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要旨 

本稿では、『慶應義塾家計パネル調査（KHPS）』の個票データを用いて、2006年4月の高

年齢者雇用安定法の改正前後で60歳代前半の就業率がどの程度上昇したかを検証した。具体

的には、55歳時点で雇用者だった60-62歳サンプルをトリートメント・グループとして、法改

正後の就業率の上昇がコントロール・グループ（55歳時点で雇用者だったら57-59歳サンプル

および55歳時点で自営業者だった60-62歳サンプル）よりも顕著であったかどうかについて、

マッチング推計を用いたDD分析およびDDD分析を実施した。  

分析の結果、2006年4月の高年齢者雇用安定法の改正は、60-62歳の就業率を大きく上昇さ

せる効果を持っていたことがわかった。すなわち、法改正前は55歳時点で雇用者だった人の5

割強しか60-62歳で就業していなかったが、法改正後には7割程度が就業するようになり、就

業率の大きな上昇が確認できた。一方、就業率の上昇を正規雇用と非正規雇用の就業形態別

に検証したものの、法改正の影響がいずれかの就業形態に偏って生じているとの結果は得ら

れなかった。60-62歳の就業率が大きく上昇したとの結果は、同年齢の自営業や58-59歳の雇

用者と比べても、また、サンプルによる属性の違いや景気要因をコントロールしても変わら

なかった。こうしたことから、2006年4月の高年齢者雇用安定法の改正は、高年齢者の雇用確

保という本来の目的を果たしているものと評価できる。  
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要 旨 
 

本稿では、『慶應義塾家計パネル調査（KHPS）』の個票データを用いて、2006
年 4 月の高年齢者雇用安定法の改正前後で 60 歳代前半の就業率がどの程度上

昇したかを検証した。具体的には、55 歳時点で雇用者だった 60-62 歳サンプル

をトリートメント・グループとして、法改正後の就業率の上昇がコントロー

ル・グループ（55 歳時点で雇用者だったら 57-59 歳サンプルおよび 55 歳時点

で自営業者だった 60-62 歳サンプル）よりも顕著であったかどうかについて、

マッチング推計を用いた DD 分析および DDD 分析を実施した。 
分析の結果、2006 年 4 月の高年齢者雇用安定法の改正は、60-62 歳の就業率

を大きく上昇させる効果を持っていたことがわかった。すなわち、法改正前は

55 歳時点で雇用者だった人の 5 割強しか 60-62 歳で就業していなかったが、法

改正後には 7割程度が就業するようになり、就業率の大きな上昇が確認できた。

一方、就業率の上昇を正規雇用と非正規雇用の就業形態別に検証したものの、

法改正の影響がいずれかの就業形態に偏って生じているとの結果は得られな

かった。60-62 歳の就業率が大きく上昇したとの結果は、同年齢の自営業や

58-59 歳の雇用者と比べても、また、サンプルによる属性の違いや景気要因を

コントロールしても変わらなかった。こうしたことから、2006 年 4 月の高年齢

者雇用安定法の改正は、高年齢者の雇用確保という本来の目的を果たしている

ものと評価できる。 
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第１節 はじめに 
 
本稿では高年齢者雇用に焦点を当て、60 歳代前半の雇用確保を企業に義務付

けた法改正によって、実際にどの程度の雇用が確保されたかを検証する。 
少子高齢化が進んでいる日本の社会において、高年齢者の雇用を確保するこ

とは、将来の労働力不足への対応、人的資本の活用、技能伝承、公的年金財政

等、さまざまな点において重要であり、その手段が模索されている。高年齢者

の雇用を確保する手段において、政府による政策や制度設計は中心的な役割を

果たすといてっても過言ではない。例えば、定年年齢を何歳にするか、年齢差

別を禁止する観点から定年制を廃止するか、公的年金の支給開始年齢を何歳に

するか、といった点によって、高年齢者の労働供給や労働需要は大きく左右さ

れる。 
こうした中、2006 年 4 月、60 歳代前半の高年齢者の働き方に大きな影響を与

えうる法改正が施行された。高年齢者雇用安定法の改正（正しくは「高年齢者

等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」）である。この改正は、

それまで努力義務であった 65 歳までの雇用確保を企業の実施義務に変更するも

のであり、企業は、①定年年齢の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年廃

止のいずれかの手段によって 65 歳まで労働者を雇用しなければならなくなった。

ところが、この 3 つの手段のうち、継続雇用制度を導入する場合については、

労使協定等で基準を定めることで希望者全員を継続雇用制度の対象としないこ

とも可能となっており、実際にどの程度の雇用が確保されるかは自明ではない。

また、法律によって 65 歳までの雇用を義務付けても、実際にどの程度の労働者

が継続雇用を希望するかもわからない。このため、高年齢者雇用安定法の改正

によって、実際にどの程度の雇用が確保されたかについては、データに基づく

検証が必要である。 
そこで、本稿では、『慶應義塾家計パネル調査（KHPS）』の個票データを用い

て、高年齢者雇用安定法の改正前後で 60 歳代前半の雇用状況がどのように変化

したかをみることで、法改正の効果を測定する。具体的には、55 歳時点で雇用

者だった 60-62 歳サンプル（トリートメント・グループ）について、法改正後の

就業率の上昇が比較対象とする他のサンプル（コントロール・グループ）より

も顕著であったかどうか、という DD 分析および DDD 分析を行うことで、ATT
（Average Treatment Effect on the Treated）を求める。ただし、就業率の差や変化

を算出する際には、サンプルの属性が異なることによるバイアスを除去するた

め、Abadie et al. (2001) に準拠したマッチング推計を実施する。なお、コントロ

 



ール・グループとしては、55 歳時点で自営業者だった 60-62 歳サンプルと 55 歳

時点で雇用者だった 57-59 歳サンプルの 2 つを用いる。 
分析の結果、2006 年 4 月の高年齢者雇用安定法の改正は、60-62 歳の就業率を

大きく上昇させる効果を持っていたことがわかった。すなわち、法改正前は 55
歳時点で雇用者だった人の 5 割強しか 60-62 歳で就業していなかったが、法改正

後は 7 割程度が就業するようになったとの分析結果が得られた。一方、正規雇

用と非正規雇用の就業形態別に就業率の変化を見たところ、法改正の影響がい

ずれかに偏って生じているとの結果は得られなかった。こうしたことから、2006
年 4 月の高年齢者雇用安定法の改正は、高年齢者の雇用確保という本来の目的

を果たしているものと評価できる。 
以下、第 2 節では法改正の概要と予想される変化について解説する。続く第 3

節では分析のフレームワークを示し、第 4 節では利用データと分析結果につい

て述べる。第 5 節では本稿のまとめと今後の分析課題について言及する。 
 
 
第２節 高年齢者雇用安定法改正の概要と予想される変化 
 
本稿で分析対象とする 2006 年 4 月施行の高年齢者雇用安定法改正（「高年齢

者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」）は、図 1 に示したと

おり、65 歳までの雇用確保を企業に義務付けるものであり、その具体的な手段

として、①定年年齢の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年廃止のいずれ

かをとることを求めている。以前から 65 歳までの雇用確保は企業に求められて

いたものの、法改正によって、努力義務から実施義務に変更されたことが実質

的な違いとなる。このため、2006 年 4 月以降、原則として企業は何らかの形で

65 歳までの雇用を維持しなければならなくなった。 
しかし、実際には、いくつかの経過措置や例外措置が存在するため、65 歳ま

での雇用がすべて確保されるとは限らない。1 つは、経過措置であり、定年の引

上げや継続雇用制度の導入等の年齢は、公的年金の支給開始年齢の引上げに合

わせ、2013 年度まで段階的に引き上げることになっており、法改正が施行され

た 2006 年度は 62 歳までの雇用確保が達成されればよいことになっている。も

う 1 つは、継続雇用制度にかかる例外措置であり、労使協定により継続雇用制

度の対象となる労働者に係る基準を定めたときは、希望者全員を対象としない
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制度も可能とされている。さらに、当面の間1は、労使協定ではなく就業規則等

に当該基準を定めることも許している2。 
ここで注目すべきは、法改正に合わせて企業が継続雇用制度による高年齢者

の雇用確保を選択した場合、労使協定や就業規則等で基準を設けることで希望

者全員を雇用する必要はないという点である。特に、当面の間は企業が一方的

に規定できる就業規則でも継続雇用制度の対象基準を設けられるため、実際に

どの程度の雇用者を継続雇用するかは、企業側に大きな裁量があるとも解釈で

きる。希望者全員が継続雇用されるとは限らないという制度設計は、本稿の分

析のように、この法改正が高年齢者雇用の確保にどの程度の効果があったかを

事後的に検証する必要性をもたらすものである。 
もっとも、こうした法改正によって高年齢者の雇用がどのように変化するか

については、先行研究やアンケート調査等からある程度予想することはできる。

日本の高年齢者雇用について分析した研究例は数多く存在し、企業データを用

いたものとして樋口・山本（2002a、2007）、個人データを用いたものとして清

家・山田（2004）、樋口・山本（2002b）、三谷（2001）、大石（2000）、安倍（1998）
などがある。例えば、樋口・山本（2002a、2007）では、厚生労働省『高年齢者

就業実態調査』（1992、1996、2000 年）の事業所データから 55-69 歳のハザード

レート（=１－継続雇用率）を推定することで、定年延長や継続雇用制度の導入

が企業内の高年齢者の雇用確保が進むことを示している。また、樋口・山本

（2002b）では、同じく『高年齢者就業実態調査』の個人データから、高年齢者

の就業確率を多項ロジット・モデルで推定し、定年経験が就業確率を押し下げ

ることや、定年年齢の引き上げ等の継続雇用措置の導入によって、就業率が 60
歳で落ち込むことなく、年齢とともにスムーズに減少するようなることをシミ

ュレーションによって示している。こうした結果は、2006 年の高年齢者雇用安

定法の改正が 60 歳代前半の雇用（就業率や継続雇用率など）を増やすことを示

唆している。 
一方、2006 年 4 月以降に企業が法改正にどのように対応したかについては、

企業を対象として調査結果で把握することもできる。例えば、厚生労働省が行

った調査では、労働者 300 人以上の 12,181 企業のうち、2006 年 5 月 19 日まで

に改正高年齢者雇用安定法に沿った雇用確保措置を導入している企業は約 96％
                                                  
1 当分の間とは、大企業は 2009 年 3 月 31 日まで、中小企業（常時雇用する労働者数が 300 人以

下の企業）は 2011 年 3 月 31 日までのことである。 
2 労使協定は、使用者と事業場の過半数の労働者で組織された労働組合または過半数を代表する

者との間で締結したものである。一方、就業規則は、使用者が経営権の一環として一方的に作成・

変更することができるものである。 
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であり、うち定年の引き上げを行った企業は 6.3%、継続雇用制度を導入した企

業は 93.2%、定年の定めを廃止した企業は 0.5%となっている。さらに、継続雇

用制度の内訳について、希望者全員を継続雇用する企業は 20.4%に過ぎず、残り

の 79.6%は何らかの基準を設けていることも明らかになっている。もっとも、労

働政策研究・研修機構が 2006 年 10 月 1 日時点で調査した 1,105 企業へのアンケ

ートの結果によると、継続雇用の対象者の基準を設けている企業の 63.7%で実際

にはほぼ全員を継続雇用していると回答したとの結果も報告されている。 
以上のことから、2006 年 4 月の高年齢者雇用安定法の改正は、60 歳代前半の

雇用確保に貢献したと考えることは十分にできる。しかし、以下の理由から、

労働者データを用いて実際に 60 歳代前半の雇用がどの程度増えたのかを把握す

ることは重要と考えられる。第 1 に、上述のように、継続雇用制度にかかる例

外措置の存在のため、希望者全員が継続雇用されるとは限らないことである。

第 2 に、60 歳代前半の雇用機会が確保されたとしても実際にどの程度の労働者

が継続雇用を希望するかはわからないことである。第 3 に、2006 年は景気回復

によって雇用環境が全般的に改善しているため、法改正の純粋な影響を識別す

ることが困難なことである。第 4 に、筆者の知る限り、高年齢者雇用安定法の

改正の効果を労働者のデータを用いて検証した研究例は存在しないことも挙げ

られる3。 
 
 
第３節 分析のフレームワーク 

 
前節で述べた法改正の効果を測定するため、以下、『慶應義塾家計パネル調査

（KHPS）』の個票データを用いて、高年齢者雇用安定法の改正前後（2006 年調

査と 2007 年調査）で 60 歳代前半の雇用状況がどのように変化したかを DD 分

析および DDD 分析する。 
まず、トリートメント・グループとして、55 歳時点で雇用者だった 60-62 歳

サンプルを用いるほか、法改正の影響を受けないコントロール・グループとし

て、55 歳時点で自営業者だった 60-62 歳サンプルと 55 歳時点で雇用者だった

57-59 歳サンプルの 2 つを用いる。そのうえで、法改正後のトリートメント・グ

ループの就業率の上昇がコントロール・グループを上回っていたかどうかにつ

いて DD 分析および DDD 分析を実施し、ATT（Average Treatment Effect on the 
                                                  
3 企業データを用いた分析としては、上述の労働政策研究・研修機構のアンケート調査の報告書

に収録されている分析（JILPT[2007]）が挙げられる。 
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Treated）を求める。 
トリートメント・グループとコントロール・グループで就業率の変化を DD

分析および DDD 分析する必要性は、次のように説明できる。すなわち、トリー

トメント・グループの就業率が法改正後に上昇したとしても、それは景気回復

等さまざまな要因を反映している可能性がある。しかし、そうした要因のうち、

コントロール・グループと共通のものについては、それぞれの就業率の変化の

差を取ることで除去されるため、トリートメント・グループだけに影響のあっ

た法改正の影響を抽出できる。例えば、トリートメント・グループと近い年齢

である 57-59 歳のコントロール・グループの就業率の変化との差を取ることで、

法改正の影響のみが識別しやすくなる（DD 分析）。ただし、景気回復等の影響

が 60-62 歳に偏って生じていることなどを勘案し、さらに別のコントロール・グ

ループである同年齢の自営業者の就業率の変化との差を取ることで、法改正の

純粋な影響が識別される可能性がより高まる（DDD 分析）。 
一般に、DD分析やDDD分析を行う際には、比較対象とするグループ間の属性

が類似していることが重要であり、属性が異なるグループ同士を比較しても法

改正の正しい効果は測りにくい。そこで、サンプルの属性が異なることによる

バイアスを除去するため、就業率の差や変化を算出する際には、Abadie et al. 
(2001) に準拠したマッチング推計を実施する。つまり、各グループの平均的な

就業率を算出する際に、就業率に影響を与えうる属性（年齢、性別、婚姻状態、

世帯人数、学歴、非勤労収入、借入金、健康状態など）が類似しているサンプ

ルをマッチングさせて、属性の違いを補正する手法をとる4。 
マッチング推計の概要は以下のとおりである。まず、個々人 i の雇用状態を

Yi（雇用は 1、それ以外は 0）、法改正の影響の有無を Wi（影響を受けていれば 1、
それ以外は 0）とすると、両者の関係は次式で表される。 

 

⎩
⎨
⎧

=
=

==
1)1(
0)0(

)(
ii

ii
iii WifY

WifY
WYY  

 

ここで、Yi (0) は法改正の影響がなかったときの就業率、Yi (1) は法改正の影

響を受けたときの就業率である。ここから、法改正の効果である ATT は母集団

                                                  
4 法改正の効果を測定する分析アプローチとしては、労働需要関数や労働供給関数の構造推定を

行ってから、制度変更の影響をシミュレートする方法なども考えられるが、ここでは単に制度変

更に応じて就業率がどのように変化したかを政策評価（policy evaluation）の手法に則って分析す

るアプローチを採用した。また、DD 分析や DDD 分析は回帰式を用いた推計でも行えるが、こ

こではサンプル数の少なさやマッチングの重要性に鑑み、マッチング推計を採用した。 
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（ATTpop）、標本（ATT）のそれぞれで以下のように算出される。 
 ]1|)0()1([ =−= WYYEATTpop  

∑
=

−=
1|1

))0()1((1

iWi
ii YY

N
ATT  

 

ただし、N1 はトリートメント・グループのサンプル数である。 
 ここで問題となるのは、法改正の影響を受けたトリートメント・グループの

人 i が法改正のなかった場合にとる行動（Yi (0) | Wi =1 ）であり、現実のデータ

としては観察されない。そこで、ここでは Abadie et al. (2001) に準拠し、コント

ロール・グループのデータから属性の近いサンプルを探して Yi (0) | Wi =1 を推計

することで、ATT をマッチング推計することにする。 
すなわち、トリートメント・グループの個人 i と属性 X の近いトリートメント・

グループのサンプル l の集合を JM(i) を 
 

)}(,0|,...,1{)( 0 idXXWNliJ MillM ≤−===  
 

と定義すると（ここで dM(i) は M 番目に近い属性の距離＜ノルム＞、N0 はコン

トロール・グループのサンプル数）、ATT のマッチング推計 ATTm は以下のよう

に求められる。 
 

∑
=

−=
1|1

))0(ˆ)1((1

iWi
ii

m YY
N

ATT  

1
)(#

1)0(ˆ
)(

== ∑
∈

i
iJl
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M

i WifY
iJ

Y
M

 

 

ただし、#JM (i) は属性の近いサンプルの数である。なお、実際の推計では、Abadie 
and Imbens (2002) の手法を用いて、属性の違いによるバイアスをさらに回帰式

で調整することも行っている（詳細は Abadie and Imbens (2002) を参照されたい）。 
 以上の分析を行うにあたっては、次の 2 つの仮定をおく。 

 
iiii XWYY |))1(),0(( ⊥  

1)|1(Pr0 <=< ii XW  

 

1 番目は独立性（unconfoundedness）の仮定であり、Wi に内生性がないことを意

味する。ここでは、例えば 55 歳時点で雇用者か自営業者かの選択と 60-62 歳 で
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の就業状態の法改正前後の変化が直接関係していないことを仮定することにな

る。一般に独立性の仮定は満たされてにくいことが多いものの、ここでの分析

については、独立性を仮定しても特に問題ないと思われる。2 番目は重複

（overlap）の仮定であり、属性の類似するサンプルがトリートメント・グルー

プとコントロール・グループに存在することを意味する。この仮定についても、

ここでの分析では問題なく成り立っていると考えられる。 
 
 
第４節 利用データと分析結果 
 
１．利用データ 
 
分析には『慶應義塾家計パネル調査（KHPS）』の 2006 年調査と 2007 年調査

の個票データを用いる。 
各調査のうち 2006 年調査は法改正前のもので、2007 年調査は法改正後のタイ

ミングで実施されたものである。ここで、高年齢者雇用安定法改正の効果を識

別する際に重要なこととして、2006 年から 2007 年にかけては公的年金制度の変

更がなかったことが挙げられる。これまでにも多くの先行研究で指摘されてき

たように、高年齢者の就業は公的年金の制度設計の影響を強く受ける（例えば

樋口・山本 [2002b] など）。このため、高年齢者雇用安定法が改正された 2006
年から 2007 年にかけて、公的年金の支給開始年齢が引き上げられるなどの変更

があったとすれば、就業率の変化がどちらの影響を受けたものなのか識別がで

きない。幸い、2006年と2007年は公的年金の支給開始年齢は同じであったため、

高年齢者雇用安定法改正の効果のみを識別することが可能となる。 
分析に用いたサンプルは、回答者本人とその配偶者を対象に、①55 歳時点で

雇用者として就業していた 60-62 歳の男女、②55 歳時点で自営業者（家族従事

者も含む）として就業していた 60-62 歳の男女、③55 歳時点で雇用者として就

業していた 57-59 歳の男女を抽出した5。 
変数としては、就業状態のほか、マッチング推計の際の属性として、年齢、

性別、婚姻状態、世帯人数、学歴、非勤労収入、 借入金、健康状態を利用した。

マッチング推計に用いた変数の基本統計量は表 1 のとおりである。 
 

                                                  
5 59 歳あるいは 56 歳以降に雇用者から自営業者へ転向したサンプルは除外している。 
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２．分析結果 
 
分析結果は表 2 にまとめてある。表 2 はトリートメント・グループとコント

ロール・グループ毎に法改正の前後の就業率を掲載するとともに、その変化に

ついて単純計算したものとマッチング推計したものを掲載している。 
トリートメント・グループをみると、法改正前は 55%だった就業率が法改正

後には 68%にまで上昇していることがわかる。その上昇は単純平均で 13％、マ

ッチング推計だと 15%であり、いずれも有意水準 1%で統計的に有意となってい

る。こうした就業率の上昇はコントロール・グループではみられず、57-59 歳の

雇用者でも 60-62 歳の自営業でも法改正前後で就業率の有意な変化は確認でき

ない。したがって、DD 分析および DDD 分析による ATT をみても、マッチング

推計で 12％から 14％程度の大きさとなっており、2006 年 4 月施行の高年齢者雇

用安定法の改正は、60-62 歳の就業率を大きく押し上げたと評価することができ

る。 
それでは、この就業率の上昇は正規雇用と非正規雇用（パート・アルバイト・

嘱託など）のいずれによってもたらされたのであろうか。この点を調べるため

に、就業形態別に同様の分析を実施し、表 3 にまとめてみた。ただし、データ

の制約等から、ここではコントロール・グループを 55 歳時点で雇用者だった

57-59 歳のサンプルだけを用いている。 
表 3 をみると、トリートメント・グループの就業率は、法改正の前も後も、

正規雇用よりも非正規雇用の水準が高く、嘱託などの短時間雇用が活用されて

いることが把握できる。しかし、法改正前後の変化に注目してみると、正規雇

用の方が顕著であり、マッチング推計でみると、正規雇用は 9%程度の有意な上

昇、非正規雇用は 6%程度の上昇だが統計的には有意ではないという結果が得ら

れた。また、コントロール・グループとの差をとった DD 分析の結果をみると、

いずれも統計的な有意性は高くなかったものの、正規雇用、非正規雇用ともに

7%程度の上昇となった。このことから、60-62 歳の就業率の上昇は、正規雇用で

顕著に生じているようにみられるものの、法改正の影響としては正規雇用・非

正規雇用による偏りはみられない、と判断することが妥当と考えられる。 
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第５節 おわりに 
 
本稿では、『慶應義塾家計パネル調査（KHPS）』（2006 年調査・2007 年調査）

の個票データを用いて、高年齢者雇用安定法の改正前後で 60 歳代前半の就業率

が上昇したかをみることによって、法改正の効果を測定した。具体的には、55
歳時点で雇用者だった 60-62 歳サンプルをトリートメント・グループとして、法

改正後の就業率の上昇がコントロール・グループ（55 歳時点で雇用者だったら

57-59 歳サンプルおよび 55 歳時点で自営業者だった 60-62 歳サンプル）よりも顕

著であったかどうかについて、マッチング推計を用いた DD 分析および DDD 分

析を実施した。 
分析の結果、2006 年 4 月の高年齢者雇用安定法の改正は、60-62 歳の就業率を

大きく上昇させる効果を持っていたことがわかった。すなわち、法改正前は 55
歳時点で雇用者だった人の 5 割強しか 60-62 歳で就業していなかったものの、法

改正後は 7 割程度が就業するようになったとの分析結果が得られた。一方、正

規雇用と非正規雇用の就業形態別に就業率の変化を見たものの、法改正の影響

がいずれかに偏って生じているとの結果は得られなかった。 
60-62 歳の就業率が大きく上昇したとの結果は、同年齢の自営業や 58-59 歳の

雇用者と比べても、また、サンプルによる属性の違いや景気要因をコントロー

ルしても変わらない頑健性をもつ。こうしたことから、2006 年 4 月の高年齢者

雇用安定法の改正は、高年齢者の雇用確保という本来の目的を果たしているも

のと評価できる。 
 最後に今後の分析課題を述べると以下のとおりである。まず、ここでの分析

ではトリートメント・グループを 60-62 歳としたが、60 歳代前半の雇用は年齢

毎に大きく変化している可能性があるため、データ数が確保できれば、年齢別

に詳細な分析を行うことが望ましい。次に、ここでは法改正の影響を就業率の

みで検証してきたが、他にも失業率や労働時間、賃金など他の変数の変化につ

いても確認するべきであろう。このほか、今回の分析では、公的年金の支給開

始年齢の違いがあることから、2005 年以前のデータについて利用しなかった。

しかし、公的年金の制度変更が 60 歳代前半の雇用に与える影響も同時に検証す

ることで、2005 年以前のデータを用いた検証も可能になるかもしれない。一方、

高年齢者の雇用を議論する際には、若年層など他のグループへの影響について

考慮する必要もある。例えば、高年齢者雇用安定法の改正によって、高年齢者

の雇用は確保されたものの、若年層や女性の雇用機会が減少しているようなこ

とがないかどうか、検証を進めていく必要があると考えられる。これらの点に
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ついては別稿において論点を広げながら検証する予定である。 
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図１ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を 
改正する法律の概要（厚生労働省 HP より抜粋） 
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表 1 基本統計量 

平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差

年齢 61.08 0.84 57.94 0.83 61.08 0.86

男性ダミー 0.61 0.49 0.63 0.48 0.55 0.50

有配偶者ダミー 0.91 0.29 0.92 0.27 0.92 0.27

世帯人数 3.11 1.24 3.30 1.32 3.04 1.42

大卒ダミー 0.23 0.42 0.27 0.44 0.10 0.30

非勤労収入（千円） 182.00 314.84 85.28 207.87 273.19 332.98

借入金（千円） 1937.32 11406.80 4142.30 13309.17 7242.11 35717.28

体調不良ダミー 0.10 0.30 0.07 0.25 0.09 0.29

サンプル数 343 461 209

トリートメント・グループ

60-62歳

＜59歳で雇用者＞

コントロール・グループ

57-59歳

＜56歳で雇用者＞

コントロール・グループ

60-62歳

＜59歳で自営業＞
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表 2  マッチング推計による DDD 分析の結果 

法改正前 法改正後
＜2006年＞ ＜2007年＞

55.1 68.1 13.0 ** 15.0 **

(49.9) (46.7) (5.2) (5.6)

[147] [188]

92.0 93.7 1.7 0.2

(27.2) (24.4) (2.4) (2.6)

[163] [285]

91.6 87.6 -4.0 -5.9

(27.9) (33.1) (4.3) (5.1)

[96] [113]

11.3 * 14.4 ** 15.3 * 12.4 *

(5.3) (4.1) (7.2) (5.5)

変化

マッチングシンプル

シンプル マッチング

トリートメント・グループ
＜60-62歳：59歳で雇用者＞

コントロール・グループ
＜57-59歳：56歳で雇用者＞

コントロール・グループ
＜60-62歳：59歳で自営業＞

DD分析 DDD分析

シンプル マッチング

DD

DDD

 

備考） 1. ( ) 内は標準偏差、[ ] 内はサンプル数を示す。  
2. *は有意水準 5%で有意、**は有意水準 1%で有意。 
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表 3  マッチング推計による DD 分析の結果：就業形態別 

法改正前 法改正後
＜2006年＞ ＜2007年＞

正規雇用での継続雇用

20.4 30.9 10.4 * 9.1 *

(40.4) (46.3) (4.8) (5.1)

[147] [188]

65.0 68.8 3.7 0.7 6.7 7.5

(47.8) (46.4) (4.6) (4.1) (6.7) (4.8)

[163] [285]

非正規雇用での継続雇用

34.7 37.2 2.5 5.9

(47.8) (48.5) (5.3) (5.8)

[147] [188]

27.0 24.9 -2.1 -0.5 4.6 6.9

(44.5) (43.3) (4.3) (4.0) (6.7) (4.8)

[163] [285]

シンプル マッチング

トリートメント・グループ
＜60-62歳：59歳で雇用者＞

コントロール・グループ
＜57-59歳：56歳で雇用者＞

変化 DD分析

トリートメント・グループ
＜60-62歳：59歳で雇用者＞

コントロール・グループ
＜57-59歳：56歳で雇用者＞

シンプル マッチング

 
備考） 1. ( ) 内は標準偏差、[ ] 内はサンプル数を示す。  

2. *は有意水準 5%で有意、**は有意水準 1%で有意。 
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