退職後に大きく変化することを

考慮し、特に断りのない限り、調査の各時点で 65歳以下である対象者にサンプルを限定した。

4.1 継続・脱落分析

前節のKeizokui,j,kは、i番目の個人が第 j波と第 k波に回答した場合 1、第 j波に回答して第 k

波に回答しない場合160となる 0-1のダミー変数である。Keizokui,j,kのような変数はオリジナル

の KHPSのデータセットには存在しないので、第 j 波と第 k波の IDナンバー（v0001, w0001,

x0001）を照らし合わせて、IDナンバーが両方の調査にある場合 1、第 j波にあって第 k波にな

い場合 0として作成した。(4)式の従属変数である回答継続 (Keizokui,1,2) は、第 1波における

4,005人の対象者全てに関して観察される。一方、第 2波に回答した対象者 (3,314人)に関して、

(6)式の従属変数である回答継続 (Keizokui,2,3) として、2006年調査に回答した場合 1、脱落し

た場合 0をとるダミー変数を定義している。これら 2つの変数に加え、第 3波までの累積的な脱

落を検討するために、第 2波と第 3波の双方に回答した場合 1、どちらかで脱落した場合 0をと

るダミー変数を作成した（Keizokui,1,3）。Keizokui,1,3は第 2波の対象者の第 3波における回答

継続ダミー (Keizokui,2,3) とは異なり、第 1波における対象者全員に対して定義される17。理論

的に、第２波に回答せずに、第 3波で調査に復帰することはあり得るが、KHPS2006のデータに

確認すると、そのような対象者は一人もいない18。(3)式と (5)式の推定に用いた説明変数は、そ

れぞれ第 1波と第 2波のデータセットによる。また、Keizokui,1,3のモデルについては、基本的

に (3)式と同様の特定化で推定を行った。

いずれの推定においても、対象者の性別 (v5,w5,x5)および配偶関係（v4,w4,x4）が説明変数と

して導入される。対象者が無配偶の場合、回答者の年齢 (v6, w6, x6)、教育年数 (v106)、不健康度

16死亡、引っ越し、文面・口頭による明確な回答拒否は別として、調査項目への回答状況が著しく悪い場合、どの程
度までを回答（完了票）とみなすかには、実は微妙な問題がある。調査項目に部分的にしか回答していない場合、謝
礼を払うかどうか（＝回答したと認めるかどうか）が問題になる。中央調査の幸村氏によると、記入状況が悪かった
場合は対象者の方に再記入していただくように依頼したうえで、調査票の最後まで全体の４割に記入があった場合は、
支払っているということである。

17念のために、Keizokui,2,3 と Keizokui,1,3 との関係は (36)式のようになる。

Keizokui,1,3 = Keizokui,1,2Keizokui,2,3 (36)

18脱落した人は復活しないので、Nijman and Verbeek (1992）が強調する状態依存性 (state dependence)を識別
することが不可能となる。



(v1448, w559, x490)、親との同居ダミー (v1828, w856, x745)、同居人数（v9, w9, x9）、都道府

県別失業率、地域コード (v1980, w989, x864)および都市規模ダミー (v1981, w990, x865)を利用

した。対象者が有配偶である場合には、上記の各変数に加え、配偶者の年齢 (v13-v75, w13-w75,

x13-x75)、配偶者の教育年数 (v803)、配偶者の先月一ヶ月の収入 (夫: v1671, w732, x586 / 妻:

v1680, w741, x595) および未就学児童数 (v13-v75, w13-w75, x13-x75) を利用している。地域失

業率として、対象者の居住する都道府県19の失業率を、「労働力調査」より得た20。

各変数の作成に当たって、第 j波における対象者の年齢は、第 j波を実施した年（2003+j）と

第 j波で回答された生年（v6, w6, x6）の差として定義される。教育年数に関しては、2004年調

査での最終学歴の水準（回答者: v106, 配偶者: v803）をもとに、2005年、2006年については同

一の値をとるものとして、中学校卒=9年、高等学校卒=12年、専門学校その他卒=14年、短期

大学卒=14年、4年制大学卒=16年、大学院卒=18年として年数を定義した21。不健康度は、「ふ

だんのあなたの健康状態はどうですか」という質問項目に対する回答をもとに、1 (よい) から 5

(わるい) までの 5段階の値を取るカテゴリ変数として定義される。親との同居ダミーは、親との

居住状況に関する質問項目の情報をもとに、親と同一建物（生計が別の場合を含む）もしくは同

一敷地内に居住している場合 1をとるダミー変数として定義される。同居人数に関しては、「あ

なたがご一緒に住んでいるご家族は、あなたを含めて何人ですか」という質問項目に対する回答

から得た。配偶者の先月 1ヶ月の収入は、勤め先からの税込み収入に事業・内職収入、財産収入、

社会保障給付、受贈金等を加えた収入総額である。対象者が男性の場合は妻の、女性の場合は夫

の収入を用いた。未就学児童数については、対象者の家族構成に関する質問項目から、続き柄が

「子ども」であり、かつ各調査時点で 6歳以下となる人数として定義される。地域コードは 0-1ダ

ミー変数で、対象者が居住する都道府県が北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州

のいずれの地域であるかを示すダミー変数である。分析に当たっては、北海道居住の場合を基準

とした。都市規模に関しては、対象者の居住する市区町村が、14大市・その他の市・町村である

ことを示す 3つのダミー変数を定義した。分析に当たっては 14大市居住の場合を基準とした。

これらの変数に関して、各調査年次における記述統計を性・配偶関係別にまとめたものを表

19居住都道府県に関するデータを利用するためには、申請・許可を得る必要がある。そのため、他のKHPS変数と
違って正式な変数番号が存在しないことに注意すべきである。

20都道府県別の失業率については、男女別、年齢別のものが存在しないため、ここでは集計された値を用いている。
21この定義では、中途退学があった場合、教育年数が過大になる点に注意が必要である。



1Aと表 1Bに示す。

4.2 労働市場参加・不参加の分析

(8)式、(12)式と (18)式の従属変数である就業選択 (Workit) としては、KHPS2005および 2006

を用いて、下記の方法で昨年 1年間の就業ダミーを作成した。まず、「昨年 1 年間（1月～12月）

の就業状況について、あてはまるものすべてに○をお付け下さい」という質問項目 (w220, x208)

を利用し、「1年間ずっと仕事していた」と回答した人を 1とした。さらに、一年間のある期間のみ

仕事をした人をピックアップするために、「主に仕事していた月は」という質問項目 (w226-w237,

x214-x225) に対して、仕事をした月が 1ヶ月以上あれば 1とした。分析で利用する説明変数につ

いて坂田・McKenzie (2006) や Sakata and McKenzie (2006) による就業・労働時間分析を踏ま

えた。

4.3 労働時間の分析

(8)式の従属変数である労働時間 (Hoursit) に関しては、「あなたは収入を得る仕事を週に平均し

て何時間しますか。」という質問項目 (w204,x190) を利用して、残業時間を含む平均週労働時間

を定義した。また、外れ値による影響を除外するために、週労働時間が 80時間以上であると回

答したサンプルは分析から除外している。

なお、原理上 Workit = 1であれば Hoursit > 0となるはずであるが、第 4.2節と違って上

記の労働時間に関する項目は、「先月」就業していた回答者を対象に質問されているため、必ず

しも両者の関係は整合的でない。そのため、分析によっては、平均週労働時間に関する回答をも

とに、就労選択 (Workit) は労働時間がゼロより大きい場合 1、ゼロの場合 0を取るダミー変数

として再定義されている。

4.4 賃金関数：脱落と労働市場参加有無の効果

時間当たり賃金については、給与支払い額に関する質問項目（v245-v249, w186-w190, x172-x176）

および労働時間に関する質問項目（v262-v264, w203-w205, x189-x191）より、4つの支払い形態

（月給週給、日給、時給、年俸）のそれぞれの時間当たり賃金（円/時間）を下記の方法で作成し



た22。

• 賃金 = (月額給与 + 賞与/12) / 実労働時間 （月給週給）

• 賃金 = (日額給与×実労働日数 + 賞与/12) / 実労働時間 （日給）

• 賃金 = 時給 + (賞与/12 / 実労働時間) （時給）

• 賃金 = (年俸額 + 賞与) / 実労働時間×年間労働月数 （年俸）

ここで、実労働時間はすべて月当たりのもので、残業による割り増し分を 25%と仮定して下記の

方法で計算している。

• 実労働時間 = 所定内労働時間 + 残業時間× 1.25

また、実労働日数は月当たり就業日数であり、年間労働月数は最近 1年間の就業月に関する質問

項目（v277～v289,w220～w237,x208～x225）より作成した。

4.5 2004年賃金関数：人生表の効果

2004年の賃金関数と就業選択関数を推定においては、前述の定義と同様の時間当たり賃金および

就業ダミーを従属変数として用いている。また、賃金関数の説明変数としては、三好・柳田 (2005)

とMiyoshi (2006, 2007)に倣って人生表（v317－ v724)）より外部正規雇用経験年数、外部臨時

雇用経験年数、離職経験年数および在学経験年数を作成した。正規雇用勤続年数や臨時雇用勤続

年数は一番最近の転職・転籍から現在までの正規雇用年数と臨時雇用年数として計算される。配偶

者平均年収と配偶者変動年収は３年前から去年までの主の仕事からの配偶者収入（v938-v940）の

平均値と標準偏差である。世帯金融純資産は世帯の預貯金 (v1633)と有価証券の所有額（v1635)

から借入金残高 (v1652）を引いたものとする。対象者の家族構成に関する質問項目（v11-v75）

より５歳以下の子供の人数、6-11歳の子供の人数と 12-15歳の子供の人数をそれぞれ作成した。

就業履歴へ回答するかしないかを説明するために、アタック回数（S12）、回答者の年齢、在

学経験年数、不健康度、５歳以下子供の人数、6-11歳子供の人数と 12-15歳の子供の人数、同居

22これら４通りの賃金率の分布は異なるため、それぞれ４通りの基本統計量をとり、それぞれでの平均値から３標
準偏差以上離れたものを異常値と見なして除去した。



家族の人数、市区町村ダミーと郡部ダミーを利用した。これらの変数の定義は前節までと同様で

ある。

5 推定結果

5.1 回答継続分析

推定に入る前に、まず男女・配偶関係別の回答継続率を調べる。表 2には、KHPSの生のデータ

を利用し、2004年-2005年、2005年-2006年と 2004年-2006年という 3時点における継続率が掲

載されている。回答継続率には、男女差があまりない一方で、無配偶の継続率は有配偶の継続率

に比べてかなり低い。KHPSでは対象者の配偶関係によらず謝礼額は一定である一方、有配偶の

場合、調査票が無配偶に比べて長いので、回答にかかる時間が長くなる傾向がある。他の条件が

同じであれば付録にある理論モデルの予測として、有配偶の継続率の方が低いはずなので、表 2

の結果は非常に興味深いものである。

表 3にはもう少し細かい情報（男女・配偶関係別のクロス集計）を掲載している。表 3の全サ

ンプル（生のデータ）の結果からも、やはり有配偶の回答継続率は無配偶に比べて高くなる傾向

が見られる。男女・調査年次別に有配偶と無配偶の回答継続率の差をみると、3.6%から 12.5%ま

での幅がある。また、男女の継続率をみると、有配偶の場合対象者の性別と回答継続には明確な

関係は見られないのに対し、無配偶では男性の回答継続率が顕著に低くなっている。

日本の労働市場おける労働参加パターンや賃金決定に関する先行研究からは、男女別の分析

が不可欠であるということが指摘されている。また、前述のとおり、配偶者の有無によって継続・

脱落行動の規定要因は異なる可能性がある。これら両方を踏まえ、以下では対象者を性別・配偶

関係によって四つのグループ（無配偶男性、無配偶女性、有配偶男性、有配偶女性）に分けて分

析を進めていくことにする。

利用可能な全サンプルの継続率以外に、表 3には、65歳以下のサンプルに限定した場合の継

続率および継続脱落分析で利用したサンプル（分析サンプル）の継続率がそれぞれ示されている。

労働市場における個人行動が定年退職後に大きく変化することを考慮し、以下では、原則として

サンプルを 65歳以下に限定した。全サンプルと 65歳以下のサンプルの回答継続率を比較する

と、多くのケースに関して年齢を制限することによって有配偶の継続率が多少高くなる。また、



継続・脱落分析で利用するサンプル（分析サンプル）をみると、有配偶の場合、継続率が全サン

プルにくらべて若干高くなっている。これは宮内その他 (2006)で指摘された個別項目に対する回

答行動と継続行動との関係を反映していると思われる。宮内その他 (2006)の指摘によれば、個

別項目への回答率が悪い対象者は、回答継続も低い傾向がある。有配偶を対象とした分析では、

第 j − 1波のときに報告された配偶者の所得を説明変数として利用するため、これらの所得項目

に回答したサンプルのみについて集計された回答継続率は高めになったものと考えられる。

表 4と表 5には、(3)式と (4)式に対応した、対象者の性・配偶関係別の回答継続プロビットの

推定結果が掲載されている23。各グループに関して、以下の三つの推定結果がある。(1) 2004年の

データを利用した 2004年（第 1波）と 2005年（第 2波）との間の継続分析 (2004-2005)、(2) 2005

年のデータを利用した 2005年（第 2波）と 2006年（第 3波）との間の継続分析 (2005-2006)、(3)

2004年のデータを利用した 2004年（第 1波）と 2006年（第 3波）との間の継続分析 (2004-2006)

である。このうち、(2)の継続分析は (1)の継続・脱落行動を完全に無視しているので、結果の解

釈には注意が必要である。

各グループの推定結果を通じて、全体的に 2005年（第 2波）と 2006年（第 3波）との間の

継続分析の説明力が非常に低い傾向がある。また、対象者グループおよび時点によって統計的に

有意になっている変数が異なる。すなわち、四つのグループ（有配偶男性、有配偶女性、無配偶

男性、無配偶女性）の回答継続行動は、異なる変数によって規定されていることが示唆される。

例えば、回答者の教育年数は無配偶のどのケースでも有意になっていないのに対して、有配偶の

2004-2005のケース（男女）と 2004-2006のケース（男性のみ）では 10%の水準で有意に継続確

率を引き上げる。付録の理論モデルに基づけば、この結果は教育の賃金効果より教育の回答時間

への効果の方が大きいという解釈になる。

四つのグループをプールして分析した木曽 (2007)によれば、2005年の回答者の 2006年（第

3波）における回答継続は、2005年（第 2波）における継続・脱落行動の影響を受けていないこ

とが明らかになっている。ここで分析している四つのグループでも同様の結果が得られるかどう

かを確かめるために、(3)式-(6)式を最尤法で推定した結果を表 6A（2006年での継続・脱落行

動）および表 6B（2005年での継続・脱落行動）に示す。サンプルセレクションが効いているの

23各表にある擬似決定係数（Pseudo R2）は Veall and Zimmerman (1996)によって提案されたものである。



かどうかを判断するために、表 6Aの下には ρv23の推定値と標準誤差（それぞれ ρ：推定値,（標

準誤差）として記載されている）および ρv23 = 0を帰無仮説とする尤度比検定の結果（尤度比検

定: ρ = 0（P値)として記載されている）を示した。結果として、どのケースでも ρv23 = 0とい

う帰無仮説を 5%水準で棄却する証拠がない。すなわち、この詳細な分析でも木曽 (2007)と同じ

結果が得られている。

5.2 労働市場参加・不参加の分析

第 3.2節で説明したように、継続・脱落行動を考慮した労働市場参加・不参加の分析方法として、

(3)式, (4)式, (7)式, (8)式というシステムを最尤法で推定する方法がある。表 7Aと表 7Bには

それぞれ有配偶の場合と無配偶の場合の推定結果が掲載されている24。脱落行動の影響を判断す

るための ρfv の推定値は、各表の下部に「ρ: 推定値」として表記されるが、ほとんどのケース

で-1または 1に近い値をとっていることに注意する必要がある。第 3節で触れたように、このよ

うなケースでは、得られた解が大域的最大値となっているかどうかを確認すべきである。そこで、

分析では複数の ρの値のもとで制約付きの推定を行い、ρと対数尤度の関係を確認した（結果は

省略）。その結果、例えば有配偶女性の 2004-2005の推定について対数尤度と ρをプロットする

と、推定された ρfv の周辺 (ρfv ≈ 1)の比較的広い領域で、対数尤度関数がフラットになってい

ることが分かった。このような場合、ワルド検定のもとになる ρfvの適切な推定量を選ぶのが難

しい。一方で、尤度比検定は最大化された対数尤度の値に依存するため、ρfv = 0という帰無仮

説を検定するためには、尤度比検定のほうが適切であると判断した。尤度比検定の結果、女性有

配偶 2004-2005と女性無配偶 2004-2006以外のケースでは、帰無仮説を 5%有意水準で棄却でき

ない。すなわち、労働市場参加・不参加の選択をプロビットモデルで推定する場合、ほとんどの

ケースで脱落問題は問題とならない。

その他の推定結果について、ほとんどのケースで年齢とともに労働市場に参加する確率は低下

する。坂田・McKenzie(2006)と Sakata and McKenzie(2006)と同様、男性については教育水準

と労働市場への参加確率とは系統的な関係を持たない。また、対象者が女性の場合、配偶者（夫）

の所得は有意に参加確率を低下させるが、対象者が男性の場合には全く影響を与えない。健康状

態については、対象者が女性の場合に強く影響する傾向がある。

24紙面の制約上、継続・脱落行動の推定結果（(3)式および (4)式）は省略した。



5.3 労働時間の分析

本節では、週当たり労働時間の分析結果について議論する。結論を最初に述べると、脱落の影響

は手法によってかなり異なることが明らかになった。

まず、労働時間の下限（ゼロ）を無視し、脱落問題のみを考慮したモデル（ (3)式, (4)式,

(9)式, (10)式）の各グループに関する推定結果が表 8Aと表 8Bに示される。推定は基本的に

最尤法によるが、いくつかのケース（有配偶女性 2005-2006、無配偶女性 2005-2006、無配偶女

性 2004-2006、無配偶男性 2005-2006）については、対数尤度関数の収束に問題があったため、

Heckmanの２段階方法によって推定を行った。脱落行動が労働時間に関する推定に影響を与え

ているかどうかを確認するために、ρfv = 0という帰無仮説をワルド検定と尤度比（Heckmanの

場合、逆ミルズ比の係数 λに関するワルド検定のみ）で検定すると、すべてのケースで、脱落行

動の影響はないという帰無仮説を棄却することができない。

その他の推定結果について、配偶者の所得の影響は男女で対称的で、女性の労働時間は配偶

者（夫）の所得に強く依存するのに対して、男性の労働時間は妻の所得には依存しない。また、

既存研究から予測されるとおり、未就学児童数は女性の労働時間に強い負の影響を与えている一

方、男性にも若干の影響を与えている。

上記のモデルに対し、労働時間の下限が 0であることを明示的に考慮したモデル（(3)式, (4)

式, (12)式, (13)式）の推定結果を表 9に示す。最尤法による推定を行ったところ、半数のケー

スでは尤度関数の収束に問題があったため、残りの半数（6ケース）についてのみ推定結果を報

告している。報告されたケースに関して、ρfv = 0という帰無仮説をワルド検定および尤度比検

定で検定すると、５つのケースに関しては帰無仮説を棄却することはできないが、無配偶男性の

2004-2006についてのみ、いずれの検定方法によっても、ρfv = 0という帰無仮説が棄却される

結果となった。前のモデルと同様、女性に関しては配偶者の所得は労働時間に負の影響を与え、

未就学児童数は男女それぞれの労働時間を引き下げる効果がある。

最後に、(19)式のHeckman推定を試みた推定結果が表 10A（有配偶）と表 10B（無配偶）に

掲載される。それによれば、有配偶女性のケースを除いた全てのケースで、逆ミルズ比は有意に

効いていることが示される。第 3.3節での議論に従えば、この場合の逆ミルズ比は労働市場参加・

不参加によるセレクションと、脱落によるセレクションの二つの変数を代理するものと考えるの



が自然である。一方で、脚注 15にあるように、労働市場参加・不参加と脱落が独立である場合、

fi,2の条件付き期待値は脱落行動によって発生するセレクション効果と労働市場参加・不参加に

よって発生するセレクション効果に分離することができる。表 7Aと表 7Bによると、σfv = 0と

いう帰無仮説を棄却する根拠は薄いので、表 10Aと表 10Bの結果は労働市場参加・不参加セレ

クション項の重要さを示唆しているとも解釈できるが、これはあくまでも σfeがゼロという前提

の結論である。ここでは、労働市場参加・不参加のセレクションと脱落のセレクションの効果が

ないという帰無仮説を棄却していると解釈した方が良い。すなわち、脱落行動はサンプルセレク

ション効果をもたらしている可能性があることを示唆している。

5.4 賃金関数：脱落と労働市場参加有無の効果

賃金関数に関する分析（(22)式）の推定結果を表 11A（有配偶）と表 11B（無配偶）に示す。推

定結果をみると、有配偶女性の 2004-2005と無配偶男性の 2004-2005以外のケースに関して逆ミ

ルズ比が有意に効いている。第 5.3節の解釈と同様に、この結果は、労働市場参加・不参加のセ

レクションと脱落のセレクションの効果のいずれもがないという帰無仮説を棄却していると解釈

した方が良い。すなわち、脱落行動はサンプルセレクション効果をもたらしている可能性がある

ことを示唆している。教育年数の効果をみると、有配偶のほとんどのケースでは予測通りの正か

つ有意の影響を与えるが、無配偶の場合、ほとんどのケースについて全く効いていないことが対

称的である。また、地域の失業率に関しては、男性の賃金水準にはおおむね負の影響を与えるが、

女性についてはいくつかのケースで有意に正の影響が観察される。

5.5 2004年賃金関数：人生表の効果

人生表に対する回答行動の影響に関して、無配偶の対象者は全員が回答しているので、分析は有

配偶のグループに限定される。(24)-(27)式をシステムとして最尤法で推定した結果が表 12（人

生表回答・不回答）と表 13（労働市場参加・不参加）に示される。ρehは表 13に ρとして表記さ

れているが、ρeh = 0の帰無仮説は棄却できない。すなわち労働市場参加・不参加行動と就業履

歴に回答するかどうかという行動は独立である。就業選択に関する推定結果（表 12）によれば、

男性については、離職経験年数とその二乗が就業選択の決定要因となっている。結果的に、離職

経験年数のある範囲以内では離職経験年数が増えると就業選択確率が低下する。女性の場合、外



部正規雇用経験年数と外部臨時雇用経験年数、およびそれぞれの二乗項と子供の数は就業選択に

有意な影響を与えることが明らかになる。表 13をみると、就業履歴に回答するかどうかを説明

する変数の中に有意なものはない。

男性と女性の修正された賃金関数の推定結果（(34), (35)式）が表 14に示される。結果とし

て、就業選択と就業履歴回答によって発生する二つの調整項の係数（λpおよび λr）は双方とも

有意でない。また、ワルド検定の結果は、二つの調整項の係数が同時にゼロであるという帰無仮

説を棄却しない。すなわち、修正なしの賃金関数を推定してもよいという結論になる。この結果

は勤続年数とその二乗の代わりに、より細かい変数、正規雇用勤続年数とその二乗や臨時雇用勤

続年数を使っても変わらない。

6 結論

本章では、労働市場における個人行動を対象に、KHPSにおける調査対象者の継続・脱落行動の

影響を検討した。分析結果は主に次の 3点にまとめられる。(1) 労働市場参加・不参加に関して

は、おおむねサンプルセレクションの問題は生じていない。(2) 労働時間の分析に関しては、用

いられる手法によって脱落の影響に対する評価がかなり異なる。(3) 賃金関数に関しては、サン

プル脱落によってバイアスが生じている可能性がある。

本章では、各時点でのクロスセクション分析をベースに、脱落者の存在が推定にどのような

影響を与えるかを検討するというアプローチを取っている。したがって、個人効果が考慮されて

いないという限界がある。第１節で述べたように、継続・脱落行動が通常の意味でのパネル分析

（すなわち、個人効果を考慮した分析）へのサンプル脱落の影響は将来の研究課題としたい。



補論: 継続・脱落の理論モデル

内点解

本節では、調査対象者（消費者）の継続・脱落を説明する簡単な理論モデルを紹介する。調査の

第 j − 1波に回答した対象者が、第 j波に継続して回答するか否かを決定する状況を考える。調

査の第 j波に回答するためには S時間が必要であるとし、回答した場合にはRという謝礼が支払

われるものとする。消費者は合成財 (x)の消費と余暇時間 (H)から効用 U(x,H)を得るものし、

Ux > 0および UH > 0を仮定する。また、労働時間と時間当たり賃金をそれぞれ Lと w、財の

価格を p、非労働所得をNLY で表記し、一日の利用可能な総時間は 24時間であるとする。財の

消費と余暇は双方とも通常財を仮定する。

このとき、調査の第 j波に回答する場合の消費者問題は下記のようになる。

max
x,L

U(x, 24− L− S) (37)

s.t. px = Lw + R + NLY (38)

内点解（L > 0かつ x > 0）を仮定すると、消費者の間接効用関数 V Rは次のようになる。

V R = V R(w/p, (R + NLY )/p, S) (39)

V Rを k番目の変数に関して微分したものを V Rkで表記すると、V Rkの符号について以下が成

り立つ。

V R1 > 0, V R2 > 0, V R3 < 0 (40)

一方、第 j波に回答しない場合の消費者問題は下記のようになる。

max
x,L

U(x, 24− L) (41)

s.t. px = Lw + NLY (42)

内点解（L > 0かつ x > 0）を仮定すると、消費者の間接効用関数 V NRは下記のようになる。

V NR = V NR(w/p,NLY/p) (43)



V NRkについては、回答する場合と同様に、

V NR1 > 0, V NR2 > 0 (44)

が成り立つ。

二つの消費者問題の予算制約（(38)式と (42)式）の比較から、

wS < R (45)

が成り立たないと、回答者は必ず脱落することになる。これは、(45)式が成り立たない場合には、

回答する場合の機会集合は回答しない場合の機会集合に含まれるからである。逆に、(45)式が成

立している状況下で、回答しない場合の最大化問題（(41)式と (42)式）における最適な労働時

間が L∗ > Sを満たすならば、必ず継続する。なぜなら、(45)式が成り立つ場合、S時間を労働

として提供するよりも調査に当てた方が良いからである。

S > L∗ ≥ 0（労働時間がかなり短い）の場合、無差別曲線の位置によって継続するケースと

脱落するケースがある。この場合、消費者が調査の第 j波に回答するか否かは、(39)式と (43)式

の間接効用の差によって決定される。間接効用の差を

DIFF = DIFF (w/p, R/p, NLY/p, S)

= V R(w/p, (R + NLY )/p, S)− V NR(w/p, NLY/p) (46)

で表すと、DIFF ≥ 0ならば回答し、DIFF < 0ならば回答しないことになる。ここで (40)式

と (44)式より

DIFF2 > 0, DIFF4 < 0 (47)

は明らかである。ただし、DIFF1とDIFF3の符号は一般には明らかでない。すなわち、実質

賃金と実質非労働所得が効用差へ与える影響の符号は明らかでない。

上記のモデルの結果をまとめると

(A) wS > Rならば必ず脱落する



(B) wS < Rかつ L∗ > Sならば必ず継続する

(C) wS < Rかつ S > L∗ ≥ 0ならば継続するか否かは明らかでない

という 3点が示される。

モデルの検証可能性

上記の理論モデルに基づけば、(45)式が成り立つかどうかが、脱落・継続の決定において重要な

役割を果たす。(45)式が成り立つかどうかは、名目賃金、名目謝礼と調査に回答する時間に依存

する。名目賃金が高くなり、名目謝礼が安くなり、調査回答に要する時間が長くなると、脱落す

る可能性は高くなる。ケース (C)では、回答者の実質賃金、実質非労働所得、実質謝礼と回答す

る時間は回答するかどうかを決定することが明らかになっている。

Sを 1∼2時間程度と想定すれば、ほとんどの就業者にとっては上記のケース (A)もしくは (B)

が妥当するものと考えられる。すべての対象者の回答時間 (S)が同じであるなら、wが高くなれ

ば (45)式が成り立たなくなる可能性が高くなるので、脱落する可能性が高くなる。しかしなが

ら、wは第 j− 1波において労働供給している場合にのみ観測されるので、全員についてwS > R

を直接に検証することはできない。検証のために、教育水準を代理変数として利用することが考

えられる。

通常、教育水準 (E)が高くなる（＝教育年数が長くなる）と、賃金は上昇する傾向（δw/δE > 0）

がある（三好・柳田 (2005)参照）ので、脱落する可能性が高くなるものと考えられる。しかしながら、

教育水準が高くなると、同時に調査への回答時間 (S)が短くなることが考えられる（δS/δE < 0）。

よって、教育の 2つの効果（wを引き上げることと Sを引き下げること）を考慮する場合、教育

水準と脱落確率の関係は定かではない。

端点解と労働時間を自由に決定できない場合

念のために、(37), (38)式および (41), (42)式の解が両方端点解 (L = 0)になるケースについても

検討する。内点解のケースと同様に、(45)が成り立たないと、必ず脱落する。(45)式が成り立つ

場合、予算制約より、消費が決まるので、回答する場合としない場合の効用の差を計算すると、



下記にようになる。

DIFF ∗ = U([R + NLY ]/p, 24− S)− U(NLY/p, 24) (48)

(48)式が正となるか負となるかは、効用関数の形に依存する。効用関数についての仮定より、

δDIFF ∗/δR > 0と δDIFF ∗/δS < 0が明らかではあるが、δDIFF ∗/δNLY の符号は定かで

ない。

上記の分析では、労働時間を自由に選べると仮定したが、以下では、労働時間が外生的に LE

に固定されているケースを考える。単純化のために、就業に関する意思決定は捨象し、調査への

回答・脱落にかかわらず消費者は LE の労働供給を行うと仮定する。また、LE は労働時間を自

由に決定可能なケースの最適労働時間とは異なる値であると仮定する。(37), (38)式および (41),

(42)式において、L = LE を考慮すれば、調査回答を継続するか否かは下記の効用水準の差に依

存する。

U∗ = U([wLE + R + NLY ]/p, 24− LE − S)− U([wLE + NLY ]/p, 24− LE) (49)

この場合、(45)式が成り立つかどうかは関係ない。労働時間を自由に決定するケースに比べ、こ

れはふたつの次善（second best）の結果を比較することになる。(49)式の符号は効用関数の形に

依存するが、効用差が正（負）であれば継続（脱落）する。また、(49)式より

δU∗/δw = (LE/P )[Ux([wLE +R+NLY ]/p, 24−LE−S)−Ux([wLE +NLY ]/p, 24−LE)] (50)

となる。一般に、(50)式の符号は明らかでない。継続・脱落にかかわらず就業しない場合、(49)

式の方程式の特殊ケースとして

U([R + NLY ]/p, 24− S)− U(NLY ]/p, 24) (51)

が得られる。

調査の回答する時間 (S)の内生問題

上記の分析では、調査回答に要する時間 (S)は外生的に決まっていると仮定した。宮内その他

(2006)によると、調査に回答した場合でも、調査項目によって回答率がかなり異なる。25すなわ
25宮内その他 (2006)によれば、基本的な情報に関する回答率が非常に高いに対して、貯蓄・負債・収入・支出や住

宅に関する項目の回答率が相対的に低い。



ち、謝礼を受け取るためには、該当する全ての質問に回答する必要はなく、ある程度無回答があっ

ても「完票」と見なされる。Sに関する意思決定を許した最大化問題は次のようになる。

max
x,L,S

U(x, 24− L− S) (52)

s.t. px = Lw + R + NLY (53)

ここで、謝礼が支払われる最低限の回答率を達成するために必要な回答時間を Smin とする

と、全ての回答継続者は最低限の時間しかかけないことになってしまう。この結果を回避するた

めには、項目回答率が高くなることで、何らか効用を得ることを許す必要がある。



補論: 二つのサンプルセレクション効果の推定・検定について

3.3節で議論したとおり、労働時間の分析においては労働市場不参加と、調査からの脱落という

2つの異なるサンプルセレクション問題を考慮する必要がある。以下では、これら 2つのセレク

ション効果を明示的に考慮するための理論的な枠組みを検討する。

労働時間分析においては、三本の推定すべき方程式（労働時間、労働市場参加・不参加、継

続・脱落）が存在する。本文中での記号の表記を確認しておくと、労働時間、労働市場参加・不

参加、継続・脱落に関する方程式の誤差項は、それぞれ fi,2、ei,2と vi,2となる。また各誤差項間

の共分散を E(ei,2fi,2) = σef、E(ei,2vi,2) = σev とE(fi,2vi,2) = σfv で表記する。

サンプルセレクション問題の検討に当たって、興味のあるケースとして

(A) σef = σev = σfv = 0

(B) σev = σfv = 0

(C) σef = σfv = 0

(D) σef = σev = 0

(E) σev = 0

がある。ケース (A)が成り立つ場合、二つのサンプルセレクション効果（労働市場不参加による

セレクションと脱落によるセレクション）のいずれも無視できるので、労働時間方程式の推定に

あたってはサンプルセレクション問題を考慮する必要はない。ケース (B)が成り立つ場合、脱落

によるサンプルセレクションは無視できるが、労働市場不参加によるセレクションは考慮する必

要があり、一般的なケースになる。ケース (C)では、 fi,2は ei,2および vi,2とは独立になるので、

労働時間方程式の推定の際には、やはりサンプルセレクション問題を考慮する必要はない。ただ

し、ei,2と vi,2は独立ではないので、労働市場参加・不参加の方程式を推定する場合には、脱落

によるサンプルセレクションを考慮する必要がある。ケース (D)が成り立つ場合、労働参加・不

参加によるサンプルセレクションを無視して宜しいが、継続・脱落行動によるセレクションを考

慮する必要があり、一般的なサンプル脱落を考慮するケースになる。最後に、ケース (E)が成り



立つ場合、純粋な労働参加・不参加によるサンプルセレクション項と純粋な継続・脱落行動によ

るセレクションを追加すれば良いことになり、結果がとても解釈しやすい。（脚注 15参照）

上記の仮説を検定するための、理論的に最も直接的な方法は三本のシステムを最尤法で推定

することである。得られた推定結果に対して、ワルド検定または尤度比検定を適用すれば、それ

ぞれの共分散に関しての仮説検定が可能である。ただし、二本のケースから容易に推測できるこ

ととして、意味のある解を得るのは難しいのではないかと思われる。

システム推計の計算の難しさを考慮して、以下では、代替的な手法としてHeckman流の２段

階推定方法について検討する。具体的には、観測できるデータ（すなわち労働市場参加者かつ調

査への継続回答者）を利用して、(9)式と (12)式をどのように推定すれば良いかを検討する。推

定の第一段階として、E(fi,2 | Work∗i,2 > 0 and Keizokui,2 = 1)を計算する必要がある。いま、

fi,2の ei,2と vi,2への線形射影は下記の形になる（Wooldridge (2002)）。

fi,2 = aei,2 + bvi,2 + gi (54)

ここで、線形射影の性質より、E(ei,2gi) = E(vi,2gi) = 0であり、係数 aと bは下記のようになる。

a = (σef − σfvσev)/∆ (55)

b = (σfv − σevσef )/∆ (56)

∆ = σ2
eσ

2
v − σ2

ev (57)

なお、上記の計算では、プロビットモデルの識別情報（σ2
v = σ2

e = 1）を利用している。上記の

ケース (A)-(D)を再検討すると、ケース (A)と (C)では a = b = 0、ケース (B)では b = 0, a 6= 0、

ケース (D)では a = 0, b 6= 0となる。いま、(54)式から直ちに

E(fi,2 | Work∗i,2 > 0 and Keizokui,2 = 1) =

aE(ei,2 | Work∗i,2 > 0 and Keizokui,2 = 1) + bE(vi,2 | Work∗i,2 > 0 and Keizokui,2 = 1) (58)

であるから、aと bを推定するためには、

λa,i = E(ei,2 | Work∗i,2 > 0 and Keizokui,2 = 1) (59)

λb,i = E(vi,2 | Work∗i,2 > 0 and Keizokui,2 = 1) (60)



を計算する必要がある。ここで、Tallis (1961)の結果（特に第 4節と第 5節）を利用すれば、λa,i

および λb,iは計算可能である。特に σev = 0の場合、λa,iは就業選択行動のみによって発生する

サンプルセレクション項目となり、λb,iは脱落行動のみによって発生するサンプルセレクション

項目となるため、二つのサンプルセレクション効果を明確に分離することができ、分かりやすい

解釈が可能となる。Work∗i,2 > 0 and Keizokui,2 = 1を条件にすると、(55)-(57)式より

fi,2 = aλa,i + bλb,i + hi =
(

σef

∆

)
(λa,i − σevλb,i) +

(
σfv

∆

)
(λb,i − σevλa,i) (61)

が得られる。ここでΨi,aとΨi,bをそれぞれ次のように定義する。

Ψi,a =
(

1
∆

)
(λa,i − σevλb,i) (62)

Ψi,b =
(

1
∆

)
(λb,i − σevλa,i) (63)

このとき、(61)式は

fi,2 = σefΨi,a + σfvΨi,b + hi (64)

と表現できる。すなわち

Hoursi,2 = zi,2γ2 + σefΨi,a + σfvΨi,b + hi (65)

がなりたつことになる。Tallis (1961)によると、Ψi,aとΨi,bは色々な未知の係数に依存する。す

べて未知の係数の代わり、推定量を導入したものを Ψ̂i,aおよび Ψ̂i,bとすれば、

Hoursi,2 = zi,2γ2 + σef Ψ̂i,a + σfvΨ̂i,b + (66)

hi + σef (Ψi,a − Ψ̂i,a) + σfv(Ψi,b − Ψ̂i,b)

である。(66)式の第 5項と第 6項は人工変数（generated regressor）によって発生するものであ

る (Pagan (1984, 1986)と McKenzie and McAleer (1997)参照）。一般的に、その存在によっ

て共分散行列の計算がかなり複雑になる。ただし、ケース (A)と (C)という帰無仮説の下では、

a = b = 0が同時に成り立つので、人工変数問題を無視できる。すなわち、a=b=0が同時に成り

立つかどうかを検定する際には、Ψi,aとΨi,bを推定したことを考慮しなくてもよいことになる。

この場合、ケース (A)と (C)を検定する際には、(66)式において Ψ̂i,aと Ψ̂i,bという変数の係数



が同時にゼロになるという帰無仮説をWhite(1980)修正されたワルド検定で検定すれば良い。そ

れに対してケース (B)の場合、帰無仮説が正しければ b = 0, a 6= 0となる。すなわち、Ψ̂i,aとい

う人工変数の共分散行列への効果を考慮する必要がある。この場合、共分散行列の修正は通常の

労働市場参加・不参加によるサンプルセレクションを伴うHeckman修正となる。すなわち、b=0

を検定する際には、Ψ̂i,aおよび Ψ̂i,bを追加したうえで、λ̂b,iが有意な説明変数を検定するために、

Ψ̂i,bの係数がゼロかどうかをワルド検定で検定することになるが、その場合、Ψ̂i,aの存在による

共分散行列への影響を考える必要がある。（ケース（D)も同様である）。
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表1A: 記述統計: 男女・調査年別（有配偶）

女性 男性

有配偶サンプル 2004 2005 2006 2004 2005 2006
平均 最小値 最大値 平均 最小値 最大値 平均 最小値 最大値 平均 最小値 最大値 平均 最小値 最大値 平均 最小値 最大値

昨年1年間に就業=1 ― ― ― 0.62 0 1 0.63 0 1 ― ― ― 0.93 0 1 0.95 0 1
週当たり平均労働時間 ― ― ― 15.98 0 78 16.63 0 78 ― ― ― 42.33 0 78 42.85
回答者の年齢 45.98 22 65 45.93 22 65 46.46 23 65 47.92 23 65 48.11 26 65 48.49 24 65
教育年数(回答者) 12.65 9 18 12.77 9 18 12.79 9 18 13.17 9 18 13.30 9 18 13.46 9 18
不健康度（回答者） 1.94 1 5 2.31 1 5 2.34 1 5 1.90 1 5 2.23 1 5 2.27 1 5
親との同居 0.27 0 1 0.29 0 1 0.27 0 1 0.30 0 1 0.28 0 1 0.28 0 1
同居人数 3.77 1 9 3.85 1 10 3.85 1 10 3.84 1 9 3.89 1 12 3.86 1 8
配偶者の所得 376.25 0 2990 379.07 0 2000 386.31 0 3600 88.48 0 2000 86.93 0 640 93.13 0 820
未就学児童数 0.38 0 4 0.44 0 4 0.46 0 4 0.38 0 5 0.41 0 5 0.44 0 5
地域失業率 5.41 3.3 7.8 4.86 3.0 7.6 4.47 2.3 7.9 5.31 3.3 7.8 4.79 3.0 7.6 4.41 2.3 7.9
地域コード（北海道） 0.05 0 1 0.04 0 1 0.04 0 1 0.05 0 1 0.04 0 1 0.04 0 1
地域コード（東北） 0.06 0 1 0.06 0 1 0.06 0 1 0.06 0 1 0.06 0 1 0.06 0 1
地域コード（関東） 0.33 0 1 0.35 0 1 0.35 0 1 0.34 0 1 0.33 0 1 0.33 0 1
地域コード（中部） 0.18 0 1 0.15 0 1 0.15 0 1 0.20 0 1 0.20 0 1 0.19 0 1
地域コード（近畿） 0.17 0 1 0.18 0 1 0.19 0 1 0.17 0 1 0.18 0 1 0.18 0 1
地域コード（中国） 0.04 0 1 0.06 0 1 0.06 0 1 0.05 0 1 0.05 0 1 0.05 0 1
地域コード（四国） 0.04 0 1 0.04 0 1 0.04 0 1 0.04 0 1 0.03 0 1 0.04 0 1
地域コード（九州） 0.12 0 1 0.12 0 1 0.11 0 1 0.09 0 1 0.10 0 1 0.10 0 1
政令指定都市に居住=1 0.22 0 1 0.22 0 1 0.23 0 1 0.22 0 1 0.22 0 1 0.22 0 1
その他の市に居住=1 0.59 0 1 0.60 0 1 0.61 0 1 0.59 0 1 0.60 0 1 0.63 0 1
町村に居住=1 0.19 0 1 0.17 0 1 0.16 0 1 0.20 0 1 0.18 0 1 0.15 0 1
配偶者の年齢 48.54 23 74 48.53 20 75 49.08 20 72 45.38 22 71 45.67 24 71 46.03 21 71
教育年数(配偶者) 13.15 9 18 13.22 9 18 13.27 9 18 12.79 9 26 12.88 9 26 12.93 9 18
サンプルサイズ 1028 927 840 974 887 800

注:
(1) 記述統計の計算に利用したのは、回答継続プロビットの推定に用いたサンプル（表4, 表5参照）。
(2) 「昨年1年間に就業=1」および「週当たり平均労働時間」に関しては、サンプルの限定の仕方が同じでないため、サンプルサイズは若干異なる。



表1B: 記述統計: 男女・調査年別（無配偶）

女性 男性

無配偶サンプル 2004 2005 2006 2004 2005 2006
平均 最小値 最大値 平均 最小値 最大値 平均 最小値 最大値 平均 最小値 最大値 平均 最小値 最大値 平均 最小値 最大値

昨年1年間に就業=1 ― ― ― 0.88 0 1 0.88 0 1 ― ― ― 0.88 0 1 0.89 0 1
週当たり平均労働時間 ― ― ― 30.78 0 78 30.79 0 72 ― ― ― 35.90 0 78 36.55 0 78
回答者の年齢 37.46 20 65 39.38 21 65 39.88 22 65 35.84 20 65 36.93 22 65 38.79 23 65
教育年数(回答者) 13.28 9 18 13.24 9 16 13.24 9 16 13.85 9 18 13.74 9 18 13.72 9 18
不健康度（回答者） 2.04 1 5 2.43 1 5 2.36 1 5 1.93 1 5 2.28 1 5 2.33 1 5
親との同居 0.59 0 1 0.60 0 1 0.57 0 1 0.63 0 1 0.64 0 1 0.60 0 1
同居人数 2.97 1 9 3.00 1 7 3.04 1 7 2.69 1 8 2.67 1 8 2.58 1 7
地域失業率 5.38 3.3 7.8 4.90 3.0 7.6 4.53 2.3 7.9 5.43 3.8 7.8 4.95 3.0 7.6 4.53 2.5 7.9
地域コード（北海道） 0.05 0 1 0.05 0 1 0.05 0 1 0.04 0 1 0.04 0 1 0.05 0 1
地域コード（東北） 0.08 0 1 0.09 0 1 0.10 0 1 0.10 0 1 0.11 0 1 0.10 0 1
地域コード（関東） 0.31 0 1 0.30 0 1 0.31 0 1 0.37 0 1 0.35 0 1 0.35 0 1
地域コード（中部） 0.17 0 1 0.17 0 1 0.14 0 1 0.14 0 1 0.13 0 1 0.14 0 1
地域コード（近畿） 0.16 0 1 0.18 0 1 0.19 0 1 0.15 0 1 0.17 0 1 0.17 0 1
地域コード（中国） 0.07 0 1 0.07 0 1 0.06 0 1 0.05 0 1 0.06 0 1 0.07 0 1
地域コード（四国） 0.03 0 1 0.03 0 1 0.03 0 1 0.02 0 1 0.02 0 1 0.02 0 1
地域コード（九州） 0.12 0 1 0.11 0 1 0.12 0 1 0.13 0 1 0.12 0 1 0.11 0 1
政令指定都市に居住=1 0.27 0 1 0.27 0 1 0.28 0 1 0.28 0 1 0.25 0 1 0.29 0 1
その他の市に居住=1 0.55 0 1 0.57 0 1 0.61 0 1 0.55 0 1 0.61 0 1 0.60 0 1
町村に居住=1 0.18 0 1 0.16 0 1 0.11 0 1 0.17 0 1 0.14 0 1 0.11 0 1
サンプルサイズ 474 381 310 500 370 296

注:
(1) 記述統計の計算に利用したのは、回答継続プロビットの推定に用いたサンプル（表4, 表5参照）。
(2) 「昨年1年間に就業=1」および「週当たり平均労働時間」に関しては、サンプルの限定の仕方が同じでないため、サンプルサイズは若干異なる。



表2: 回答継続率の比較 ― 性別・配偶関係別

全サンプル
配偶関係別 性別

無配偶 有配偶 女性 男性
2004-2005 82.7% 78.3% 84.4% 83.0% 82.5%

(4005) (1086) (2919) (2005) (2000)
2005-2006 87.0% 83.0% 88.4% 87.0% 87.0%

(3314) (845) (2469) (1664) (1650)
2004-2006 72.0% 65.2% 74.5% 72.2% 71.8%

(4005) (1086) (2919) (2005) (2000)

KHPS2004, KHPS2005, KHPS2006より作成。
注:
(1) ％は回答継続率。カッコ内はサンプルサイズ。



表3: 回答継続率の比較 ― 全サンプルと分析に用いたサンプル

有配偶

女性 男性

サンプル 全サンプル 65歳以下 分析サンプル 全サンプル 65歳以下 分析サンプル
2004-2005 84.2% 84.8% 86.0% 84.7% 84.7% 86.3%

(1446) (1343) (1028) (1473) (1305) (974)
2005-2006 88.0% 88.4% 89.6% 88.8% 88.9% 90.2%

(1215) (1110) (927) (1254) (1088) (887)
2004-2006 74.0% 74.7% 76.6% 75.1% 75.2% 77.1%

(1446) (1343) (1028) (1473) (1305) (974)

無配偶

女性 男性

サンプル 全サンプル 65歳以下 分析サンプル 全サンプル 65歳以下 分析サンプル
2004-2005 80.0% 80.0% 80.8% 76.5% 76.2% 76.2%

(559) (499) (474) (527) (513) (500)
2005-2006 84.4% 83.8% 84.3% 81.3% 81.3% 81.0%

(449) (395) (381) (396) (379) (364)
2004-2006 67.6% 67.1% 68.4% 62.6% 62.4% 62.4%

(559) (499) (474) (527) (513) (500)

KHPS2004, KHPS2005, KHPS2006より作成。
注:
(1) ％は回答継続率。カッコ内はサンプルサイズ。
(2) 「65歳以下」は基準時点で回答者の年齢が65歳以下のサンプル。



2004-2005 2005-2006 2004-2006 2004-2005 2005-2006 2004-2006
係数 係数 係数 係数 係数 係数

(標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差)
回答者の年齢 0.0012 -0.0147 -0.0082 0.0042 -0.0107 -0.0058

(0.0162) (0.0180) (0.0144) (0.0153) (0.0172) (0.0134)
教育年数(回答者) 0.0683 -0.0252 0.0382 0.0486 0.0426 0.0395

(0.0374)+ (0.0418) (0.0327) (0.0268)+ (0.0297) (0.0233)+
不健康度（回答者） -0.0367 -0.1367 -0.0541 -0.0341 -0.0325 -0.0627

(0.0495) (0.0612)* (0.0440) (0.0498) (0.0645) (0.0436)
親との同居 0.2072 -0.1636 0.1018 -0.0171 0.176 0.0629

(0.1352) (0.1483) (0.1174) (0.1329) (0.1581) (0.1179)
同居人数 -0.0251 0.0042 -0.0183 -0.0611 -0.055 -0.0729

(0.0443) (0.0508) (0.0391) (0.0457) (0.0495) (0.0401)+
配偶者の所得 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0004 -0.0001

(0.0002) (0.0003) (0.0002) (0.0005) (0.0006) (0.0004)
未就学児童数 0.0883 0.171 0.1762 -0.1468 0.1464 -0.001

(0.0982) (0.1116) (0.0877)* (0.0905) (0.1158) (0.0815)
地域失業率 0.1645 0.0852 0.1498 0.0873 0.1859 0.1679

(0.0860)+ (0.0991) (0.0748)* (0.0889) (0.1148) (0.0783)*
地域コード（東北） 0.3197 -0.3379 0.0678 0.335 0.09 0.2831

(0.2857) (0.3469) (0.2581) (0.3172) (0.3817) (0.2865)
地域コード（関東） 0.5854 0.3085 0.5305 0.3883 0.155 0.4202

(0.2501)* (0.3279) (0.2302)* (0.2751) (0.3297) (0.2486)+
地域コード（中部） 0.5264 0.0288 0.3267 0.5459 0.3573 0.6301

(0.3012)+ (0.3796) (0.2720) (0.3310)+ (0.3986) (0.2952)*
地域コード（近畿） 0.3775 0.1834 0.2971 0.4173 0.3784 0.4181

(0.2339) (0.3156) (0.2171) (0.2595) (0.3278) (0.2364)+
地域コード（中国） 0.7836 0.0102 0.4989 0.2394 -0.1437 0.1626

(0.3674)* (0.3858) (0.3168) (0.3531) (0.3939) (0.3162)
地域コード（四国） 0.6359 0.0857 0.4807 0.3979 0.0986 0.2983

(0.3538)+ (0.4103) (0.3158) (0.3730) (0.4346) (0.3250)
地域コード（九州） 0.5134 -0.1686 0.3212 0.3842 -0.0043 0.331

(0.2509)* (0.3170) (0.2272) (0.2873) (0.3322) (0.2566)
その他の市に居住=1 0.0764 -0.0738 -0.0008 -0.044 0.1449 -0.0258

(0.1284) (0.1568) (0.1157) (0.1344) (0.1575) (0.1191)
町村に居住=1 0.1609 0.0748 0.0806 0.3312 0.028 0.2139

(0.1703) (0.2046) (0.1503) (0.1865)+ (0.1980) (0.1587)
配偶者の年齢 -0.0018 0.0193 0.0099 -0.0122 0.0073 0.0045

(0.0152) (0.0169) (0.0134) (0.0159) (0.0177) (0.0139)
教育年数(配偶者) -0.0367 0.0276 -0.0256 0.0304 -0.0308 0.0197

(0.0262) (0.0303) (0.0231) (0.0351) (0.0376) (0.0297)
定数項 -0.6561 0.726 -0.7013 -0.0922 0.32 -0.8732

(0.8620) (0.9720) (0.7558) (0.9133) (1.0559) (0.7984)
サンプルサイズ 1028 927 1028 974 887 974
対数尤度 -406.514 -294.289 -546.552 -374.885 -274.209 -508.579
Wald検定: χ 2 19.867 28.499 26.554 26.804 20.772 30.882
                 P値 0.403 0.074 0.115 0.109 0.350 0.042
擬似決定係数 0.024 0.046 0.024 0.035 0.037 0.030

係数検定 χ 2(2) χ 2(2) χ 2(2) χ 2(2) χ 2(2) χ 2(2)
P値 P値 P値 P値 P値 P値

年齢 0.02 1.66 0.65 1.69 0.49 0.21
　回答者=配偶者=0 0.989 0.436 0.721 0.431 0.785 0.899
教育年数 3.70 0.88 1.76 7.30 2.09 5.69
　回答者=配偶者=0 0.158 0.644 0.414 0.026 0.351 0.058
回答者の変数 3.36 1.02 1.66 3.35 2.35 3.03
　年齢=教育水準=0 0.186 0.600 0.437 0.187 0.308 0.220
配偶者の変数 2.00 2.17 1.68 1.44 0.87 0.53
　年齢=教育水準=0 0.367 0.338 0.431 0.487 0.648 0.769

(2) 推定における説明変数については、「2004-2005」および「2004-2006」は2004年の値、「2005-2006」
は2005年の値をそれぞれ用いている。推定の被説明変数の定義は次のとおり。「2004-2005」は2005
年調査において回答を継続した場合1を取るダミー変数、「2005-2006」は（2005年調査に回答したサ

ンプルを対象に）2006年調査において回答を継続した場合1を取るダミー変数、「2004-2006」は2005
年、2006年調査の両方で回答を継続した場合1を取るダミー変数。

表4: 回答継続に関するプロビット分析: 男女別（有配偶）

注:
(1) **, *, + はそれぞれ1%, 5%, 10%水準で推定された係数が有意であることを示す。

回答継続 = 1

有配偶
女性 男性



2004-2005 2005-2006 2004-2006 2004-2005 2005-2006 2004-2006
係数 係数 係数 係数 係数 係数

(標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差)
回答者の年齢 0.0148 -0.0046 0.0124 0.0097 0.0268 0.0172

(0.0061)* (0.0076) (0.0055)* (0.0059)+ (0.0080)** (0.0055)**
教育年数(回答者) 0.0342 -0.0242 0.0212 -0.0103 0.0179 0.0008

(0.0396) (0.0508) (0.0366) (0.0300) (0.0373) (0.0278)
不健康度（回答者） 0.0016 -0.0646 -0.0327 0.0203 -0.0683 -0.0385

(0.0639) (0.0763) (0.0582) (0.0609) (0.0788) (0.0557)
親との同居 0.0601 -0.3893 0.0087 -0.0228 0.3935 0.1655

(0.1919) (0.2252)+ (0.1730) (0.1980) (0.2565) (0.1851)
同居人数 0.133 0.1646 0.1641 0.1026 0.0055 0.0412

(0.0632)* (0.0756)* (0.0562)** (0.0637) (0.0811) (0.0584)
地域失業率 -0.1647 0.0598 -0.1567 0.0521 -0.009 -0.0392

(0.1174) (0.1506) (0.1078) (0.1197) (0.1471) (0.1093)
地域コード（東北） 0.0735 0.4158 0.206 -0.4819 -0.8544 -0.9961

(0.3876) (0.4346) (0.3450) (0.4184) (0.5685) (0.4122)*
地域コード（関東） -0.2044 0.2107 -0.1162 -0.4762 -0.6701 -0.9663

(0.3603) (0.4018) (0.3230) (0.4061) (0.5611) (0.4010)*
地域コード（中部） -0.5299 -0.0657 -0.6547 -0.7334 -0.5353 -1.2085

(0.4351) (0.4932) (0.3920)+ (0.4810) (0.6527) (0.4679)**
地域コード（近畿） 0.0761 0.5368 0.4271 -0.2463 -0.4977 -0.6428

(0.3483) (0.3951) (0.3140) (0.4039) (0.5547) (0.3953)
地域コード（中国） -0.745 0.4465 -0.4614 0.0611 -0.1641 -0.4113

(0.4351)+ (0.5146) (0.3996) (0.5396) (0.6651) (0.5057)
地域コード（四国） -0.1739 0.6646 0.0853 -0.0778 -0.1711

(0.5627) (0.6595) (0.5085) (0.7036) (0.6940)
地域コード（九州） -0.1462 0.2797 0.0202 -0.6565 -0.7465 -1.0304

(0.3523) (0.4079) (0.3167) (0.4032) (0.5674) (0.3995)**
その他の市に居住=1 0.0717 -0.2691 -0.0733 0.2608 -0.0147 0.1501

(0.1713) (0.2076) (0.1549) (0.1556)+ (0.2011) (0.1450)
町村に居住=1 -0.0907 -0.4468 -0.2827 0.0994 0.1614 0.0082

(0.2162) (0.2693)+ (0.1965) (0.2057) (0.3005) (0.1938)
定数項 0.5398 1.1334 0.3639 0.2417 0.2132 0.5811

(1.0755) (1.3662) (0.9908) (1.0455) (1.2872) (0.9714)
サンプルサイズ 474 381 474 500 364 500
対数尤度 -223.237 -155.133 -280.198 -263.703 -166.650 -315.290
Wald検定: χ 2 17.179 21.561 31.317 21.358 20.206 31.493
                 P値 0.308 0.120 0.008 0.126 0.124 0.008
擬似決定係数 0.037 0.065 0.053 0.039 0.057 0.048

表5: 回答継続に関するプロビット分析: 男女別（無配偶）

(3) 男性の「2005-2006」に関しては、四国に居住するサンプルは全て回答を継続していたため、地域
コード（四国）は分析から除外されている。

注:
(1), (2) 表4と同様。

回答継続 = 1

無配偶
女性 男性



表6A: 回答継続に関するプロビット分析(2)
        ― 2005年調査での脱落を考慮した2006年調査での回答継続関数の推定

2006年調査に回答 = 1

有配偶 無配偶

女性 男性 女性 男性
係数 係数 係数 係数

(標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差)
回答者の年齢 -0.0078 -0.0152 -0.0037 0.0176

(0.0162) (0.0190) (0.0073) (0.0071)*
教育年数(回答者) -0.0336 0.0299 -0.0242 0.0251

(0.0780) (0.0323) (0.0493) (0.0340)
不健康度（回答者） -0.1296 -0.0731 -0.0041 -0.0563

(0.0677)+ (0.0702) (0.0749) (0.0699)
親との同居 -0.0101 0.3154 -0.3654 0.411

(0.2409) (0.1776)+ (0.2114)+ (0.2278)+
同居人数 -0.0279 -0.0757 0.1062 -0.0745

(0.0570) (0.0520) (0.0738) (0.0703)
配偶者の所得 0.0004 0.0000495

(0.0003) (0.0007)
未就学児童数 0.1682 0.3322

(0.1347) (0.1378)*
地域失業率 0.0823 0.1764 0.0682 0.0101

(0.1614) (0.1229) (0.1463) (0.1315)
地域コード（東北） -0.3803 0.1004 0.2846 -0.3839

(0.4241) (0.4987) (0.4136) (0.2836)
地域コード（関東） 0.2666 -0.0815 0.2451 -0.217

(0.6256) (0.3969) (0.3771) (0.2677)
地域コード（中部） 0.0988 -0.0242 0.0848 -0.0193

(0.5624) (0.4586) (0.4709) (0.3826)
地域コード（近畿） 0.1672 -0.0025 0.7793 -0.1535

(0.5385) (0.3922) (0.4058)+ (0.2656)
地域コード（中国） 0.0356 -0.5002 0.514 0.1487

(0.7839) (0.4628) (0.4817) (0.4338)
地域コード（四国） 0.0475 -0.1845 0.5821

(0.6537) (0.4785) (0.6336)
地域コード（九州） -0.1078 -0.2884 0.2105

(0.5868) (0.4008) (0.3758)
その他の市に居住=1 -0.1905 0.1124 -0.3941 -0.0959

(0.2075) (0.1758) (0.2058)+ (0.1804)
町村に居住=1 -0.0863 -0.05 -0.4042 -0.0186

(0.2611) (0.2264) (0.2632) (0.2623)
配偶者の年齢 0.0092 0.0259

(0.0149) (0.0198)
教育年数(配偶者) 0.0111 -0.024

(0.0470) (0.0397)
定数項 1.3012 0.3504 1.268 0.3482

(2.3491) (1.1510) (1.3047) (1.0801)
サンプルサイズ 947 854 461 493
検閲サンプルサイズ 144 133 91 119
対数尤度 -647.254 -566.873 -363.305 -430.648
Wald検定: χ 2 20.960 21.473 18.147 12.714
                 P値 0.339 0.311 0.255 0.470
ρ : 推定値 0.067 -0.764 -0.984 -0.970
　　(標準誤差) (2.390) (0.569) (1.086) (0.960)
尤度比検定: ρ  = 0 (P値) 0.978 0.331 0.100 0.177

注:
(1) **, *, + はそれぞれ1%, 5%, 10%水準で推定された係数が有意であることを
示す。
(2) 分析に用いられた説明変数はすべて2005年調査の値を用いている。
(3) 2005年調査における回答継続に関する推定結果は表6Bを参照のこと。



表6B: 回答継続に関するプロビット分析(2)
        ― 2005年調査での脱落を考慮した2006年調査での回答継続関数の推定

2005年調査に回答 = 1

有配偶 無配偶

女性 男性 女性 男性
係数 係数 係数 係数

(標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差)
回答者の年齢 0.0025 0.0016 0.0169 0.0105

(0.0222) (0.0158) (0.0061)** (0.0060)+
教育年数(回答者) 0.07 0.0522 0.0352 -0.0092

(0.0385)+ (0.0277)+ (0.0396) (0.0298)
不健康度（回答者） -0.0483 -0.0359 0.0056 -0.0017

(0.0511) (0.0524) (0.0633) (0.0609)
親との同居 0.2312 -0.0276 0.1275 -0.0076

(0.1387)+ (0.1383) (0.1929) (0.1980)
同居人数 -0.0221 -0.0656 0.1468 0.0976

(0.0455) (0.0476) (0.0642)* (0.0639)
配偶者の所得 0.0001 0.0000938

(0.0003) (0.0005)
未就学児童数 0.0892 -0.1627

(0.0992) (0.0945)+
地域失業率 0.1827 0.1096 -0.1714 0.0364

(0.0881)* (0.0932) (0.1170) (0.1125)
地域コード（東北） 0.2835 0.3125 0.074 -0.5226

(0.2935) (0.3271) (0.3909) (0.3540)
地域コード（関東） 0.6184 0.3741 -0.2233 -0.5243

(0.2574)* (0.2849) (0.3641) (0.3278)
地域コード（中部） 0.4997 0.5906 -0.5866 -0.8152

(0.3101) (0.3437)+ (0.4375) (0.3923)*
地域コード（近畿） 0.3577 0.4095 0.0629 -0.2519

(0.2391) (0.2677) (0.3504) (0.3561)
地域コード（中国） 0.8336 0.2099 -0.7769 0.0008

(0.3799)* (0.3714) (0.4355)+ (0.4716)
地域コード（四国） 0.6838 0.436 -0.1411

(0.3743)+ (0.3868) (0.5626)
地域コード（九州） 0.5351 0.3858 -0.1291 -0.7434

(0.2566)* (0.2957) (0.3543) (0.3394)*
その他の市に居住=1 0.0912 -0.0247 0.0414 0.2601

(0.1388) (0.1395) (0.1739) (0.1552)+
町村に居住=1 0.1413 0.3651 -0.1484 0.093

(0.1807) (0.1950)+ (0.2190) (0.2049)
配偶者の年齢 -0.0048 -0.0122

(0.0205) (0.0163)
教育年数(配偶者) -0.0381 0.0387

(0.0272) (0.0367)
定数項 -0.7464 -0.3083 0.4133 0.3702

(0.8904) (0.9528) (1.0808) (0.9464)

注:
(1) **, *, + はそれぞれ1%, 5%, 10%水準で推定された係数が有意であること
を示す。

(2) 分析に用いられた説明変数はすべて2004年調査の値を用いている。
(3) 2006年調査における回答継続に関する推定結果は表6Aを参照のこと。



表7A: 労働市場への参加に関するプロビット推定: 男女別（有配偶）

就業 = 1

有配偶
女性 男性

2004-2005 2005-2006 2004-2006 2004-2005 2005-2006 2004-2006
係数 係数 係数 係数 係数 係数

(標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差)
回答者の年齢 -0.0269 -0.0221 -0.0244 -0.1271 -0.1085 -0.1058

(0.0050)** (0.0056)** (0.0054)** (0.0175)** (0.0174)** (0.0153)**
教育年数(回答者) 0.0076 0.0032 -0.0098 0.0086 0.0027 0.0093

(0.0266) (0.0286) (0.0279) (0.0364) (0.0393) (0.0366)
不健康度（回答者） -0.1296 -0.11 -0.0903 -0.1475 -0.1126 -0.1576

(0.0416)** (0.0473)* (0.0445)* (0.0890)+ (0.1041) (0.0900)+
親との同居 0.091 0.1618 0.0659 0.2266 0.059 0.3478

(0.1105) (0.1223) (0.1176) (0.2381) (0.2464) (0.2430)
同居人数 0.0962 0.0771 0.0839 0.0406 0.0463 0.0618

(0.0376)* (0.0421)+ (0.0398)* (0.0737) (0.0855) (0.0726)
配偶者の所得 -0.0003 -0.0005 -0.0004 0.0007 0.0012 0.0005

(0.0002)* (0.0002)** (0.0002)* (0.0009) (0.0008) (0.0007)
未就学児童数 -0.6204 -0.5961 -0.5976 -0.8251 -0.5292 -0.4868

(0.0779)** (0.0798)** (0.0786)** (0.2303)** (0.2517)* (0.2373)*
地域失業率 0.154 -0.0114 -0.026 -0.0591 0.1899 0.0033

(0.0725)* (0.0762) (0.0717) (0.1780) (0.1927) (0.1629)
地域コード（東北） 0.0862 -0.0819 0.0998 -0.3274 0.4118 0.0931

(0.2670) (0.3062) (0.2770) (0.7368) (0.6599) (0.6599)
地域コード（関東） 0.2524 -0.1833 -0.2075 -0.7865 0.1257 -0.1825

(0.2312) (0.2606) (0.2308) (0.5772) (0.5131) (0.4917)
地域コード（中部） 0.2772 -0.0787 -0.0583 -1.0564 0.1271 -0.467

(0.2735) (0.3044) (0.2702) (0.6663) (0.6171) (0.5675)
地域コード（近畿） 0.0182 -0.416 -0.4258 -0.3714 0.1581 -0.2111

(0.2203) (0.2540) (0.2259)+ (0.5581) (0.4954) (0.4735)
地域コード（中国） 0.4601 -0.0093 -0.1381 -0.9779 0.2373 -0.3568

(0.2986) (0.3298) (0.3148) (0.6708) (0.6840) (0.6116)
地域コード（四国） 0.1356 -0.3829 -0.4618 -0.6498 0.1375 -0.3458

(0.2930) (0.3310) (0.2998) (0.6865) (0.6628) (0.5878)
地域コード（九州） 0.2079 -0.0339 -0.1688 -0.6713 -0.0332 -0.2528

(0.2301) (0.2685) (0.2388) (0.5765) (0.5048) (0.4933)
その他の市に居住=1 0.1029 0.0169 -0.0142 0.1788 -0.1989 -0.0617

(0.1074) (0.1149) (0.1094) (0.2266) (0.2774) (0.2311)
町村に居住=1 0.3593 -0.0013 -0.0748 0.4501 -0.108 0.0087

(0.1411)* (0.1652) (0.1574) (0.3251) (0.3604) (0.3287)
定数項 0.4599 2.0387 2.4925 9.6089 6.94 7.8507

(0.6888) (0.7305)** (0.6937)** (1.8107)** (1.7409)** (1.5248)**
サンプルサイズ 957 882 981 860 799 885
検閲サンプルサイズ 144 96 241 133 87 223
対数尤度 -870.609 -762.458 -981.080 -472.019 -366.473 -596.847
Wald検定: χ 2 100.385 87.768 85.629 76.262 57.726 74.533
                 P値 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ρ : 推定値 1.000 -0.997 -1.000 -0.993 -0.982 -0.999
　　(標準誤差) (0.001) (0.485) (0.013) (0.767) (1.390) (0.115)
尤度比検定: ρ  = 0 (P値) 0.004 0.251 0.143 0.179 0.205 0.135

注:
(1) **, *, + はそれぞれ1%, 5%, 10%水準で推定された係数が有意であることを示す。
(2) 推定における説明変数については、「2004-2005」については2005年の値を、「2005-2006」および

「2004-2006」については2006年の値をそれぞれ用いている。
(3) 回答継続に関しての推定結果は省略。



表7B: 労働市場への参加に関するプロビット推定: 男女別（無配偶）

就業 = 1

無配偶
女性 男性

2004-2005 2005-2006 2004-2006 2004-2005 2005-2006 2004-2006
係数 係数 係数 係数 係数 係数

(標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差)
回答者の年齢 -0.0481 -0.0369 -0.0386 -0.0114 -0.0377 0.0015

(0.0089)** (0.0094)** (0.0085)** (0.0078) (0.0101)** (0.0151)
教育年数(回答者) 0.0224 -0.0271 -0.0523 -0.0549 -0.0156 0.0034

(0.0603) (0.0659) (0.0591) (0.0399) (0.0455) (0.0875)
不健康度（回答者） -0.1646 -0.3253 -0.215 -0.3242 -0.1441 -0.0555

(0.0921)+ (0.1053)** (0.0906)* (0.0829)** (0.1020) (0.0526)
親との同居 -0.6703 -0.356 -0.3561 -0.0731 -0.2555 -0.0916

(0.2415)** (0.2587) (0.2369) (0.2635) (0.3284) (0.1679)
同居人数 0.067 0.0733 0.0678 -0.1382 -0.1315 0.0064

(0.0846) (0.0806) (0.0789) (0.0840)+ (0.1168) (0.0314)
地域失業率 -0.2073 -0.3767 -0.2972 -0.0582 -0.2482 -0.0596

(0.1530) (0.1489)* (0.1281)* (0.1453) (0.1548) (0.0873)
地域コード（東北） 0.168 -0.9293 -0.2928 1.0396

(0.4470) (0.6278) (0.5519) (0.5277)*
地域コード（関東） -0.0204 -0.9262 -0.5638 0.4108 -0.3917 -0.504

(0.4034) (0.5858) (0.4555) (0.4238) (0.3590) (0.4245)
地域コード（中部） 0.2526 -1.5387 -1.0046 0.6631 -1.2417 -0.8273

(0.5220) (0.6459)* (0.5173)+ (0.5466) (0.4495)** (0.4069)*
地域コード（近畿） 0.0101 -1.1531 -0.6572 0.4906 -0.3736 -0.3338

(0.3953) (0.5682)* (0.4577) (0.4227) (0.3865) (0.2893)
地域コード（中国） 0.0861 -1.3628 -0.7347 0.9072 -0.2714 0.1351

(0.5335) (0.6868)* (0.5627) (0.6315) (0.6068) (0.4349)
地域コード（四国） 0.4958

(0.7560)
地域コード（九州） -0.3854 -0.8941 -0.5867 0.3824 -0.1835 -0.5147

(0.3847) (0.6028) (0.4683) (0.4248) (0.4128) (0.2931)+
その他の市に居住=1 0.0975 -0.0199 -0.0531 -0.345 -0.1065 -0.0185

(0.2289) (0.2272) (0.2032) (0.2118) (0.2444) (0.1421)
町村に居住=1 -0.1715 0.1056 0.1969 -0.3414 -0.449 -0.2803

(0.2987) (0.3535) (0.3278) (0.3019) (0.3506) (0.1897)
定数項 4.7518 6.8652 6.2497 3.7946 5.6682 1.0102

(1.5169)** (1.6481)** (1.4260)** (1.2767)** (1.3829)** (1.7787)
サンプルサイズ 461 371 464 493 367 497
検閲サンプルサイズ 91 60 150 119 69 188
対数尤度 -318.724 -242.518 -371.015 -386.022 -253.656 -400.940
Wald検定: χ 2 56.113 38.766 42.053 27.546 27.007 18.059
                 P値 0.000 0.005 0.002 0.093 0.104 0.519
ρ : 推定値 -1.000 -1.000 -1.000 -0.973 -0.965 1.000
　　(標準誤差) (0.001) (0.020) (0.001) (1.630) (3.360) (0.000)
尤度比検定: ρ  = 0 (P値) 0.071 0.094 0.029 0.593 0.560 0.004

注:
(1) **, *, + はそれぞれ1%, 5%, 10%水準で推定された係数が有意であることを示す。
(2) 推定における説明変数については、「2004-2005」については2005年の値を、「2005-2006」および

「2004-2006」については2006年の値をそれぞれ用いている。
(3) 表中、空欄部分は該当する個人が全て就業していたために推定の説明変数から除外されたもの。
(4) 回答継続に関しての推定結果は省略。



表8A: 週当たり労働時間に関する推定: 男女別（有配偶）

週当たり労働時間

有配偶
女性 男性

2004-2005 2005-2006 2004-2006 2004-2005 2005-2006 2004-2006
ML 2段階 ML ML ML ML

係数 係数 係数 係数 係数 係数
(標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差)

回答者の年齢 -0.2855 -0.2717 -0.2857 -0.8541 -0.6617 -0.8255
(0.0752)** (0.0794) (0.0805)** (0.0885)** (0.0817)** (0.0869)**

教育年数(回答者) 0.0184 0.1428 0.0525 0.7088 0.7526 0.821
(0.4125) (0.4177) (0.4395) (0.3624)+ (0.3014)* (0.3290)*

不健康度（回答者） -1.8671 -0.473 0.1535 -0.0068 -0.2994 -0.8222
(0.6722)** (0.7547) (0.7473) (0.7289) (0.7009) (0.7488)

親との同居 1.5155 1.6532 1.1659 -0.87 -0.1223 -0.7622
(1.7266) (1.9018) (1.8397) (1.8001) (1.7188) (1.8950)

同居人数 -0.2144 0.9882 1.2616 1.0957 0.9109 1.2514
(0.5815) (0.5971) (0.6088)* (0.6091)+ (0.6148) (0.6606)+

配偶者の所得 -0.0052 -0.0071 -0.0067 0.0062 0.0024 0.009
(0.0024)* (0.0027)** (0.0026)** (0.0065) (0.0057) (0.0061)

未就学児童数 -7.2258 -6.1835 -6.1544 -3.196 -2.2805 -3.4651
(1.0980)** (1.2543)** (1.1564)** (1.2876)* (1.1655)+ (1.2375)**

地域失業率 1.9446 1.8288 1.3774 -0.017 0.5288 0.2248
(1.1334)+ (1.1654) (1.1207) (1.2645) (1.2452) (1.2909)

地域コード（東北） 6.8104 2.3335 8.9305 -4.0489 7.3517 4.3094
(4.0717)+ (4.738) (4.3082)* (4.3909) (4.0353)+ (4.4947)

地域コード（関東） 4.169 0.0404 -0.2477 -6.6756 1.3155 0.633
(3.5762) (3.9484) (3.6908) (3.8275)+ (3.4353) (3.8019)

地域コード（中部） 8.7985 6.4806 6.6543 -5.9584 2.4742 0.6142
(4.2239)* (4.3219) (4.2716) (4.6283) (4.1371) (4.5373)

地域コード（近畿） 0.5481 -2.881 -2.6828 -4.3597 0.7379 -0.8772
(3.3880) (3.7098) (3.6030) (3.7206) (3.3562) (3.7109)

地域コード（中国） 11.1548 8.37 6.1319 -6.6189 4.1967 3.2131
(4.5833)* (4.7181)+ (4.9516) (4.8797) (4.7339) (5.0458)

地域コード（四国） 7.7597 2.3017 0.6836 -9.5071 0.045 -0.9475
(4.5179)+ (4.8136) (4.7808) (4.7500)* (4.7301) (5.0053)

地域コード（九州） 5.1829 1.8251 2.8556 -4.4499 3.3341 2.1713
(3.5081) (3.8473) (3.7446) (3.9002) (3.5545) (3.9589)

その他の市に居住=1 0.7793 0.1684 0.2391 -0.9768 -1.7447 -2.2875
(1.6160) (1.6923) (1.7017) (1.7997) (1.7816) (1.8563)

町村に居住=1 5.5848 1.6096 1.0991 -0.6956 -3.2634 -2.4972
(2.1966)* (2.3521) (2.4163) (2.5616) (2.3556) (2.6204)

定数項 23.996 19.0841 22.3456 77.3786 60.1231 68.125
(10.8498)* (11.5556)+ (11.0633)* (11.6038)** (10.5088)** (11.0512)**

サンプルサイズ 933 851 952 807 760 840
検閲サンプルサイズ 144 96 241 133 87 223
対数尤度 -3769.560 ― -3573.870 -3221.440 -3103.220 -3095.510
Wald検定: χ 2 90.872 52.050 72.366 155.154 109.384 151.114
                 P値 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ρ : 推定値 -0.173 ― -0.204 0.004 0.020 0.176
　　(標準誤差) (0.179) ― (0.164) (0.434) (0.413) (0.202)
λ : 推定値 ― 4.71 ― ― ― ―
　　(標準誤差) ― (14.75) ― ― ― ―
尤度比検定: ρ = 0 (P値) 0.459 ― 0.325 0.993 0.965 0.469

注:
(1) **, *, + はそれぞれ1%, 5%, 10%水準で推定された係数が有意であることを示す。
(2) 推定における説明変数については、「2004-2005」については2005年の値を、「2005-2006」および

「2004-2006」については2006年の値をそれぞれ用いている。
(3) 表頭の「ML」および「2段階」は、それぞれ推定方法が最尤法およびヘックマンの2段階推定によること

を示す。なお、2段階推定の場合には逆ミルズ比の推定された係数λを報告している。
(4) 回答継続に関しての推定結果は省略。



表8B: 週当たり労働時間に関する推定: 男女別（無配偶）

週当たり労働時間

無配偶
女性 男性

2004-2005 2005-2006 2004-2006 2004-2005 2005-2006 2004-2006
ML 2段階 2段階 ML 2段階 ML

係数 係数 係数 係数 係数 係数
(標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差)

回答者の年齢 -0.3079 -0.1312 -0.3556 -0.0616 -1.045 -0.3611
(0.0955)** (0.2061) [0.1173]** (0.1236) [0.7654] (0.1493)*

教育年数(回答者) 1.695 1.8021 1.3976 -0.7584 -0.3442 0.035
(0.6231)** (1.2679) [0.7491]+ (0.5643) [2.0155] (0.5725)

不健康度（回答者） 0.4839 1.0993 1.1645 -3.3614 1.71 0.8783
(0.9481) (1.8679) [1.1667] (1.2045)** [4.0452] (1.3155)

親との同居 -5.0799 0.038 -4.5846 -2.6288 -15.3089 -10.1686
(2.6774)+ (6.4289) [3.0977] (3.8540) [15.7470] (4.1034)*

同居人数 1.51 -1.5443 -0.9875 0.1283 -0.7959 1.0312
(0.9275) (2.1815) [1.4502] (1.3331) [4.8702] (1.4185)

地域失業率 -4.1042 -6.1215 -5.101 -0.919 -0.9661 -0.5426
(1.8655)* (3.0645)* [2.0995]* (2.1236) [7.4408] (2.1365)

地域コード（東北） -0.1805 -10.3496 -6.9578 20.4038 35.1702 8.6501
(5.7019) (11.3097) [6.6477] (7.6700)** [40.4989] (9.7027)

地域コード（関東） -3.2515 -10.7941 -9.5747 7.0958 26.9551 9.1518
(5.2651) (9.8365) [5.8334] (7.0255) [29.9164] (8.0422)

地域コード（中部） -4.7076 -11.802 -13.7477 14.7613 19.6521 9.6094
(6.6045) (11.8835) [8.0358]+ (8.7107)+ [31.9384] (10.0422)

地域コード（近畿） 1.7505 -6.3857 -4.6969 7.365 24.3661 10.0835
(5.1169) (11.0834) [6.2357] (6.7328) [28.2010] (7.2594)

地域コード（中国） -1.1745 -15.4201 -9.2238 16.064 19.2567 16.742
(6.5334) (13.167) [7.9829] (8.1591)* [28.6839] (7.7494)*

地域コード（四国） 10.2656 5.4904 8.6329 6.6743 0.0825 5.1602
(7.9133) (15.5832) [9.0406] (10.3700) [34.2660] (9.6409)

地域コード（九州） -0.031 -5.03 -2.8608 8.8539 29.4678 9.8322
(5.2699) (10.6939) [6.0554] (7.6299) [32.8342] (8.9529)

その他の市に居住=1 -0.5477 -0.1431 -1.5051 -7.383 -4.3911 -2.9512
(2.4366) (5.4128) [2.8281] (3.3037)* [10.0913] (3.0124)

町村に居住=1 -5.0808 7.2422 3.4364 -5.8097 -5.9416 0.9687
(3.4322) (8.4403) [4.6310] (4.5094) [17.2344] (4.8596)

定数項 38.5884 59.6738 66.5049 55.1297 97.3543 46.6898
(16.5691)* (29.3364)* [19.2652]** (19.8212)** [72.5071] (18.6841)*

サンプルサイズ 429 352 444 451 340 470
検閲サンプルサイズ 91 60 150 119 69 188
対数尤度 -1668.110 ― ― -1743.530 ― -1555.940
Wald検定: χ 2 48.181 11.600 35.928 28.516 3.007 19.312
                 P値 0.000 0.709 0.002 0.019 1.000 0.200
ρ : 推定値 0.182 ― ― 0.263 ― -0.026
　　(標準誤差) (0.331) ― ― (0.440) ― (0.626)
λ : 推定値 ― 34.58 -13.93 ― -75.59 ―
　　(標準誤差) ― (33.19) (13.03) ― (82.91) ―
尤度比検定: ρ = 0 (P値) 0.620 ― ― 0.692 ― 0.964

注:
(1) **, *, + はそれぞれ1%, 5%, 10%水準で推定された係数が有意であることを示す。
(2) 推定における説明変数については、「2004-2005」については2005年の値を、「2005-2006」および

「2004-2006」については2006年の値をそれぞれ用いている。
(3) 表頭の「ML」および「2段階」は、それぞれ推定方法が最尤法およびヘックマンの2段階推定によること

を示す。なお、2段階推定の場合には逆ミルズ比の推定された係数λを報告している。
(4) 回答継続に関しての推定結果は省略。



表9: 週当たり労働時間に関する推定
            - Tobitモデルによる特定化: 男女別（有配偶）

週当たり労働時間

有配偶 無配偶
女性 男性 女性 男性

2005-2006 2004-2005 2004-2006 2004-2005 2004-2005 2004-2006
係数 係数 係数 係数 係数 係数

(標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差)
回答者の年齢 -0.4882 -0.9698 -0.9322 -0.4110 -0.1106 -0.6870

(0.139) ** (0.106) ** (0.093) ** (0.155) ** (0.209)  (0.184) **
教育年数(回答者) 0.3377 0.8438 0.9453 1.9991 -0.9049 0.1536

(0.673)  (0.573)  (0.553) + (0.844) * (0.718)  (1.056)  
不健康度（回答者） -1.5922 -0.1233 -0.9470 0.0651 -4.4921 1.7692

(1.168)  (0.854)  (0.888)  (1.236)  (1.480) ** (1.753)  
親との同居 4.0033 -0.9521 -0.7618 -6.7659 -3.9904 -13.1930

(3.322)  (1.967)  (2.243)  (3.196) * (5.366)  (6.357) *
同居人数 1.8275 1.3422 1.4602 1.8709 -0.0084 1.0454

(1.041) + (0.724) + (0.834) + (1.615)  (2.148)  (1.975)  
配偶者の所得 -0.0133 0.0079 0.0103

(0.004) ** (0.008)  (0.007)  
未就学児童数 -11.8095 -3.7721 -4.0112

(2.116) ** (1.657) * (1.514) **
地域失業率 2.8972 -0.0274 0.2650 -5.1082 -1.6895 -2.0780

(2.027)  (1.477)  (1.711)  (2.318) * (2.896)  (2.804)  
地域コード（東北） 1.8371 -4.1246 4.8138 2.7513 26.1334 28.2831

(7.915)  (6.311)  (4.857)  (7.283)  (12.048) * (12.933) *
地域コード（関東） 0.7620 -7.0568 0.8603 -1.9393 10.1726 26.6282

(6.278)  (5.895)  (4.483)  (6.179)  (9.783)  (11.528) *
地域コード（中部） 10.6077 -6.3950 0.6696 -4.1309 18.8112 29.1129

(7.288)  (6.817)  (5.950)  (8.485)  (13.521)  (12.559) *
地域コード（近畿） -5.1937 -4.5664 -0.9133 3.5460 10.3010 24.8797

(5.920)  (5.992)  (4.702)  (6.021)  (7.572)  (12.067) *
地域コード（中国） 11.9065 -7.2748 3.3937 0.2513 20.0049 19.4046

(7.977)  (6.351)  (5.973)  (10.630)  (10.075) * (17.917)  
地域コード（四国） 2.4685 -10.3095 -1.2088 14.1660 8.5851 4.0592

(7.834)  (6.986)  (5.548)  (10.285)  (10.993)  (22.956)  
地域コード（九州） 2.2071 -4.7465 2.3177 0.3039 12.3004 29.9752

(6.308)  (5.845)  (4.607)  (5.936)  (12.697)  (12.343) *
その他の市に居住=1 -1.0849 -0.9859 -2.2452 -0.7297 -9.0124 -2.8801

(2.920)  (1.975)  (2.118)  (3.066)  (5.857)  (4.715)  
町村に居住=1 1.5280 -0.4380 -2.2893 -6.2226 -7.3290 1.4225

(4.359)  (3.406)  (3.393)  (4.335)  (5.889)  (6.234)  
定数項 16.0865 80.1402 70.1738 41.7798 62.7228 67.9391

(18.569)  (16.766) ** (18.926) ** (23.098) + (35.529) + (28.202) *
サンプルサイズ 851 807 840 429 451 470
検閲サンプルサイズ 96 133 223 91 119 188
対数尤度 -2598.784 -3081.739 -2978.008 -1531.022 -1594.939 -1421.251
ρ : 推定値 0.360 0.006 0.169 0.108 0.172 -0.987
　　(標準誤差) (0.631) (0.851) (0.650) (0.996) (1.285) (0.010)
尤度比検定: ρ  = 0 (P値) 0.583 0.980 0.454 0.753 0.773 0.000

注:
(1) **, *, + はそれぞれ1%, 5%, 10%水準で推定された係数が有意であることを示す。
(2) 推定における説明変数については、「2004-2005」については2005年の値を、「2005-2006」および「2004-2006」については

2006年の値をそれぞれ用いている。
(3) 収束しなかったモデルは省略。
(4) 回答継続に関しての推定結果は省略。



表10A: 週当たり労働時間に関する推定 － 回答継続および労働市場参加を考慮した推定:
男女別（有配偶）

週当たり労働時間

有配偶
女性 男性

2004-2005 2005-2006 2004-2006 2004-2005 2005-2006 2004-2006
係数 係数 係数 係数 係数 係数

(標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差)
回答者の年齢 -0.6052 -0.4209 -0.4608 0.1441 0.2957 0.0234

(0.3067)* (0.2253)+ (0.2125)* (0.1401) (0.1450)* (0.0042)**
教育年数(回答者) 0.7385 0.2903 0.1621 -0.2057 -0.0835 -0.0342

(0.7446) (0.5113) (0.4610) (0.3056) (0.2936) (0.0067)**
不健康度（回答者） -3.6974 -1.0123 -0.3605 1.2426 0.0975 0.0372

(1.8332)* (1.1861) (0.9966) (0.7007)+ (0.6744) (0.0113)**
親との同居 3.3727 3.6522 2.4521 1.0761 1.9214 -0.0421

(2.3694) (2.9949) (2.1982) (1.8150) (1.6760) (0.0293)
同居人数 0.7535 1.6352 2.0623 -0.4663 -1.1813 -0.0047

(1.0360) (1.0810) (1.0551)+ (0.5791) (0.6567)+ (0.0117)
配偶者の所得 -0.01 -0.0112 -0.0112 -0.0085 -0.0052 -0.0001

(0.0051)+ (0.0068)+ (0.0064)+ (0.0059) (0.0056) (0.0001)
未就学児童数 -14.7787 -10.5225 -10.2933 0.8205 1.8897 0.0838

(7.0828)* (5.8572)+ (4.9189)* (1.3256) (1.2335) (0.0196)**
地域失業率 3.5346 2.0969 1.8406 -0.0787 -2.7807 -0.1117

(1.6318)* (1.2015)+ (1.1155)+ (1.1734) (1.2326)* (0.0218)**
地域コード（東北） 9.2607 3.7079 10.7699 -2.0571 -1.2813 -0.1651

(4.2219)* (4.7447) (4.8282)* (3.8784) (4.5230) (0.0604)**
地域コード（関東） 8.23 -0.5426 -0.0009 -4.0524 -3.9479 -0.1569

(4.4450)+ (4.0328) (3.8215) (2.9952) (3.7315) (0.0572)**
地域コード（中部） 14.3245 8.7819 8.7897 -2.3783 -5.1452 -0.2322

(5.8595)* (5.5980) (4.7847)+ (3.7969) (4.2847) (0.0681)**
地域コード（近畿） 3.1843 -4.9247 -4.4945 -3.9282 -1.8888 -0.0717

(3.6540) (4.7379) (4.5911) (2.7928) (3.5657) (0.0535)
地域コード（中国） 21.9562 10.2869 7.2284 -0.0677 -3.8321 -0.1274

(9.7524)* (5.6112)+ (5.0841) (4.5751) (4.6576) (0.0715)+
地域コード（四国） 13.6655 1.7187 -0.3721 -4.0402 -3.8319 -0.0309

(6.2858)* (5.1133) (5.2682) (3.8521) (5.4453) (0.0767)
地域コード（九州） 8.9684 2.7685 2.9334 -1.5356 0.6611 -0.0635

(4.2514)* (4.2566) (3.9800) (3.1597) (3.6852) (0.0585)
その他の市に居住=1 1.2268 -0.6743 -0.7208 -2.0341 -0.2697 0.0089

(1.6588) (2.1366) (2.0910) (1.8456) (1.6687) (0.0235)
町村に居住=1 9.0857 1.5971 0.5185 -4.9746 -2.614 -0.0848

(3.6277)* (2.2324) (2.5237) (2.3292)* (2.2444) (0.0352)*
逆ミルズ比 20.1819 13.3774 15.4854 -42.071 -53.221 -1.4267

(18.4424) (18.3834) (16.7342) (4.9218)** (7.0421)** (0.1950)**
定数項 4.2611 18.0657 19.1157 51.4805 57.1187 1.3224

(17.3883) (11.3818) (10.6447)+ (10.5989)** (9.7182)** (0.1437)**
サンプルサイズ 933 851 952 807 760 840
検閲サンプルサイズ 144 96 241 133 87 223
修正済み決定係数 0.106 0.096 0.093 0.286 0.232 0.295
F統計量 6.579 4.714 4.220 12.009 8.217 5.038
P値 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

注:
(1) **, *, + はそれぞれ1%, 5%, 10%水準で推定された係数が有意であることを示す。
(2) 標準誤差の推定値はWhite修正済みのもの。
(3) 労働時間の推定に用いられたサンプルは週当たり労働時間>0のサンプル（就業=1）。
(4) 逆ミルズ比は回答継続を考慮した労働市場参加の推定結果より作成。
(5) 推定における説明変数については、「2004-2005」については2005年の値を、「2005-2006」および

「2004-2006」については2006年の値をそれぞれ用いている。



表10B: 週当たり労働時間に関する推定 － 回答継続および労働市場参加を考慮した推定:
男女別（無配偶）

週当たり労働時間

無配偶
女性 男性

2004-2005 2005-2006 2004-2006 2004-2005 2005-2006 2004-2006
係数 係数 係数 係数 係数 係数

(標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差)
回答者の年齢 0.0594 -0.0541 0.0976 0.1156 0.1042 0.0757

(0.1483) (0.1468) (0.1878) (0.1462) (0.2711) (0.2616)
教育年数(回答者) 0.7026 0.6953 0.6982 -0.1011 -0.1189 -0.3832

(0.6738) (0.7767) (0.7464) (0.6203) (0.5374) (0.5804)
不健康度（回答者） 2.2367 1.6556 2.0169 0.9055 2.2213 2.8674

(1.0456)* (1.3157) (1.2171)+ (2.4280) (1.4860) (1.7340)+
親との同居 0.9064 -1.0545 0.4223 3.23 -1.4679 -2.3944

(3.4260) (3.7047) (3.8815) (4.5217) (4.8660) (5.8482)
同居人数 0.0356 -0.6673 -0.722 0.5054 1.0103 1.2288

(0.9710) (1.2174) (1.2480) (1.2392) (1.6765) (1.4929)
地域失業率 -0.7441 -1.9 -2.0459 2.0164 -0.2244 1.0164

(2.2347) (2.9102) (2.7936) (2.4602) (2.7101) (2.6994)
地域コード（東北） -12.1401 -2.8385 -6.318 -1.9757 -10.314 -8.0744

(6.8430)+ (6.8821) (6.6250) (13.2696) (10.3177) (11.3394)
地域コード（関東） -8.7156 -3.6337 -6.2588 -3.3794 -2.7356 -1.3503

(5.6769) (6.7636) (6.3776) (9.1184) (7.4973) (7.7646)
地域コード（中部） -7.502 -6.0449 -10.9036 0.9614 4.7212 9.7372

(6.9163) (8.6888) (7.9695) (11.3506) (8.1423) (8.1198)
地域コード（近畿） -3.962 3.7629 -0.6457 -2.6001 1.3221 3.2094

(5.3154) (6.3300) (5.9616) (8.8700) (7.6529) (7.4066)
地域コード（中国） -8.2628 -1.8291 -8.4557 1.1573 -0.8669 0.2225

(6.3970) (8.6011) (7.6425) (10.9493) (9.2280) (10.5657)
地域コード（四国） -7.1038 7.208 -1.7568 1.497 -1.714 -2.8909

(9.3315) (6.9214) (8.6553) (11.6214) (9.2066) (9.0458)
地域コード（九州） -1.5314 0.9781 -2.7795 -2.3697 0.5062 1.4172

(5.3430) (6.2593) (6.2290) (9.8458) (7.4240) (7.7319)
その他の市に居住=1 1.7274 -1.7597 -0.4876 -1.5363 -2.2576 -0.1073

(2.5468) (2.9300) (2.7575) (4.5271) (3.3680) (3.5350)
町村に居住=1 0.1713 -0.1479 -2.0538 0.7542 4.4878 6.2187

(3.8850) (4.6507) (4.7411) (5.7469) (5.9199) (6.4559)
逆ミルズ比 -39.6939 -30.2374 -52.6037 -48.4426 -54.6715 -50.9065

(11.5864)** (17.2148)+ (21.8778)* (23.5735)* (24.2127)* (27.8398)+
定数項 31.6406 41.2018 41.1525 31.9368 42.9458 38.6436

(18.4273)+ (20.3700)* (20.2011)* (21.3165) (21.9037)+ (19.4148)*
サンプルサイズ 429 352 444 451 340 470
検閲サンプルサイズ 91 60 150 119 69 188
修正済み決定係数 0.145 0.114 0.137 0.100 0.102 0.085
F統計量 4.149 3.527 4.189 2.394 2.393 1.866
P値 0.000 0.000 0.000 0.002 0.002 0.024

注:
(1) **, *, + はそれぞれ1%, 5%, 10%水準で推定された係数が有意であることを示す。
(2) 標準誤差の推定値はWhite修正済みのもの。
(3) 労働時間の推定に用いられたサンプルは週当たり労働時間>0のサンプル（就業=1）。
(4) 逆ミルズ比は回答継続を考慮した労働市場参加の推定結果より作成。
(5) 推定における説明変数については、「2004-2005」については2005年の値を、「2005-2006」および

「2004-2006」については2006年の値をそれぞれ用いている。



表11A: 時間当たり賃金率に関する推定 － 回答継続および労働市場参加を考慮した推定:
男女別（有配偶）

log(時間当たり賃金)

有配偶
女性 男性

2004-2005 2005-2006 2004-2006 2004-2005 2005-2006 2004-2006
係数 係数 係数 係数 係数 係数

(標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差)
回答者の年齢 0.012 -0.033 -0.0272 0.0233 0.0194 0.0339

(0.0200) (0.0122)** (0.0129)* (0.0052)** (0.0058)** (0.0135)*
教育年数(回答者) 0.0899 0.1133 0.083 0.0498 0.0371 0.0187

(0.0464)+ (0.0221)** (0.0217)** (0.0117)** (0.0119)** (0.0199)
不健康度（回答者） 0.0311 -0.1885 -0.1304 -0.0247 -0.0372 0.0441

(0.1178) (0.0629)** (0.0486)** (0.0277) (0.0260) (0.0331)
親との同居 -0.064 0.4867 0.2416 -0.0224 0.0066 -0.0791

(0.1251) (0.1536)** (0.0996)* (0.0667) (0.0671) (0.0684)
同居人数 0.025 0.1233 0.1006 0.0066 -0.0029 0.0156

(0.0706) (0.0590)* (0.0658) (0.0225) (0.0257) (0.0276)
配偶者の所得 0.0004 -0.0006 -0.0004 -0.0004 -0.0005 -0.0004

(0.0003) (0.0003)* (0.0003) (0.0002)+ (0.0002)* (0.0002)+
未就学児童数 0.1777 -1.0643 -0.7803 0.0086 0.047 0.0817

(0.4653) (0.3242)** (0.3068)* (0.0483) (0.0443) (0.0658)
地域失業率 0.0013 0.2012 0.139 -0.1122 -0.0159 -0.1306

(0.1078) (0.0600)** (0.0489)** (0.0446)* (0.0513) (0.0719)+
地域コード（東北） -0.2119 0.0885 0.1044 0.0017 -0.5582 -0.4912

(0.2632) (0.1969) (0.2237) (0.1498) (0.1940)** (0.2292)*
地域コード（関東） -0.243 0.1021 -0.028 0.1243 0.013 -0.0721

(0.2775) (0.1748) (0.1914) (0.1108) (0.1510) (0.1733)
地域コード（中部） -0.2275 0.6882 0.3526 -0.0456 -0.0552 -0.2109

(0.3633) (0.2665)* (0.2241) (0.1422) (0.1770) (0.2051)
地域コード（近畿） -0.2493 -0.5071 -0.5754 0.1254 -0.1229 -0.0018

(0.2161) (0.2326)* (0.2644)* (0.1077) (0.1508) (0.1587)
地域コード（中国） -0.4956 0.5943 0.1153 0.0725 -0.1259 -0.2138

(0.6360) (0.2633)* (0.2419) (0.1842) (0.2002) (0.2101)
地域コード（四国） -0.291 -0.1831 -0.2863 0.0806 0.0468 0.1268

(0.3606) (0.2192) (0.3001) (0.1523) (0.2046) (0.2167)
地域コード（九州） -0.3525 -0.0603 -0.2812 0.0816 -0.2697 -0.1543

(0.2612) (0.1687) (0.1811) (0.1123) (0.1541)+ (0.1624)
その他の市に居住=1 -0.058 -0.1309 -0.0961 -0.0241 0.0429 0.0303

(0.0815) (0.1012) (0.1012) (0.0657) (0.0646) (0.0661)
町村に居住=1 -0.1654 0.197 0.0282 0.0191 0.1526 0.0178

(0.2323) (0.0997)* (0.1074) (0.0850) (0.0886)+ (0.1031)
逆ミルズ比 -0.7207 3.299 2.5299 -0.9996 -1.0537 -1.4534

(1.3382) (1.1282)** (1.1836)* (0.2130)** (0.3125)** (0.5671)*
定数項 5.7832 4.6865 5.7132 6.5507 6.5428 6.7756

(1.2041)** (0.5035)** (0.4710)** (0.3764)** (0.4034)** (0.3993)**
サンプルサイズ 427 403 374 570 572 503
修正済み決定係数 0.072 0.114 0.087 0.108 0.088 0.080
F統計量 3.165 3.616 2.924 6.411 4.190 3.087
P値 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

注:
(1) **, *, + はそれぞれ1%, 5%, 10%水準で推定された係数が有意であることを示す。
(2) 標準誤差の推定値はWhite修正済みのもの。
(3) 賃金率の推定に用いられたサンプルは週当たり労働時間>0のサンプル（就業=1）。
(4) 逆ミルズ比は回答継続を考慮した労働市場参加の推定結果より作成。
(5) 推定における説明変数については、「2004-2005」については2005年の値を、「2005-2006」および

「2004-2006」については2006年の値をそれぞれ用いている。



表11B: 時間当たり賃金率に関する推定 － 回答継続および労働市場参加を考慮した推定:
男女別（無配偶）

log(時間当たり賃金)

無配偶
女性 男性

2004-2005 2005-2006 2004-2006 2004-2005 2005-2006 2004-2006
係数 係数 係数 係数 係数 係数

(標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差) (標準誤差)
回答者の年齢 0.012 0.0046 0.0117 0.0057 0.0203 0.0148

(0.0062)+ (0.0053) (0.0069)+ (0.0046) (0.0101)* (0.0082)+
教育年数(回答者) -0.0178 0.0271 0.0227 0.048 0.0327 0.0262

(0.0238) (0.0271) (0.0225) (0.0212)* (0.0243) (0.0237)
不健康度（回答者） 0.0671 0.0528 0.0395 -0.0088 -0.0912 -0.0505

(0.0374)+ (0.0386) (0.0347) (0.0826) (0.0508)+ (0.0523)
親との同居 0.1806 0.1094 0.1125 -0.0181 0.2324 0.3201

(0.1280) (0.1430) (0.1413) (0.1374) (0.1710) (0.1699)+
同居人数 -0.1048 -0.0402 -0.024 -0.0543 -0.0209 -0.0637

(0.0329)** (0.0388) (0.0365) (0.0347) (0.0570) (0.0464)
地域失業率 0.0788 0.2953 0.2977 -0.049 -0.1012 -0.1101

(0.0716) (0.0923)** (0.0795)** (0.0774) (0.0853) (0.0876)
地域コード（東北） -0.2024 0.5868 0.4576 -0.1162 -0.0917 -0.1092

(0.2313) (0.2392)* (0.2305)* (0.5682) (0.3471) (0.3351)
地域コード（関東） -0.1267 0.57 0.5424 0.0739 -0.1723 -0.0864

(0.1448) (0.1903)** (0.1686)** (0.3987) (0.2763) (0.2530)
地域コード（中部） -0.0109 1.0123 0.9569 0.0365 0.007 -0.0378

(0.1765) (0.2619)** (0.2272)** (0.4858) (0.3147) (0.2898)
地域コード（近畿） -0.1398 0.3355 0.316 0.1578 0.1157 0.2075

(0.1250) (0.1705)+ (0.1555)* (0.3799) (0.2435) (0.2163)
地域コード（中国） -0.3585 0.6263 0.4904 -0.1752 -0.5902 -0.5821

(0.1690)* (0.2482)* (0.2025)* (0.4612) (0.3305)+ (0.3378)+
地域コード（四国） -0.8137 -0.1572 -0.4243 0.2394 -0.3752 -0.3379

(0.4166)+ (0.2146) (0.2670) (0.4648) (0.2999) (0.3257)
地域コード（九州） -0.0174 0.1859 0.1154 -0.0984 -0.1389 0.0313

(0.1326) (0.1737) (0.1727) (0.4079) (0.2770) (0.2512)
その他の市に居住=1 0.0903 0.0856 0.0841 -0.0187 -0.0175 -0.0139

(0.0902) (0.0851) (0.0849) (0.1448) (0.1050) (0.0982)
町村に居住=1 0.1982 0.0405 -0.035 0.0043 0.0477 0.0066

(0.1431) (0.1184) (0.1141) (0.1876) (0.1885) (0.1859)
逆ミルズ比 -1.7081 -1.1841 -1.9909 -0.3761 -1.7796 -1.5085

(0.6061)** (0.6785)+ (0.8541)* (0.9239) (0.9345)+ (0.8496)+
定数項 6.8789 4.8182 4.7905 6.8196 7.0701 7.3084

(0.5299)** (0.5131)** (0.5199)** (0.6768)** (0.7846)** (0.7075)**
サンプルサイズ 266 225 224 258 212 221
修正済み決定係数 0.024 0.080 0.095 0.050 0.053 0.046
F統計量 1.577 4.034 4.327 2.297 2.146 2.109
P値 0.075 0.000 0.000 0.004 0.000 0.009

注:
(1) **, *, + はそれぞれ1%, 5%, 10%水準で推定された係数が有意であることを示す。
(2) 標準誤差の推定値はWhite修正済みのもの。
(3) 賃金率の推定に用いられたサンプルは週当たり労働時間>0のサンプル（就業=1）。
(4) 逆ミルズ比は回答継続を考慮した労働市場参加の推定結果より作成。
(5) 推定における説明変数については、「2004-2005」については2005年の値を、「2005-2006」および

「2004-2006」については2006年の値をそれぞれ用いている。



Table 12: 就業選択のプロビット・モデル (FIML)

男性：有配偶 女性：有配偶
推計 1,2(共通) 推計 1,2(共通)

係数 係数
(標準偏差) (標準偏差)

定数 −1.3079 −0.1610
( 3.772) ( 0.956)

外部正規雇用経験年数 0.1708 0.3585 *
( 0.772) ( 0.156)

外部正規雇用経験年数 2乗 −0.0883 −0.1555 **
( 0.208) ( 0.059)

外部臨時雇用経験年数 0.8996 0.8466 **
( 1.629) ( 0.204)

外部臨時雇用経験年数 2乗 −0.3395 −0.4992 **
( 0.500) ( 0.108)

離職経験年数 −6.9854 ** −0.8155 **
( 2.057) ( 0.158)

離職経験年数 2乗 5.1564 * 0.0184
( 2.381) ( 0.066)

在学経験年数 5.5039 1.8713
( 4.998) ( 1.408)

在学経験年数 2乗 −1.9133 −0.7790
( 1.693) ( 0.520)

配偶者平均年収 (100万円) −0.0130 −0.0227
( 0.166) ( 0.016)

配偶者変動年収 (100万円) 0.5097 −0.0344
( 0.347) ( 0.030)

世帯金融純資産 (1000万円) −0.1467 −0.0177
( 0.135) ( 0.026)

5歳以下子供人数 −0.0449 −0.7296 **
( 0.329) ( 0.067)

6～11歳子供人数 −0.0824 −0.0377
( 0.350) ( 0.065)

12～15歳子供人数 0.3710 0.3397 **
( 0.695) ( 0.116)

注 1)有意水準の記号:1% = ∗∗, 5% = ∗, 10% = +
注 2)企業規模ダミー、産業ダミー、地域ダミーの推定値は表記を省略。
注 3)KHPS 2004 より作成。



Table 13: 「就業履歴」回答のプロビットモデル (FIML)

男性：有配偶 女性：有配偶
推計 1,2(共通) 推計 1,2(共通)

係数 係数
(標準偏差) (標準偏差)

定数 3.7456 0.9516
( 10.071) ( 5.723)

アタック回数 0.1197 0.0481
( 0.772) ( 0.242)

年齢 −0.7429 0.1825
( 2.511) ( 0.408)

在学経験年数 1.0855 1.0821
( 4.085) ( 2.030)

不健康度 0.1570 −0.1554
( 1.186) ( 0.311)

5歳以下子供人数 −0.7932 0.1065
( 3.397) ( 0.654)

6～11歳子供人数 −0.5479 0.0889
( 3.213) ( 0.395)

12～15歳子供人数 −1.0174 0.0989
( 3.795) ( 1.544)

同居家族人数 0.4916 −0.0760
( 1.454) ( 0.295)

市区町村 (= 1) · · · −0.0958
( 0.866)

郡部 (= 1) · · · −0.5780
( 0.768)

プロビット相関係数 (ρ) 0.7017 −0.2336
( 1.116) ( 2.180)

標本サイズ 993 1312
対数尤度 −101.72 −761.30
Wald検定 (H0 : β = 0)統計量 68.106 ** 320.455 **
Wald検定 (H0 : β = 0)自由度 28 31
Wald検定 (H0 : β = 0)P値 0.0000 0.0000
尤度比検定 (H0 : ρ = 0)統計量 0.300 0.052
尤度比検定 (H0 : ρ = 0)自由度 1 1
尤度比検定 (H0 : ρ = 0)P値 0.5841 0.8205
注 1)有意水準の記号:1% = ∗∗, 5% = ∗, 10% = +
注 2)企業規模ダミー、産業ダミー、地域ダミーの推定値は表記を省略。
注 3)KHPS 2004 より作成。



Table 14: 対数賃金率のセレクション・モデル (2SLS)

男性：有配偶 女性：有配偶
推計 1 推計 2 推計 1 推計 2
係数 係数 係数 係数

(標準偏差) (標準偏差) (標準偏差) (標準偏差)
定数 1.2100 * 1.1808 * 0.9452 1.0640

( 0.598) ( 0.598) ( 1.033) ( 1.020)
外部正規雇用経験年数 0.4552 ** 0.4523 ** −0.0658 −0.005912

( 0.088) ( 0.088) ( 0.175) ( 0.174)
外部正規雇用経験年数 2乗 −0.1301 ** −0.1312 ** 0.0314 0.0228

( 0.027) ( 0.027) ( 0.067) ( 0.066)
外部臨時雇用経験年数 −0.0178 −0.0518 −0.1067 0.0182

( 0.217) ( 0.218) ( 0.239) ( 0.237)
外部臨時雇用経験年数 2乗 −0.0456 −0.0394 0.0964 0.0394

( 0.082) ( 0.082) ( 0.142) ( 0.141)
勤続年数 0.6213 ** · · · 0.7840 ** · · ·

( 0.093) ( 0.168)
勤続年数 2乗 −0.0734 ** · · · −0.0440 · · ·

( 0.023) ( 0.058)
正規雇用勤続年数 · · · 0.6292 ** · · · 1.1827 **

( 0.094) ( 0.189)
正規雇用勤続年数 2乗 · · · −0.0747 ** · · · −0.1509 *

( 0.023) ( 0.064)
臨時雇用勤続年数 · · · 1.4010 ** · · · 1.1883 **

( 0.517) ( 0.329)
臨時雇用勤続年数 2乗 · · · −0.5082 + · · · −0.4981 *

( 0.302) ( 0.196)
離職経験年数 0.4030 0.3568 −0.1653 −0.0342

( 0.549) ( 0.550) ( 0.187) ( 0.187)
離職経験年数 2乗 −0.3619 −0.3396 0.0582 0.008604

( 0.272) ( 0.272) ( 0.091) ( 0.090)
在学経験年数 −0.1517 −0.1248 −0.7750 −1.2074

( 0.818) ( 0.819) ( 1.496) ( 1.479)
在学経験年数 2乗 0.2009 0.1936 0.6082 0.7624

( 0.286) ( 0.286) ( 0.563) ( 0.556)
就業選択による調整項 (λp) −0.5790 −0.5706 −0.2311 −0.1639

( 0.524) ( 0.524) ( 0.179) ( 0.177)
就業履歴回答による調整項 (λr) −2.2158 −2.1759 2.3730 1.9488

( 1.480) ( 1.482) ( 1.755) ( 1.734)
全体の標本サイズ 993 993 1312 1312
　　うち就業の標本サイズ 965 965 691 691
対数尤度 −1087.80 −1085.55 −973.29 −961.48
自由度修正済 R2 0.7403 0.7404 0.8221 0.8270
尤度比検定 (H0 : β = 0)統計量 1356.850 ** 1361.340 ** 1255.500 ** 1279.130 **
尤度比検定 (H0 : β = 0)自由度 27 29 30 32
尤度比検定 (H0 : β = 0)P値 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
F検定 (H0 : β = 0)統計量 102.770 ** 95.800 ** 107.290 ** 104.110 **
F検定 (H0 : β = 0)自由度 (27, 937) (29, 935) (30, 660) (32, 658)
F検定 (H0 : β = 0)P値 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Wald検定 (H0 : λr = λp = 0)統計量 3.081 2.969 3.064 1.856
Wald検定 (H0 : λr = λp = 0)自由度 2 2 2 2
Wald検定 (H0 : λr = λp = 0)P値 0.2143 0.2266 0.2161 0.3953
注 1)有意水準の記号:1% = ∗∗, 5% = ∗, 10% = +
注 2)企業規模ダミー、産業ダミー、地域ダミーの推定値は表記を省略。
注 3)KHPS 2004 より作成。
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