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概要 

日本と韓国の労働市場は、ともに年功賃金が成立し、正規雇用に対する解雇規制が強いという特徴を有してい

ると言われてきた。これらの特徴は、離職や転職を抑制し労働市場の流動性を低めると考えられる。しかしなが

ら、実際の統計を見ると、確かに日本の離職率は低い水準にあるが、韓国の離職率は決して低くはなく、日韓で

労働市場における流動性が異なっている。本研究は、日本と韓国のパネルデータを用いた比較分析を行い、一見

類似して見える日本と韓国の賃金構造について、賃金と離職・転職行動との関係から差異を明らかにした。個人

間の異質性を考慮に入れた固定効果モデルにより賃金関数を推計した結果、韓国においては離職回数が増えるご

とに賃金が上昇するが、日本では離職回数は賃金に有意な影響を与えていなかった。そのうえ日本においては、

転職回数が増えるほど、勤続年数による賃金の上昇が緩やかになっていた。一方、韓国では、転職後の賃金の伸

びは転職していない場合と大きな差はなかった。韓国では、転職によりマッチングが改善する傾向にあるのに対

して、日本では、転職それ自体がその後の内部労働市場での賃金に対しマイナス影響を与えており、転職が経済

的に不利になっている。こうした相違がパネルデータの分析から明らかになった。 
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「賃金と離職の日韓比較分析」 
四方 理人 
曺 成虎 

  
要旨 

 日本と韓国の労働市場は、ともに年功賃金が成立し、正規雇用に対する解雇規制が強い

という特徴を有していると言われてきた。これらの特徴は、離職や転職を抑制し労働市場

の流動性を低めると考えられる。しかしながら、実際の統計を見ると、確かに日本の離職

率は低い水準にあるが、韓国の離職率は決して低くはなく、日韓で労働市場における流動

性が異なっている。本研究は、日本と韓国のパネルデータを用いた比較分析を行い、一見

類似して見える日本と韓国の賃金構造について、賃金と離職・転職行動との関係から差異

を明らかにした。個人間の異質性を考慮に入れた固定効果モデルにより賃金関数を推計し

た結果、韓国においては離職回数が増えるごとに賃金が上昇するが、日本では離職回数は

賃金に有意な影響を与えていなかった。そのうえ日本においては、転職回数が増えるほど、

勤続年数による賃金の上昇が緩やかになっていた。一方、韓国では、転職後の賃金の伸び

は転職していない場合と大きな差はなかった。韓国では、転職によりマッチングが改善す

る傾向にあるのに対して、日本では、転職それ自体がその後の内部労働市場での賃金に対

しマイナス影響を与えており、転職が経済的に不利になっている。こうした相違がパネル

データの分析から明らかになった。 
 
 1. はじめに 
 日本の労働市場と韓国の労働市場は、その特徴がよく似ていることが知られている。ま

ず、賃金は年功賃金となっており、年齢や勤続年数を重ねることで賃金が上昇していく。

そして、女性の就業が断続的であり、年齢別の就業率が 20 歳代後半から 30 歳代で低下し、

その後再び上昇するＭ字型になっている。これらは、最近の欧米諸国では見られなくなっ

た特徴である(Joo 2007）。また、90 年代後半以降、日本と韓国はともに経済的危機もしく

は長期的な不況を経験しており、同時に若年者を中心として臨時雇用などの非正規雇用が

拡大する傾向にある（Kim 2003）。このような労働市場の特徴だけではなく、労働市場に対

する規制の強さも韓国と日本で同水準となっている1。OECDが作成している法律による雇

用保護の尺度であるEPL指標(Employment Protection Legislation )では、2003 年時点で正

規雇用に対するEPLは、日本と韓国で同じ数値となっており、OECD30 ヶ国の平均より強

                                                  
1 韓国の労働市場に対する規制は 1997 年の経済危機を皮切りに大きく変化した。雇用調

整の一貫である整理解雇の法案は、経済危機以前である 1997 年 3 月に 2 年の猶予期間を経

て施行される予定であったが 1997 年後半の経済危機により予定を早め、1998 年 2 月 20 日

に施行された（Seo 2002）。その一方で、整理解雇には労働組合等が強く反対しており、整

理解雇より高い退職手当が付くいわゆる「名誉退職(contract buyout)」という形態が、大手

企業の一般的な雇用調整の手段になっている（Choi and Kim 2003）。 
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くなっている(OECD 2006)2。 
しかしながら、多くの面で類似した特徴を持つ日本と韓国の労働市場について、大きく

異なる特徴をあげることができる。それは、日本における離職率は相対的に低い一方で、

韓国の離職率は相対的に高くなっている点である。韓国は、1970 年代から 1990 年年代に

かけてアメリカ並みの離職率の高さがあり、国際比較でみて流動的な労働市場であった

(Woen 2001)。一方、日本の離職率は低い水準を保っている。図 1 は、2002 年以降の、離

職率の日本と韓国の比較である3。韓国の離職率は、1990 年代より低下したものの、現在に

おいても、日本より高い水準にある。 
 
図 1 挿入 
 
このように非常に類似した特徴を持つ日本と韓国の労働市場において、労働者の離職行

動は両国で異なっていることがわかる。日本の年功賃金は、企業特殊的人的資本の形成パ

ターンが主な理由とされており、それを蓄積するための長期勤続と年功賃金が表裏一体の

関係にあると考えられてきた。また、法律による雇用保護が強くなる場合、労働市場の流

動性は低下するといわれている(OECD 2004)。しかしながら、韓国においては、年功賃金

でありかつ正規雇用に対する解雇規制が強いにもかかわらず、離職率が高く長期勤続とは

なっていない。企業内の賃金構造および解雇規制で日本と韓国は同様の特徴を有しており、

これらの特徴は労働市場の流動性と関連すると考えられるにもかかわらず、日本では離職

率が低く、韓国では高くなっている。 
これまで、日本においては労働経済学において長期勤続および離職・転職が賃金および

生産性にどのように関係しているのかについて多くの議論がなされてきた。長期勤続につ

いては、内部労働市場における企業特殊的人的資本や知的熟練の形成が、労働者の高い生

産性を生み高い報酬につながっていると考えられてきた(小池 2005 など)。しかしその一方

で、転職行動については、ジョブ・マッチングの理論から、外部労働市場での職と労働者

のマッチングが改善されることでより効率的な資源配分となることが期待されている。前

者を強調する立場に立てば、離職や転職はその企業特殊的人的資本を喪失させ賃金の低下

につながるため、より安定的な雇用が望ましいと考えられる。逆に後者の考え方に立てば

転職でよりよい仕事が見つかり高い賃金につながるため、より流動的な労働市場が望まし

いとなるであろう。このように、賃金と転職行動の関係については鋭い対立が存在してい

るといえる。韓国においては、1997 年の経済危機を契機とした労働市場改革で「労働市場

の柔軟化」が標榜され、大規模雇用調整が制度的に許されるようになった（Kim 2008）。解

                                                  
2 なお、日本と韓国は両国ともに臨時雇用および集団解雇に対する規制は弱く、それらを含

めた ELP の総合指標では、OECD の平均より規制が弱くなっている。 
3 Cho(1994)による韓国の離職率は 1975 年が 4.4％、1985 年が 4.5％、1993 年が 3.6％と

80 年代から低下傾向にはあるものの高い水準であった。 
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雇規制を緩めることにより、非正規労働者の増加や失業を経験する労働移動4が増加すると

いう問題点が指摘される一方で（Lee and Jung 2005）、硬直的な年功賃金体系が是正され

たという可能性も指摘されている（Lee and Cheon 2004）。 
本研究では、日本と韓国の労働市場における転職と賃金との関係から、両国の「労働市

場の質」についての検証を行う。高質な労働市場とは、「質の高い労働資源が各職場に最適

に配分され、有効的に活用されうる」労働市場であると定義することができる(樋口 2005)。
転職と賃金との関係からは、転職を通してより望ましい職に就くことができるかが、高質

な労働市場となる一つの条件となろう。だが、労働市場の質は、転職による外部労働市場

の機能のみについての議論ではなく、内部労働市場による労働資源の配分についての議論

も含まれる。よって、労働市場での転職を通じた労働者の配分が望ましいものとなってい

るのかは、転職前後の賃金の変化だけではなく、転職した場合において、その後の賃金の

伸びがどのように変化するのかも考慮に入れて観察する必要がある。 
そこで本研究では、現実に日本と韓国の労働市場において離職経験がその後の賃金にど

のような影響を与えているのかを、両国のパネル調査から比較研究を行うことにより、こ

の問題を考えてみることにしたい。 
 
2. 先行研究と仮説 

2－1 韓国の賃金構造 
ここでは、韓国の労働市場の特徴として、転職行動と賃金に関する先行研究を取り上げ

る。小野(1989)は、韓国が日本と同じく年功賃金であることを明らかにした。特に、内部労

働市場での勤続年数と外部労働市場での経験年数の要因よりも、年齢要因の説明力が高い

ことから、日本と韓国の賃金構造を「人的資本仮説」ではなく「生活保障仮説」から解釈

可能であるとしている。しかし、元・中村(2002)は、近年、賃金に対する効果として、年齢

より勤続年数の効果が徐々に大きくなっていることを明らかにしている。Genda and Yee 
(1995)は、離職率および勤続年数による賃金上昇が高い韓国において、長期勤続と短期勤続

の労働者が混在ｓることによりサンプル・セレクション問題が生じている可能性を指摘し、

そのバイアスを考慮した計量モデルから分析を試みている。その結果、キャリアの初期段

階では、勤続年数の効果が大きいが、その後は外部の経験年数が賃金決定に大きな影響を

与えることを明らかにしている。また、元・中村(2002)は、賃金関数から推計した産業別の

勤続年数の効果（勤続年数の係数）を、転職関数に導入することにより、勤続年数による

賃金上昇が大きい産業に属する労働者ほど、転職が抑制されていることを明らかにしてい

る。しかしながら、以上の韓国における賃金と転職に関する先行研究では、なぜ転職が抑

制されるかについての分析は行われているが、逆になぜ年功賃金であるにもかかわらず、

韓国で離職率が高くなっているのかについての説明がされていない。また、転職によるそ

                                                  
4 Kim and Choi(2008)は失業を経験していない転職では、賃金が転職前より 7%上がり、失

業を経験した転職では 10％下がる結果を示した。 
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の後の賃金への影響についても明らかにされていない。 
 
 2-2 離職・転職が賃金に与える影響についての理論的背景 
韓国と日本の賃金と転職の関係について、実証分析を行うが、理論的には転職により賃

金が上昇することも考えうるが、逆に賃金が低下することもありうる（また、転職が賃金

に影響を与えないと考えることもできる）。すなわち、転職と賃金の関係は事前に確定する

ことはできず、すぐれて実証的な問題であるといえる。 
まず、転職が賃金に影響を与えないとする考え方では、賃金と転職の関係は、労働者の

観察されない生産性によって説明される。すなわち、高い生産性の労働者は転職を避ける

一方で、より低い生産性の労働者が転職を行いやすい傾向があるため、みかけ上転職を行

っている労働者の賃金が低く観察される。だが、それらの労働者の生産性がコントロール

されれば、転職と賃金には関係がなくなるというモデルである。 
次に、転職により賃金が上昇するという仮説は、仕事と労働者の組み合わせにより生産

性が決定されるとするジョブ・マッチ理論から考えられる(Jovanovic 1979bなど)。この理

論では、仕事との相性が悪く今の会社に残っても賃金の上昇が見込まれない場合、労働者

は転職を行うこととなる。この場合、転職はより生産性の高い雇用関係への自発的な移動

につながるため、個人の観察されない異質性を考慮に入れたとしても、転職により賃金は

上昇すると考えられる5。3 つ目に離職・転職により賃金が低下する考え方として、企業特

殊的人的資本の喪失を上げることができる。労働者は企業への勤続を通して技能や技術を

身につけるが、この技術や技能は当該企業においてのみ有効なものであり、その企業を離

職した途端にそれは評価されなくなる。離職・転職により生産性が低下する分、賃金は低

下する。この考え方は、内部労働市場の機能についての理論から、日本では主流な議論で

あったといえる（小池 2005 など）。また、Jovanovic (1979b)で指摘されるように、仕事と

                                                  
5 しかしながら、Jovanovic (1979a)によると、ジョブ・マッチの理論からも、転職が賃金

を低下させることも導き出すことができる。マッチングの適正が、職に就く前には明らか

になっていないため、もともと考えていたように賃金が上昇しないことも考えられる。

Light and McGarry (1998)は、転職と賃金の関係についての理論的背景として、ジョブ・

マッチの理論から、「サーチ・グッド (“search good”)」モデルおよび「エクスペリエンス・

グッド(“experience good”)」モデルの 2 種類の仮説が考えられるとしている。前者のモデル

では、仕事と労働者の組み合わせによる生産性が、転職する前から既知であると仮定され

ており、後者のモデルでは、マッチングの適正は、仕事を行っていくうちに明らかになる。

結果、サーチ・グッド・モデルでは、転職は事前に明らかな生産性の高くなる職へ移るた

め賃金が高くなるが、エクスペリエンス・グッド・モデルでは、マッチングがうまくいか

ない労働者が転職を行うため、賃金が低下する可能性があるとしている。なお、彼らは、

アメリカの若年層における転職と賃金の関係についての研究をおこない、転職と賃金の関

係として、仕事単位の個別効果を考慮した操作変数を用いた一般化最小二乗法(IV/GLS)モ
デルにより分析を行っている。本研究の分析は、彼らのモデルを参考にしているが、分析

手法としては労働者個人単位の固定効果モデルを用いている。彼らと同様の IV/GLS モデル

による分析も行ったが、ハウスマン検定の結果、IV/GLS モデルは支持されなかった。 
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のマッチングによる適正は、仕事を続けるうちに明らかになると考えられるため、以上の

転職による賃金への影響は、転職前後の賃金の変化だけではなく、転職経験がその後の勤

続と賃金に与える影響について考察することも重要になると考えられる。 
日本における転職後の賃金変化についての先行研究として、樋口(2001)は、有配偶の男性

についてパネルデータを用いて分析を行っている。そこでは、転職を経験した人の賃金水

準は就業を継続した人より平均的に低くなっている。しかし、転職者に限ると、転職前よ

りも転職後で賃金水準が高くなっていることが明らかにされており、転職者が継続就業者

より賃金の低い理由は、賃金の低い労働者が転職するからではないかと指摘している。ま

た、阿部(1996)は、低年齢層では転職後の賃金は上昇するが、中高年層では低下することを

指摘している。そして、戸田・馬(2004)は、就業履歴のデータから最初の就職後 5 年以内に

転職した場合は、そうでない場合より賃金率を有意に高めており、ジョブ・マッチング理

論が当てはまることを指摘している6。このように日本における先行研究については、同一

個人での転職そのものは賃金を上昇させ、特に若年層での転職経験は将来の賃金を押し上

げる可能性があることが指摘されている。しかしながら、樋口(2001)および阿部(1996)では、

転職前後の同一個人の賃金変化を扱っているものの、転職経験がその後の賃金の変化に与

える影響についての分析は行われておらず、転職後しばらくしてから明らかになる仕事と

のマッチング効果についての考察は行われていない7。また、戸田・馬(2004)は転職経験が

その後の賃金に与える影響を分析しているものの、パネルデータでないために個人の観察

されない異質性が考慮されておらず、転職をする労働者ほど能力が高いために賃金が上昇

しているのか、転職によりマッチングが高まったのかの判断ができないという限界がある8。 
そこで、本研究では、転職経験がその後の賃金にどのような影響を与えるのかについて、

日本と韓国のパネルデータを使い、個別効果を考慮したモデルで分析を行い、それぞれの

国の転職と賃金の関係について検証を行いたい。それにより、まず、一つ目の仮説である、

転職と賃金の関係が個人間の観察されない生産性の差に帰因されるものかどうかの検証が

行われる。そして、パネルデータから勤続年数による賃金の上昇と離職・転職経験との関

係をみることで、転職経験がその後の賃金決定に影響を与えるのかどうかについての検討

を行う。 
 
３. データと分析モデル 

                                                  
6 5 年以内の転職経験は、有意な影響が観察されるが 3 年以内の転職経験については影響が

観察されない。また、戸田・馬(2004)の分析では、5 年以内の転職経験の影響も、転職が 1
回以内のサンプルを用いたときにのみ観察されており、複数回転職を行う場合、転職経験

が賃金に与える有意な影響は観察されていない。 
7 ただし、同じく樋口(2001)では、転職後 1 年目から 2 年目での賃金の伸びは、継続就業者

の賃金の伸びと変わらないと指摘している。しかしながら、転職経験が勤続年数と賃金の

関係に与える影響等についての分析は行われていない。 
8 なお、このこと事態は戸田・馬(2004)自身が指摘している。 

 5



３-１データの説明 
 本研究では、日本についてのデータとして『慶應義塾大学家計パネル調査』（以下

KHPS）の 2004 年から 2008 年調査の個票データを使用し、韓国については『韓国労働パ

ネル調査』(Korea Labor and Income Panel Study: 以下 KLIPS）の 1998 年から 2006 年

までの個票データを使用する。使用データの年齢区分は、日本は 20 歳以上 58 才以下のサ

ンプルとし、韓国は 20 歳以上 53 歳以下のサンプルとした。年齢区分は、日本の一般的な

定年が 60 歳である一方、韓国の定年が 55 歳となっており、それぞれ転職について定年制

の影響を受けないであろう年齢の範囲で分析を行う。そして、その年齢の雇用労働者を対

象として、雇用労働者であっても農林漁業作業者、採掘作業者および職種が不明な者を除

いた。そして、アルバイト等の雇用労働をおこなっている学生も分析対象から外した。韓

国のデータの制約として、2000 年のデータに非正規雇用の情報がないため、その年を除い

て分析を行った。 
被説明変数となる賃金は、所定内給与を所定内労働時間で除した時間当たり賃金率の対

数値とした。また、時間当たり賃金率は、上下１％の異常値サンプルを除くコーディング

作業を行い、消費者物価指数でデフレートしている。 
 
３-２分析モデル 
 分析モデルは、以下の一般的な線形の賃金関数の推計を行うが、個人間の観察されない

異質性を考慮するパネル推定を行う。 
 

 ln Wit=α+ β1 Zit + β2Γit+ μi + νit 

  

Zitは、賃金関数で用いられる一般的な説明変数であり、勤続年数およびその２乗項、教

育水準、職種、雇用形態、企業規模、年齢、配偶関係を用いた。教育水準に関して、日本

については「高校卒業以下」をレファレンスとして、「大学以上」、「短大・高専」のカテゴ

リー変数を用いている。一方韓国では、「大学以上」のダミー変数としてそれ以外をレファ

レンスとしている。そして、職種については、日本と韓国で職業分類が異なっているため

直接の比較は難しいができる限り近づけた9。雇用形態は、「非正規雇用」ダミーとしている

企業規模は、「30 人未満」「30 人以上 500 人未満」、「500 人以上」という区分を行ったが、

日本の場合のみそれに「官公庁」の区分がある。そして、年齢は 20-29 歳、30-39 歳、40-49
歳、50 歳以上のカテゴリー変数としている。配偶関係は、有配偶者ダミーとした。 
Γitは、離職回数および、勤続年数と勤続年数の 2 乗についてそれぞれ離職回数を乗じた

交差項である。この変数群から、離職回数と勤続年数との関係についての考察を行う。 
μiは、個人レベルの固定効果を表しており、この項により個人の観察されない異質性が

                                                  
9 それぞれの調査票の職種の説明を章末の Appendix2 につけている。 
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取り除かれることになる10。そして、νitは撹乱項となる。 
なお、離職回数については、パネルデータの観察期間内に起こった離職だけではなく、

KHPS、KLIPS それぞれの履歴を含めたデータから作成した。以下の表は、日本と韓国の

男女別の基本統計量である。 
 
－表１― 

 
 
4 推計結果 
4－2 日本 
 表 2 は、日本の賃金関数を推計した分析結果である。まず、男性については、固定効果

モデルにおいて、勤続年数の 2 乗項が有意な影響となっている。次に、転職回数について

は、OLS モデルにおいても固定効果モデルにおいても有意な影響を与えていない。従って、

離職回数そのものについての賃金への影響は小さいと考えられる。そして、勤続年数と離

職回数の交叉項の 2 乗項が固定効果モデルにおいて有意な影響を与えている。従って離職

経験が、その後の賃金の伸びに影響を与えていると考えられる。これらについては、4－3
節のシミュレーションから解釈を行う。 
 男性についてのその他の結果としては、職種や年齢において OLS 推定で有意であった変

数の多くが、固定効果モデルにおいては係数の絶対値で小さくなり、有意な影響が観察さ

れなくなっていることがわかる。ただし、企業規模については、固定効果モデルにいても、

30－500 人の企業規模で 500 人以上の企業規模の場合より有意に賃金が低くなっており、

観察されない個人の能力ではなく企業規模そのものによる賃金差が存在すると考えられる。 
 次に、女性の分析結果については、固定効果モデルにおいて勤続年数の影響が男性より

小さくなっている。離職回数については男性と同様に有意な影響とはなっていない。そし

て、勤続年数と離職回数の交叉項が有意に負の影響を与えている。したがって、離職回数

が多くなると、勤続年数による賃金の伸びが低くなっていると考えられる。 
 その他の変数の影響として、男性と同様に OLS 推定で有意であった多くの変数が、固定

効果モデルにおいては有意でなくなっている。だが、年齢については、男性の OLS 推計で

若年層より有意に中高年齢層で賃金が高くなっていたが、女性においては OLS 推計と固定

効果モデルによる推計の両方で、有意に中高年層で賃金が低くなっている。 
 
 
4－2 韓国 

                                                  
10 なお、固定効果モデルだけではなく、変量効果モデルによる分析も行ったが、ハウスマ

ン検定の結果、変量効果モデルは支持されなかったため、固定効果モデルによる分析結果

のみ掲載する。 
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表 3 は、韓国の分析結果である。まず、男性については、固定効果モデルにおいて、日

本の結果とは異なり、勤続年数が 10％で有意になっているが、その 2 乗項は有意な影響を

与えていない。次に、離職回数については、固定効果モデルにおいて、離職回数が増える

と有意に賃金が高くなっていることがわかる。そして、勤続年数と離職回数の交叉項も、

固定効果モデルにおいて有意となっている。 
 男性についてのその他の結果として、両モデルにおいて、非正規雇用の変数が有意に

賃金を下げている。同一個人であっても、非正規雇用になったときの賃金となると時間当

たりで見た賃金が低くなっていることがわかる。職種では、OLS モデルおよび固定効果モ

デルともに事務職との比較で技能職や販売職の賃金が低くなっている。年齢の変数につい

ては、日本の結果とは異なり、OLS モデルより固定効果モデルで中高年齢層の賃金が高く

なっていることがわかる。そして、企業規模については、30 人未満の変数が両モデルで有

意であり、中小企業は大手企業より賃金が低いことを明らかにしている。 
次に、女性の分析結果については、男性のモデルとそれほど大差はないが、離職回数の

変数が両モデルにおいて正の有意になっており、女性も離職回数が多いほど、賃金が上が

るという結果を示している。 
 その他の変数の影響として、結婚の変数は日本の固定効果モデルにおいて結婚の影響は

観察されないが、韓国においては男女のどのモデルにおいても正の有意な影響を与えてい

る。結婚が賃金に対して何らかの影響を与えていると考えられる。 
 
4－3 シミュレーション 
 図 2 と図 3 は、上の推定結果を用いて、日本と韓国についてそれぞれ勤続年数による賃

金カーブのシミュレーションを行った結果を示している。シミュレーションの基本ケース

として、高校卒業以下の教育水準（韓国の場合は高等教育未満）、正規雇用、事務職、40－
49 歳、配偶者無しを想定したときの線形のプレディクションを行った。 
 図 2aは、日本の男性について固定効果モデルによる推定結果から導出したものである。

まず、転職を繰り返しても、賃金は上昇せず、勤続 0 年目の賃金には差がついていない。

ただし、勤続 0 年で転職した場合は、転職前後の賃金に差はないと言えるが、転職前に勤

続年数を重ねて賃金が上昇している場合は、転職の前後で賃金が低下していると考えられ

る。勤続年による賃金の上昇と離職回数の関係については、就職して間もない初期の時点

では離職経験がない場合において最も賃金の伸びが大きく、転職回数が増えるにつれて賃

金の伸びは鈍化する。そして、勤続 8 年目あたりまでは離職経験のない場合と、複数回の

離職経験がある場合との間で賃金格差が広がっていく。そして、8 年目を過ぎたあたりから

その賃金格差は再び縮小し始め、15 年目あたりで離職回数にかかわらず同水準の賃金とな

る11。 

                                                  
11 勤続年数のシミュレーションを 15 年以上に延長すると、複数回の離職経験を持つ場合の

賃金が、離職経験がない場合の賃金を超える。しかしながら、複数回の離職経験があり、
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 図 2b は、女性のついての離職回数と勤続年数ごとの賃金水準である。女性については、

男性と異なり、離職回数が多くなるほど勤続 0 年目の賃金が高くなっている。しかし、男

性と同様に離職回数が多いほど賃金の伸びが小さくなっており、勤続 5 から 6 年目で、離

職経験のないサンプルが離職経験のあるサンプルの賃金水準を抜くことになる。このこと

は、勤続年数が 0 年の場合との比較の場合であり、転職自体が勤続 5 から 6 年目以降の場

合は、転職する前にすでに勤続年数が重ねられているので、転職後 0 年目の賃金との比較

で転職前の賃金のほうが高くなると考えられる。その後は、離職経験のないサンプルの賃

金水準が最も高くなっているが、離職経験のあるサンプルとの賃金格差は一定水準のまま

推移することになる。 
 図 3a は、韓国の男性における分析結果からのシミュレーションである。まず、離職経験

が多くなるほど、勤続 0 年での賃金率が高くなっている。そして、勤続年数による賃金の

上昇は、離職回数にかかわらず一定であり、離職回数ごとの賃金率がほぼ平行になってい

る。 
 図 3b は、韓国の女性についての分析結果であるが、男性と同様に離職経験が多くなるほ

ど、勤続 0 年での賃金率が高くなっている。しかし、男性と異なり、その離職経験別の賃

金格差は、勤続年数が長くなるにつれ小さくなっていく傾向にある。 
 
5 おわりに 
 本研究では、年功賃金や解雇規制の程度において類似した労働市場の環境にあるにもか

からず、離職率に大きな差がある日本と韓国について、離職・転職経験が賃金に与える影

響を分析した。まず、離職・転職と賃金との関係について 3 つの仮説をあげた。1 つ目は、

離職・転職にかかわらず、賃金は個人の生産性で決定されるため、能力についての観察さ

れない異質性を考慮した場合、離職・転職経験は賃金に影響を与えないというものであり、

2 つ目は、転職は仕事とのマッチングを高めるため、転職することにより賃金が上昇すると

いうものである。3 つ目の仮説は、転職によりそれまで蓄積されていた企業特殊的人的資本

が喪失されることで、賃金が低下するというものである。 
 本研究の実証分析の結果からは、個人間の観察されない異質性を考慮に入れた固定効果

モデルにおいても、日本と韓国ともに転職は賃金に影響を与えていた。しかしながら、韓

国と日本で転職が賃金に与える方向が異なっていた。韓国の労働市場においては、離職・

転職を繰り返すほど賃金率が高くなる一方で、日本の場合、転職では賃金が上昇しないこ

とがわかった12。そして、日本の男性において、転職そのものでは賃金率は上昇しないうえ、

                                                                                                                                                  
勤続年数が 15 年を超える割合及びサンプル数は小さい。たとえば離職経験が 3 回のサンプ

ルにおいて、勤続年数が 15 年を超えるサンプルは個人数では 14 サンプルであり、それら

が複数回登場し観察数で 40 サンプルとなる（離職回数 3 回のサンプル全体の約 15％）。 
12 Genda and Yee (1995)は韓国においても、離職・転職をせず同一会社に長く勤務した方

が賃金が高くなることを示している。彼らの分析は、1980 年代のデータによるものである

が、本研究は主に 2000 年代のものであり、97 年に起きた韓国の経済危機などにより労働
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離職回数が増えるほど、転職後の初期において、勤続年による賃金の伸びが低くなってい

た。日本の女性においては転職により賃金が上昇するが、転職した場合の賃金の伸びは男

性と同様低くなる。これらは、転職によりマッチングが改善されるという理論とは、異な

った実証分析の結果であるが、離職・転職により企業特殊的人的資本が喪失されることで

賃金が低下するという仮説も、転職経験が、転職後の内部労働市場における賃金決定に影

響を与えているという点で不十分である。このことは、マッチングがうまくいっていない

という解釈だけではなく、企業が転職者に対して充分な人的資本投資を行っておらず、転

職者とそうでない者とで、内部労働市場での人的資本投資が異なって与えられているから

かもしれない。ただし、本研究の分析結果だけでは解釈が難しい。理由が何にせよ、日本

において転職後の賃金の伸びが転職そのものにより低くなってしまうことは、離職・転職

の発生を低下させる理由になろう。一方、韓国の労働市場では、転職により賃金が上昇す

るうえ、賃金の上昇のパターンも離職回数により大きな差はない。このことは、転職によ

りマッチングが改善されやすい労働市場であると言えよう。 
以上のように、一見同様の年功賃金にみえる日本と韓国の賃金構造であるが、転職経験

と賃金の関係は両国で異なっていることがわかった。「市場の質｣の観点からは、年功賃金

体系であっても、韓国は日本より外部労働市場におけるマッチングの機能が高くなってい

る可能性が高い。このことは、日本においても年功賃金を維持しながらも外部労働市場で

のマッチング機能を高めることが可能であることを示唆しているのではなかろうか。 
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Appendix 1 
「韓国労働パネル調査（KLIPS）」の概要（9 次年度ユーザガイドから抜粋） 
 
本研究は韓国労働研究院（KLI, Korea Labor Institute）が 1998 年から行っている「韓

国労働パネル調査」の中、現在公開されている 2006 年までのデータを用いた。「韓国労働

パネル調査(Korea Labor and Income Panel Study: KLIPS)」の抽出方法は 1995 年度の人

口センサスの 10％のサンプル調査区（全国 21,675 調査区）を母集団としている。人口セン

サスの 10％のサンプル調査区の 21,675 調査区の中、済州島を除いて全国の都市地域を対象

として層化した。調査区の抽出方法は系統抽出法が用いられ、済州島を除く全国の市部だ

けを対象に 1,000 個の調査区を選び、その中から 5 つの家計をランダムサンプリングした。

調査が始まった 1998 年に 5,000 個の世帯と、その構成員 13,321 人を対象に、年 1 回追跡

調査をし、今年（2008 年）で 11 回目の調査が行われている。もしその世帯主子どもが結

婚などにより分家すれば、その子どもも追跡調査が行われる。 
KLIPS の標本維持率は、2 回が 87.6％、3 回が 80.9%、4 回が 77.3%、5 回が 76.0%、6

回が 77.2％、7 回が 77.3%、8 回 76.5%、9 回が 76.5％である。ちなみに、1 回から 9 回ま

で回答した世帯の割合は 55.7%で、個人の割合は 44.2%である。 
KLIPS の設問は大きく世帯用と個人用に分けられ、個人用はまた就業者と未就業者に分

けられ、就業者用はまた賃金労働者と非賃金労働者に分けられる。1999 年の 2 回調査から

は、個人の労働市場の出入りや移動を綿密に観察するため、仕事別類型設問を導入した。

類型設問は前回調査時の仕事と現在の仕事の持続有無などを基に 8 つの類型に分けられる。

たとえば、賃金労働者で前回の仕事を今回も続けている場合は類型①、同じ場合の非賃金

ん労働者は類型③、前回は仕事があったが今回はやっていない場合は類型②、非賃金労働

者は類型④、前回の調査以後仕事を始めて今回の調査時もやっている場合は類型⑤、非賃

金労働者は類型⑦、調査の間に一時的にした仕事がある場合は類型⑥、非賃金労働者は類

型⑧というように分けて調査をしている。 
調査対象者は、個人用は調査対象世帯に属する 15 歳以上の世帯構成員全員を対象にし、

世帯用は世帯主、世帯主の配偶者を対象にするが、事情により答えられない場合は、世帯

の情報に詳しい他の世帯構成員としている。それから、調査期間中に同居しても、お手伝

いさん、個人運転手、下宿の学生、友達などの経済的な意味で世帯構成員でない人は調査

対象者から除外されている。 
調査方法は面接を原則にし、調査対象者の帰りが遅かったり、その対象者になかなか会

えなかったりする場合は、個人用の質問に限り、質問表を送付して答えてもらうような方

法がとられている。 
 本研究に用いたデータの中で、3 回目（2000 年）のデータには非正規雇用の情報がない

ためそれを除いて分析を行った。 
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Appendix 2 

日本(KHPS)の職種例 

職種 例 

事務 一般事務、会計事務、オペレーターなど、営業事務員など 

専門・技術職 
企業などの研究・技術者、保健医療、法務従事者、教員、芸

術家など 

販売 小売店、卸売店の店主や店員、外交員、不動産仲買など 

サービス 理容、美容、飲食店、旅館などの従業員、清掃員など） 

製造・建築などの作業者 製造・建築・保守・運搬などの作業者 

保安・運輸・通信従事者 

自衛官、警察官、消防員、ガードマンなど保安職業従事者お

よび鉄道、車、船、航空機の運転従事者、車掌、有線・無線

の通信士など 

管理的職業 国、自治体の議員、会社・団体、官公庁の課長以上など 

  

  

韓国(KLIPS)の職種例 

職種 例 

専門・技術職 工学やコンピュータ専門家、技術従事者、学校教員など 

販売 小売店、卸売店の店主や店員、外交員、不動産仲買など 

事務 一般事務、会計事務、オペレーターなど、営業事務員など 

サービス 理容、美容、飲食店、旅館などの従業員、清掃員など） 

技能 金属加工、溶接、建物塗装など 

単純労務・装置操作員(4) 
工場の機械操作員、機械組立、建物警備、配達、ショーベル

カー運転手、ガラス加工労働者、自動車の組立など 
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図表 
図 1  日本と韓国の離職率の推移 
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出所：厚生労働省『毎月勤労統計』（日本） 
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   労働部『毎月労働統計調査報告書』（韓国） 



 
表 1 a 基本統計量 KHPS（日本） 
  男性 女性 

 平均 標準偏差 平均 標準偏差 

時間当たり賃金率（対数値） 7.425 0.530 6.958 0.480 
勤続年数 13.304 10.967 6.320 7.353 
離職回数 1.156 1.515 2.012 1.745 
高校以下 0.509  0.561  
短大・高専 0.075  0.269  
大学以上 0.416  0.170  
非正規雇用 0.088  0.598  
職種     

事務職 0.137  0.331  
専門・技術職 0.207  0.182  
販売 0.115  0.181  
サービス 0.063  0.184  
製造・建築などの作業者 0.122  0.007  
保安・運輸・通信従事者 0.245  0.111  
管理的職業 0.112  0.004  

企業規模     

30 人未満 0.210  0.301  
30 人以上 500 人未満 0.365  0.400  
500 人以上 0.323  0.238  
公務員 0.102  0.060  

 年齢     

30 歳未満 0.141  0.212  
30-39 歳 0.288  0.260  
40-49 歳 0.277  0.332  
50-53 歳 0.293  0.197  

結婚の有無（有配偶＝1） 0.765   0.648   
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表 1 b 基本統計量 KLIPS（韓国） 
  男性 女性 

  平均 標準偏差 平均 標準偏差

時間あたり賃金（対数） 8.770 0.595 8.332 0.591 

勤続年数/10 4.096 5.806 2.260 3.700 

離職回数 2.193 2.030 1.969 1.751 

高等教育 0.430  0.298 

非正規雇用（＝１） 0.152  0.286 

職種 

事務 0.145 0.229

専門・技術職 0.061  0.122 

販売 0.266  0.249 

サービス 0.035  0.142 

技能 0.227  0.098 

単純労務・装置操作員 0.266  0.160 

企業規模 

30 人未満 0.334  0.438 

30 人以上 500 人未満 0.159  0.115 

500 人以上 0.508 0.447

 年齢 

30 歳未満 0.245 0.376

30-39 歳 0.426  0.272 

40-49 歳 0.265  0.289 

50-53 歳 0.064  0.064 

結婚の有無（有配偶＝1） 0.683   0.585  
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表 2: KHPS(日本)を使用した賃金関数の推計：20－58 歳 
  男性 女性 

OLS 固定効果モデル OLS 固定効果モデル被説明変数：時間当たり賃金

（対数値） 係数 標準誤差(1) 係数 標準誤差 係数 標準誤差(1) 係数 標準誤差

勤続年数/10 0.100 * (0.040) 0.294 ** (0.097) 0.099 (0.065) 0.235 + (0.135)

勤続年数 2 乗/100 0.000  (0.011) -0.070 * (0.028) 0.043* (0.020) -0.005  (0.052)

勤続年数/10×離職回数  0.034  (0.021) -0.068  (0.047) 0.022 (0.030) -0.094 * (0.046)

勤続年数 2 乗/100×離職回数 -0.012 + (0.007) 0.045 ** (0.017) -0.013 (0.013) 0.038  (0.025)

離職回数 -0.010  (0.013) 0.002  (0.043) 0.007 (0.010) 0.040  (0.040)

             

短大・高専 0.033  (0.043)   0.061* (0.031)   

大学以上 0.159 *** (0.026)   0.100** (0.037)   

非正規雇用 -0.146 *** (0.039) -0.081  (0.052) -0.124*** (0.031) 0.038  (0.051)

職種（事務）             

専門・技術職 0.036  (0.031) -0.040  (0.044) 0.144*** (0.035) 0.081  (0.068)

販売 -0.109 ** (0.037) -0.043  (0.049) -0.059+ (0.034) 0.022  (0.042)

サービス -0.162 ** (0.047) -0.018  (0.048) -0.043 (0.029) -0.048  (0.046)

製造・建築などの作業者 -0.054  (0.037) -0.034  (0.074) 0.417+ (0.221) 0.559  (0.376)

保安・運輸・通信従事者 -0.067 * (0.029) -0.009  (0.043) -0.196*** (0.031) -0.057  (0.060)

管理的職業 0.218 *** (0.036) 0.008  (0.037) 0.494+ (0.278) 0.052  (0.045)

企業規模（500 人以上）             

30 人未満 -0.128 *** (0.032) -0.058  (0.053) -0.118*** (0.034) 0.034  (0.048)

30 人以上 500 人未満 -0.135 *** (0.024) -0.082 * (0.040) -0.048 (0.030) 0.055 + (0.033)

公務員 0.003  (0.028) -0.071  (0.047) -0.037 (0.051) 0.049  (0.053)

 年齢（30 歳未満）             

30-39 歳 0.128 *** (0.036) -0.018  (0.058) -0.008 (0.035) -0.112 * (0.053)

40-49 歳 0.239 *** (0.041) 0.091  (0.076) -0.094* (0.037) -0.182 * (0.076)

50-53 歳 0.227 *** (0.042) 0.115  (0.083) -0.099* (0.045) -0.254 ** (0.089)

結婚の有無（有配偶＝1） 0.159 *** (0.027) -0.004  (0.049) -0.034 (0.027) 0.092  (0.080)

定数項 6.984 *** (0.045) 7.186 *** (0.121) 6.987*** (0.047) 6.781 *** (0.151)

標本数 3254 2358 

個人数 1037 821 

 注：有意水準は、*** 0.1%、** 1%、* 5%、+10%としている。なお標準誤差は、ロバスト・スタンダー

ド・エラーを推計している。また、各調査年次のダミー変数を考慮している。 

 出所：KHPS wave1～wave5 まで(2004 年～2008 年）のデータから筆者推計。 
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表 3: KLIPS(韓国)を使用した賃金関数の推計：20－53 歳 
男性 女性 被説明変数：時間当たり賃金 

（対数値） OLS 固定効果モデル OLS 固定効果モデル

 係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差 

勤続年数/10 0.278 *** (0.055) 0.524 *** (0.100) 0.357 *** (0.062) 0.758 *** (0.096)

勤続年数 2 乗/100 -0.035  (0.025) 0.060  (0.069) -0.051 + (0.026) 0.058  (0.078)

勤続年数/10×離職回数  -0.017  (0.023) 0.077 * (0.034) 0.095 ** (0.034) 0.100 * (0.042)

勤続年数 2 乗/100×離職回数 0.005  (0.013) -0.002  (0.027) -0.064  (0.040) -0.109 * (0.053)

離職回数 0.004  (0.005) 0.248 *** (0.012) 0.014 * (0.006) 0.245 *** (0.012)

高等教育 0.225 *** (0.018)  0.201 *** (0.023)  

非正規雇用（＝１） -0.032 *** (0.019) -0.063 ** (0.024) -0.089 *** (0.019) -0.049 * (0.020)

職種（事務）             

販売 -0.232 *** (0.035) -0.045  (0.052) -0.180 *** (0.031) -0.010  (0.054)

専門・技術職 0.081 *** (0.023) -0.006  (0.036) 0.161 *** (0.025) 0.048  (0.040)

サービス -0.248 *** (0.041) -0.202 ** (0.070) -0.295 *** (0.031) -0.155 ** (0.051)

技能 -0.106 *** (0.023) -0.065 + (0.038) -0.408 *** (0.034) -0.046  (0.065)

単純労務・装置操作員 -0.262 *** (0.025) -0.114 ** (0.042) -0.400 *** (0.031) -0.140 * (0.057)

企業規模（500 人以上）             

30 人未満 -0.174 *** (0.014) -0.034 * (0.015) -0.163 *** (0.017) -0.050 ** (0.018)

30 人以上 500 人未満 -0.100 *** (0.019) -0.011  (0.016) -0.046 * (0.023) 0.023  (0.019)

 年齢（30 歳未満）             

30-39 歳 0.209 *** (0.019) 0.186 *** (0.023) 0.083 ** (0.026) 0.198 *** (0.036)

40-49 歳 0.233 *** (0.027) 0.360 *** (0.038) 0.037  (0.030) 0.223 *** (0.048)

50-53 歳 0.154 *** (0.037) 0.445 *** (0.060) 0.063  (0.039) 0.350 *** (0.066)

結婚の有無（有配偶＝1） 0.130 *** (0.019) 0.141 *** (0.032) 0.083 *** (0.023) 0.105 ** (0.037)

定数 8.501 *** (0.027) 7.719 *** (0.044) 8.300 *** (0.024) 7.524 *** (0.044)

標本数 8958 6393 

個人数 3166 2529 

注：有意水準は、*** 0.1%、** 1%、* 5%、+10%としている。なお標準誤差は、ロバスト・スタンダード・

エラーを推計している。 

 出所：KLIPS の wave1 から wave9(1998 年～2006 年）のデータのうち wave3 を除いた

データから筆者推計。 
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図 2a 離職回数別賃金カーブのシミュレーション： 
:KHPS(日本)データからの男性固定効果モデル推計 
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図 2b :KHPS(日本)データからの女性固定効果モデル推計 

女性　固定効果

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

離職無し

１回離職

２回離職

３回離職

勤続年数 

 

 19



図 3a 離職回数別賃金カーブのシミュレーション 
：KLIPS(韓国)データからの男性固定効果モデル推計 
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図 3b：KLIPS(韓国)データからの女性固定効果モデル推計 
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