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概要 

本稿では、パネルデータを用いて女性の離職期間による賃金率の低下について推計を行っ

た。しかし、離職を経験した場合の賃金の低下は、労働市場における賃金が低い労働者ほ

ど離職を行いやすいために生じている可能性や、留保賃金が高い女性の離職期間が長くな

る可能性がある。このような内生性の問題を考慮するため、Hausman and Taylor(1981)
による提示された労働者個人の個別効果を考慮した操作変数法による一般化最小二乗法

(IV/GLS)により、離職期間による賃金率の低下の推計を行った。OLS や GLS の推計では
離職期間によるは有意な影響は観察されなかったが、IV/GLSによる推計では離職期間が 1
年延びるごとに賃金率が約 3％低下することがわかった。また、Mincer and Ofek (1982) の
アメリカの有配偶女性の分析では、再就職後の勤続年数による賃金の伸びは、初職での伸

びより大きいものであったが、IV/GLSの分析では、離職期間が長くなるほど再就職後の勤
続年数による賃金の伸びが小さくなっていた。女性が出産・育児等の理由により離職した

場合、離職期間が長くなるほど賃金が下がり、また再就職後の賃金の伸びも小さくなる。

従って、女性の出産・育児等による離職は、継続的な賃金の低下を生んでいるといえる。 
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要約 
本稿では、パネルデータを用いて女性の離職期間による賃金率の低下について推計を行っ

た。しかし、離職を経験した場合の賃金の低下は、労働市場における賃金が低い労働者ほ

ど離職を行いやすいために生じている可能性や、留保賃金が高い女性の離職期間が長くな

る可能性がある。このような内生性の問題を考慮するため、Hausman and Taylor(1981)
による提示された労働者個人の個別効果を考慮した操作変数法による一般化最小二乗法

(IV/GLS)により、離職期間による賃金率の低下の推計を行った。OLS や GLS の推計では

離職期間によるは有意な影響は観察されなかったが、IV/GLS による推計では離職期間が 1
年延びるごとに賃金率が約 3％低下することがわかった。また、Mincer and Ofek (1982) の
アメリカの有配偶女性の分析では、再就職後の勤続年数による賃金の伸びは、初職での伸

びより大きいものであったが、IV/GLS の分析では、離職期間が長くなるほど再就職後の勤

続年数による賃金の伸びが小さくなっていた。女性が出産・育児等の理由により離職した

場合、離職期間が長くなるほど賃金が下がり、また再就職後の賃金の伸びも小さくなる。

従って、女性の出産・育児等による離職は、継続的な賃金の低下を生んでいるといえる。 
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１．はじめに 
離職よる経済的損失については、2 つが考えられる。一つは離職期間中における市場賃金

を受け取れなかった機会費用であり、もう一つは再就職時における賃金の低下である。前

者の機会費用の場合、一定期間な経済的損失であり。出産・育児により女性の離職による

機会費用が避けがたく、そのことを問題とするならば、育児期間における所得保障制度に

より補償が可能となろう。しかし、再就職時の賃金低下が問題とされるなら、離職に伴う

経済的損失はその後の女性の就業経歴に対して継続的に影響を与える可能性がある。 
日本における出産時の就業継続の困難さや家事・育児と雇用就業の両立の困難さは知ら

れており、多くの女性が結婚や出産時に仕事をやめる。2005 年に国立社会保障人口問題研

究所により行われた『第 13 回出生動向調査』によると、1980 年代後半に出産した女性の

就業を継続している割合は 25％であるが、2005 年においてもほとんどその割合に変化がな



い (図 1 を参照)。ただし、就業を継続している者のうち育児休業制度を利用している割合

は 1980 年代後半では 1／4 程度であったが、2005 年には半数を超えている。 
離職による賃金の低下は、理論的には人的資本論の立場から Mincer and Ofek (1982)に

より議論されている。彼らによると、離職前との比較における再就職時の賃金の低下が離

職期間の長さに関係のない場合は、前職の特殊人的資本が喪失したことによると解釈でき

るが、離職期間が長くなるとより賃金の低下が大きくなる場合は、一般人的資本の離職期

間による減価であると考えることができるとしている。そして、National Longitudinal 
Survey (NLS)の有配偶女性のパネルデータを用いた分析結果から、再就職時の賃金は離職

前の賃金より低い水準となり、離職期間が長くなれば長くなるほど再就職時の賃金は高く

なることを明らかにしている。そして、彼らは再就職において賃金が低下するがことだけ

ではなく、再就職での勤続年数による賃金の伸びは、初職での賃金の伸びより大きいこと

が示されている。このことについて彼らは、まっさらな人に対する人的資本投資を行うよ

り、経験者に対してスキルの修復(restoration)、もしくは「修理(”repair”)」、を行うほうが

効率的であることが理由ではないかとしている。 
日本の先行研究においては、女性の離職による賃金の低下について、結婚・出産による

賃金の低下についての研究から議論されてきた。川口(2005)によると結婚や出産により女性

の賃金は低下するが、勤続年数、経験年数、産業、職種、企業規模、就業形態などを考慮

に入れた固定効果モデルによる推計を行うと、結婚・出産による賃金の低下はほとんど観

察されなくなることを示している。同様に川口(2008)においても、結婚・出産による女性の

賃金の低下の影響は、就業形態や勤続年数の変化により説明され、就業の中断がもたらし

ているとされる。しかしながら、川口(2005)および川口(2008)は、就業の中断そのものが賃

金に与える影響についての分析を行っているわけではない。また、武内・大谷(2008)は、出

産により離職する女性の年間収入は再就職を行った場合でも出産しない場合より低下する

が、出産した場合でも育児休業制度を取得した場合は年間収入の低下は観察されないとし

ている。ここでも、離職経験により賃金の低下が指摘されており、離職期間の長さによる

賃金の低下が日本においても観察される可能性が高い。 
そこで本稿では、離職期間による賃金低下を検証することが課題である。しかしながら、

離職期間による賃金の低下を定量的に分析することには、少なくとも以下の 2 つの問題が

考えられる。1 つは、能力もしくは選好など観察されない女性の属性が賃金と相関している

可能性である。すなわち、観察されない能力等の理由から賃金が高い者の離職期間が短く

なり、離職期間が長くなるほど賃金が低く観察されることや、逆に留保賃金が高い女性ほ

ど離職期間が長くなり、そのため賃金が高く観察される可能性がある。これらは、一般的

に内生性によるバイアスといわれており、離職期間が賃金に与える影響の推定にバイアス

をもたらす。もう 1 つは、離職期間が存在することによる賃金の低下と再就職時における

家事育児と両立するための雇用形態を選択することによる賃金の低下との区別が難しいこ

とである。女性の再就職における主な雇用形態がパートなどの非正規雇用であり、家事や



育児と両立するための雇用形態として選択していると考えられてきた。そのような、雇用

形態を選択しているために賃金が低く現れる可能性がある。ただし、一つ目の観察されな

い属性による問題と 2 つ目のパートなど家事や育児と両立しやすい仕事を選択することに

よる賃金の低下は、対立仮説ではなく両方同時に起こりうる。 
これらは、離職期間と賃金の低下についての計量分析上で、離職期間や雇用形態が女性

にとって選択可能な内生変数となってしまうことで生じる難点である。そこで本稿では、

パネルデータを用いることで、これらの内生性の問題を考慮した分析を行い、女性の離職

期間が賃金に与える影響についての考察を行う。アメリカの研究では離職期間が長く子な

ることに賃金の低下が観察されているだけではなく(Mincer and Ofek 1982、Rekko et al . 
1993、Spivey 2005 など)、再就職時における勤続年数による賃金の上昇幅はが初職のそれ

より大きくなるという人的資本の再適応が日本の労働市場においても観察されるかどうか

についても検証を行う(Mincer and Ofek 1982、Corcoran, Duncan, and Ponza 1983)。 
 
2．分析モデルとデータ 
 2－1 計量モデル 

本稿では、時間当たり賃金率の自然対数を被説明変数とし、離職期間や就業形態および

勤続年数などを説明変数とした以下のミンサー型の賃金関数の推定を行う。説明変数の用

いる勤続年数や離職期間および雇用形態については、個人の観察されない個別効果と相関

する内生性の問題が生じると考えられる。そのため推定方法としては、Hausman and 
Taylor(1981)により提示された操作変数法による一般化最小 2 乗法(以下、IV/GLS)による

推定を行う。この方法では、パネルデータを用いて時間によって変化するそれぞれの変数(内
生変数および外生変数)の平均からの差を操作変数とした一般化最小 2 乗法により推定を行

っている。このような偏差を操作変数とすることで、GLSモデル(変量効果モデル)でありな

がら、固定効果モデルと同様の方法で個別効果を考慮した推定を行うことができる。なお、

IV/GLSによる推計以外に、最小 2 乗法(OLS)、変量効果モデル(一般化最小 2 乗法:GLS)、
固定効果モデル(Fixed Effect)の計 4 つの推定結果についても提示する1。 
以下が、IV/GLS による推計モデルである。 

 
 ln Wit=α+ β1 Zit + β2Γit+β3Χi+ μi + νit 

                                                  
1 OLS 推定、変量 GLS は、説明変数と個別効果の間の相関を仮定しない推定方法である。

説明変数と個別効果に相関がない場合は、GLS は一致性を満たす上、固定効果モデルより

効率的な推定量となる。固定効果モデルと IV/GLS は、説明変数と個別効果の間の相関を仮

定した計量モデルとなる。説明変数と個別効果に相関がある場合、OLS と GLS では推定量

に偏りが生じ一致性を満たさないが、固定効果モデルと IV/GLS では不偏推定量となる。ま

た、固定効果モデルは時間について不変となる説明変数を扱うことができないが、IV/GLS
は時間について不変となる説明変数を推定に用いることができるため、固定効果モデルよ

り分散の小さい有効な推定量となることが期待される。 



 
それぞれの変数には時間(t)と個人(i)の添字がついており、Zit は時間について変化する内

生変数、Γit は時間について変化する外生変数、Χi は時間について一定な外生変数、μi は

個人レベルの個別効果を表しており、νitは撹乱項である。係数であるβ1～β3は、左辺が

時間当たり賃金の自然対数となる片側対数モデルであるので限界効果となる。 
内生変数であるΓitは、勤続年数、離職期間、勤続年数と離職期間の交差項、正規雇用経

験年数、非正規雇用経験年数、雇用形態とした。離職期間については、パネルデータの観

察期間内の無業の期間だけではなく、就業履歴のデータから学生の期間を除く 25 歳以降の

無業の期間の合計を離職期間とした2。離職期間に参入する無業を 25 歳以上とした理由は、

初職に入職する前の無業期間をできるだけ入らないようにするためである。正規雇用経験

年数および非正規雇用経験年数は、学生ではない 18 歳以降におけるそれぞれの雇用形態で

就業していた期間である。これらの変数には、各説明変数の平均からの偏差が操作変数と

して扱われる。雇用形態は、「正規雇用」の他に「派遣」「契約」「パート・アルバイト」「嘱

託」という非正規雇用のそれぞれの形態を変数とした。それぞれの雇用形態のなかの労働

者において、派遣契約、労働時間や有期雇用契約の有無等の雇用条件が同一ではないが、

比較的それらの条件が近い属性のグループとなっている。 
また、このHausman and Taylor(1981)によるIV/GLSの推計では、時間について可変と

なる変数についての個人内での平均からの偏差を操作変数とするが、その操作変数のほか

に時間について一定の変数を操作変数として用いる必要がある。その操作変数として、母

親の教育水準、15 歳時点での母親の就業状態、初職の産業を操作変数3として用いている。

母親の教育水準や就業状態等は、女性の賃金関数を推計する場合においての一般的によく

用いられる操作変数であり、賃金関数の誤差項とは相関していないが、女性の離職期間や

勤続年数などと相関していると考えられる。初職の産業については、産業構造の変化や景

気の影響により初めて就いた職の産業により、初職の勤続年数が影響をうけることで、離

職期間や経験年数と相関すると考えられる。たとえば、初職が衰退産業であった場合など

失業が生じやすく、離職期間につながるであろう。なお、このような操作変数の有効性を

検定するために、ハウスマン検定および過剰識別検定を行う。 
時間に対して可変となる外生変数である Zitは、賃金関数に用いられる一般的な説明変数

であり、職種、雇用形態、企業規模、配偶関係、末子年齢それぞれの変数とした。職種に

ついては、「事務職」をレファレンスカテゴリーとして「販売職」「サービス職」「運輸・通

信・保安職」「作業職」「その他専門等」「管理的職種」の変数を用いている。企業規模は、

「30 人以上 500 人未満」をレファレンスカテゴリーとして「30 人未満」「500 人以上」「公

                                                  
2 離職期間、正規雇用経験年数、非正規雇用経験年数の作成方法について詳しくは、補論を

参照のこと。  
3 KHPS では、2005 年調査において初めて就いた正規雇用の職の産業についての設問があ

る。正規雇用に就いた経験がない場合は、非正規雇用ダミーとして扱った。また、2005 年

調査は 2 回目の調査でありこの回に回答していない標本は分析には用いられていない。 



官庁」の区分の変数としている。そして、人口学的変数として有配偶者のダミー変数およ

び末子年齢について「0 から 5 歳」および「6 から 10 歳」の子どもの有無を変数として説

明変数に用いた。以上の説明変数については、直接的に効果を測定することを目的とせず、

属性をコントロールすることを目的とするため、外生変数としてそのまま用いている。 
最後に、時間に対して一定となる説明変数のΧi として、教育水準として学歴の変数を用

いている。「高校以下」をレファレンスカテゴリーとして、「短大・高専」、「大学・大学院」、

「その他」としている。「その他」は主に専門学校を卒業した者である。教育水準は、人的

資本理論に関する賃金関数の推計には最も重要な変数の一つであるが、時間に対して一定

となる変数であるため固定効果モデルでは用いることができない。 
 
 2－2 使用データについて 
使用したデータは、「慶応義塾家計パネル調査(KHPS)」の 2004 年から 2008 年の 5 期間

のパネルデータである。そのうち分析対象を、現在雇用就業を行っている 20-60 歳の女性

とした。KHPS は 2004 年時点で 68 歳までを調査対象者としているが、一般的な定年であ

る 60 歳より高齢の者は分析から外した。 
表 1 は、基本統計量である。連続変数については平均と標準偏差を、2 値変数については

平均のみを記載している。被説明変数である対数賃金は、所定内賃金を所定内労働時間で

除した賃金率の自然対数である。賃金率は、消費者物価指数でデフレートした上で、上位 1％
と 400 円未満の金額となるサンプルを落としている。 
 表 2 は、離職期間ごとの雇用形態と賃金率である。離職期間が 0 年、すなわち離職経験

がない場合は、正規雇用の割合が約 6 割と最も高くなっているが、離職期間が 1 年となる

と正規雇用の割合が 1／2 を下回り、パート・アルバイトの割合が最も高くなることがわか

る。そして、5 年目以降に変動があるものの、離職期間が長くなるほど正規雇用の割合が低

下し、パート・アルバイトの割合が上昇している。賃金については、離職期間がない場合

において最も賃金率が高く、離職期間が 2 年目まで徐々に低下するが、3 年目以降は離職期

間と賃金率の関係には系統だった関係が見出せない。 
 以下では、賃金関数を推定することにより、 
 
3．推定結果 
 表 1 は、時間あたり賃金の対数値を被説明変数とした賃金関数の推定結果である。一行

目は、OLS による推定結果である。OLS では、勤続年数および正規雇用経験年数が増加す

るとそれぞれ賃金が上昇することがわかる。しかし、離職期間による影響はほとんど観察

されない。ただし、勤続年数と離職期間の交差項が有意に賃金率を低下させている。すな

わち、離職期間が長くなるほど勤続年数が増加するごとの賃金率の伸びが小さくなってい

ることがわかる。雇用形態については、正規雇用との比較で賃金率が派遣で 18%程度高く

なっている一方で、パート・アルバイトで約 16％、嘱託では約 21％それぞれ賃金率が低く



なっている。そのほかの結果としては、職種についてやはり専門職や管理職で賃金率が高

くなっていること、教育水準について高校以下の場合より短大・高専で約 6％、大学以上で

約 11％賃金率が高くなっていることなどが観察される。また、5 歳以下の子どもおよび 6
～10 歳の子どもがいる場合有意に賃金が高くなっている。 
 次に、2 列目は GLS による推計結果である。離職期間の影響は小さく、勤続年数と正規

雇用経験年数がん長くなると賃金率が上昇している。また、勤続年数と離職期間の交差項

が負の影響が観察され離職期間が長くなると勤続に対する賃金の上昇幅が小さくなってい

る。これらの結果は OLS の結果とほぼ同じとなっている。また、雇用形態や職種について

も OLS の推定結果と同様な結果となっているが、5 歳以下の子どもおよび 6～10 歳の子ど

もの有無についての有意な影響が観察されなくなっている。 
 3 列目は、固定効果モデルによる推計である。固定効果モデルによる推定量は、説明変数

と個別効果に相関がある場合においても不偏推定量となるが、GLS の推定量は不偏性を満

たさない。「固定効果モデルと GLS の推定量に差がない」という帰無仮説についてのハウ

スマン検定を行った結果(ハウスマン検定 1)、帰無仮説が棄却されたため説明変数と個別効果

に相関があり、GLS の推定量に偏りがあると考えられる。だが、その固定効果モデルの結

果からは、勤続年数、離職期間、正規雇用経験年数、非正規雇用経験年数等の内生変数と

考えられる説明変数は、標準誤差が大きくどれも有意な影響となっていない。ただし、雇

用形態について派遣の場合は、固定効果モデルにおいても有意に賃金率が高くなっている。 
 最後の 4 列目は、IV/GLS による推定量である。まず、「IV/GLS と GLS の推定量に差が

ない」という帰無仮説は棄却されており(ハウスマン検定 1)、操作変数法による推定が適切

であると考えられる。そして、「IV/GLS と固定効果の推定量に差がない」という帰無仮説

は棄却されないため(ハウスマン検定 2)、より効率的な推定量である IV/GLS の推定量が支

持されている。次に、過剰識別検定は、もともとの賃金関数の誤差項と操作変数の相関に

ついての検定であるが(Wooldridge 2002)、ここで用いた操作変数が誤差項と相関していな

いことが棄却できないことを示している。すなわち、IV/GLS での操作変数は適切であると

判断できる。従って以上の検定の結果、IV/GLS は、誤差項と説明変数の相関を考慮したモ

デルであり、他の推計方法より適切な推計方法であるといえる。 
 IV/GLSの推定結果からは、他の推定と異なり離職期間が長くなることにより有意に賃金

率が低下していることがわかる。その係数から 1 年間離職期間が長くなると約 3％賃金率が

低下することがわかる。従って、OLSやGLSでは、離職期間と誤差項に正の相関があり、

推計に偏りが出ていたと考えられる4。また、他の推計と同様に、勤続年数と離職期間の交

差項は負に有意な影響を与えており、この係数はOLSやGLSでの係数より絶対値で倍以上

大きくなっている。勤続年数の係数が他の推定より小さくなっており、有意な影響でなく

なっているが、正規雇用経験年数はIV/GLSにおいても有意な影響を与えている。非正規雇

                                                  
4 なお、固定効果モデルでの離職期間の係数は正の値をとっているのは、標準誤差が約 0.1
と他の推計よりかなり大きい数値をとっていることが理由であろう。 



用経験年数が有意な影響を与えていないことからも、主に正規雇用での経験が賃金の上昇

につながっているといえる。そして、内生変数と考えられる雇用形態については、他の推

計と同様に派遣の場合は有意に賃金が上昇するが、OLSやGLSにおいて有意に負の値をと

っていたパート・アルバイトの係数がIV/GLSでは絶対値で大きく低下し有意な影響ではな

くなっている。パート・アルバイトの選択と他の個人属性の間に負の相関があったと考え

られる。パート・アルバイトの賃金の低さは、観察されない個人属性や家事や育児との両

立などその他の要因によるものではないかと考えられる。その他の説明変数については、

OLSやGLSで有意に賃金を上昇させていた、大学や短大・高専といった高等教育による影

響はIV/GLSでは大きく低下しており、個別効果を考慮に入れた場合教育の効果は小さく推

計されている。この結果は、観察されない能力と高等教育への進学に正の相関があること

により教育の効果が過大推計されているというよく指摘される議論に親和的である。しか

し、男性についてまったく同じ分析を行ったところ、IV/GLSモデルにおける大学以上の教

育水準の影響はOLSやGLSで推計結果より大きくなっており、男性と女性で教育が賃金に

与える影響が異なっていることが示唆される5。 
 以上、Hausman and Taylor (1991)による IV/GLS による推定が他の推定より有効であっ

たが、その推定結果からは、女性の離職期間が 1 年長くなると約 3%賃金率が低下する上、

離職期間が長くなるほど再就職後の勤続年数による賃金の伸びが小さくなるということが

わかった。 
 

 

4．おわりに 
 本稿では、パネルデータを用いて女性の離職期間による賃金率の低下について推計を行

った。しかし、離職を経験した場合の賃金の低下は、労働市場における賃金が低い労働者

ほど離職を行いやすいために生じている可能性や、留保賃金が高い女性の離職期間が長く

なる可能性がある。このような内生性の問題を考慮するため、労働者個人の個別効果を考

慮した操作変数法による一般化最小二乗法(IV/GLS)により、離職期間による賃金率の低下

の推計を行った。OLSやGLSの推計では離職期間によるは有意な影響は観察されなかった

が、IV/GLSによる推計では離職期間が 1 年延びるごとに賃金率が約 3％低下することがわ

かった。OLSやGLSでは観察されなかった離職期間による賃金の低下が、個別効果を考慮

したIV/GLSされる理由は、離職期間が長い女性の留保賃金が高いことが理由であると考え

られる6。なお、一般的に考えられてきた家事や育児と両立しやすいパート等の雇用形態を

                                                  
5 Hausman and Taylor(1991)におけるアメリカの事例では、教育年数の効果は OLS や

GLS の場合より IV/GLS で大きくなっており、日本の男性の推定結果と同様の結果となっ

ている。 
6 この場合、就業を行う女性のみ観察されるというサンプルセレクションバイアスが発生し

ていると考えられる。本稿の推計においてこのサンプルセレクションバイアスが十分に除

去されているかどうかの検討は今後の課題であるが、Heckman の 2 段階推定を行った結果



とることが低賃金となると考えられてきたが、OLSやGLSの推計で観察されたパート・ア

ルバイトの雇用形態による賃金の低下は、IV/GLSでは観察されない。また、Mincer and 
Ofek (1982) のアメリカの有配偶女性の分析では、再就職後の勤続年数による賃金の伸びは、

初職での伸びより大きいものであったが、IV/GLSの分析では、離職期間が長くなるほど再

就職後の勤続年数による賃金の伸びが小さくなっていた。 
 以上の分析結果から考察を行うと、女性が出産・育児等の理由により離職した場合、離

職期間が長くなるほど賃金が下がり、また再就職後の賃金の伸びも小さくなる。従って、

女性の出産・育児等による離職は、継続的な賃金の低下を生んでいるといえる。 

                                                                                                                                                  
は、本稿の OLS 推計の結果とほとんど変わらなかった。 
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図 1 子どもの出生年別母親の就業 

 

出所：国立社会保障・人口問題研究所(2007) 
 



 
表 1 基本統計量 

連続変数 平均 標準偏差   

対数賃金 6.96  0.46   

勤続年数 6.44  7.45   

離職期間 3.71  5.64   

勤続年数×離職期間 17.79 43.97   

正規雇用経験年数 8.81  8.17   

非正規雇用経験年数 4.49  5.31   

2 値変数 平均 2 値変数 平均

雇用形態  企業規模  

正規雇用 0.398 500 人以上 0.234 

派遣 0.046 30 人未満 0.310 

契約社員 0.071 30 人以上 500 人未満 0.396 

パート・アルバイト 0.471 公官庁 0.059 

嘱託 0.014    

  教育  

 職種  高校以下 0.527 

事務 0.320 短大高専 0.245 

販売 0.172 大学以上 0.155 

サービス 0.182 その他専門等 0.073 

運輸・通信・保安 0.007 有配偶 0.102 

作業者 0.111 ５歳以下の子ども 0.150 

専門・技術 0.204 6～10 歳の子ども 0.649 

管理職 0.005    

  調査年  

  ２００５年 0.215 

  ２００６年 0.196 

  ２００７年 0.194 

    ２００８年 0.184 

 



表 2 離職期間別女性の就業形態と平均賃金 

離職期間(年) 正規雇用 契約社員 
パート・

アルバイト
派遣社員 嘱託 計 平均賃金 サンプル数

0 58.4  7.4  27.0 6.3  1.0  100 1333  1,427 

1 35.3  10.9  44.9 5.1  3.8  100 1232  156 

2 22.4  0.8  73.6 1.6  1.6  100 980  125 

3 23.9  1.5  73.9 0.7  0.0  100 1023  134 

4 22.7  12.0  62.7 2.7  0.0  100 997  75 

5 30.2  6.3  55.6 6.3  1.6  100 1151  63 

6 11.2  7.9  79.8 0.0  1.1  100 934  89 

7 9.2  3.1  87.7 0.0  0.0  100 954  65 

8 18.3  14.8  58.3 6.1  2.6  100 1071  115 

9 8.3  0.0  83.3 3.3  5.0  100 1203  60 

10～14 12.0  7.7  73.7 5.5  1.1  100 962  274 

15～19 16.1  6.8  75.4 0.0  1.7  100 1084  118 

20～    11.5  0.0  88.5 0.0  0.0  100 906  78 

計 39.1  6.9  48.0 4.7  1.3  100 1189  2,779 

注 1) 離職期間の 25 歳以上の無業の期間の合計である。 
注 2) 20 歳以上 60 歳以下の女性雇用労働者を対象とした。 
注 3) 「賃金＝所定内給与／所定内労働時間」の時間当たりとし、上位 1%および 400 円満のサンプルを除い

た。 
 出所：ＫＨＰＳ（2004－2008）から作成した。 

 



表 3 推定結果：女性 20－60 歳の雇用労働者 

OLS GLS Fixed Effect IV/GLS 被説明変数： 

時間あたり賃金の自然対数 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✝ .0156 [.0016] *** .0145 [.0021] *** .0087 [.0089]  .0075 [.0053]  

離職期間✝ -.0002 [.0020]  -.0011 [.0027]  .0133 [.0969]  -.0298 [.0117] * 

勤続年数×離職期間✝ -.0006 [.0002] * -.0007 [.0003] * -.0016 [.0014]  -.0018 [.0008] * 

正規雇用経験年数✝ .0046 [.0015] ** .0063 [.0020] ** .0582 [.0649]  .0287 [.0084] **
非正規雇用経験年数✝ -.0011 [.0018]  -.0033 [.0023]  .0140 [.0658]  -.0115 [.0105]  

雇用形態（正規雇用）  

派遣✝ .1851 [.0351] *** .2008 [.0434] *** .2555 [.0689] *** .2625 [.0611] ***
契約社員✝ .0293 [.0434]  .0741 [.0517]  .1856 [.0783] * .1877 [.0508] ***
パート・アルバイト✝ -.1594 [.0246] *** -.1175 [.0290] *** -.0036 [.0532]  -.0039 [.0407]  

嘱託✝ -.2104 [.0504] *** -.2004 [.0593] ** -.1733 [.1200]  -.1781 [.0853] * 

 職種(事務) 
販売 .0044 [.0279]  .0248 [.0323]  .0707 [.0467]  .0738 [.0348] * 

サービス -.0002 [.0232]  -.0046 [.0262]  -.0022 [.0422]  .0211 [.0344]  

運輸・通信・保安 .4162 [.1760] * .3614 [.1978] + .4213 [.2842]  .4089 [.1169] ***
作業者 -.1559 [.0258] *** -.1274 [.0312] *** -.0440 [.0550]  -.0584 [.0419]  

専門・技術 .1467 [.0241] *** .1373 [.0303] *** .0849 [.0551]  .0993 [.0376] **
管理職 .6269 [.1373] *** .6029 [.1603] *** .0170 [.0410]  .2299 [.1951]  

企業規模（500 人以上） 

30 人未満 -.0360 [.0232]  -.0154 [.0251]  .0557 [.0412]  .0156 [.0318]  

30 人以上 500 人未満 .0031 [.0205]  .0173 [.0215]  .0625 [.0292] * .0327 [.0275]  

公官庁 .0361 [.0356]  .0336 [.0364]  .0676 [.0481]  .0279 [.0467]  

教育（高校以下） 

短大高専 .0639 [.0216] ** .0608 [.0301] *    .0257 [.0506] + 

大学以上 .1106 [.0258] *** .1309 [.0361] ***    .0808 [.0629]  

その他専門等 .0348 [.0345]  .0346 [.0480]     -.0209 [.0782]  

          

有配偶 -.0272 [.0215]  .0468 [.0284] + .0307 [.0461]  .0152 [.0356]  

5 歳以下の子ども .0709 [.0323] * -.0095 [.0273]  .0895 [.0637]  .0756 [.0431]  

6～10 歳の子ども .0650 [.0246] ** .0599 [.0373]  -.0141 [.0597]  -.0277 [.0474]  

定数項 6.8361 [.0346] *** 6.7978 [.0415] *** 6.1975 [1.0389] *** 6.8534 [.1354] ***
修正 R2 0.2944       

ハウスマン検定 1 chi2(25)= 58.83  chi2(28)=51.26
  

  
Prob>chi2= 0.0002 Prob>chi2= 0.0047

ハウスマン検定 2 chi2(25)=6.89 

  
  

Prob>chi2=0.999
過剰識別検定   chi2(16)＝10.231
(Sargan-Hansen statistic)    Prob>chi2=0.8543
サンプルサイズ 780  780  780   780  

obs 2435  2435  2435   2435  



注 1：✝は、 IV/GLS モデルにおいては、内生変数として操作変数法で推定されている。操作変数としては、

母親の教育水準、15 歳時点の母親の就業状態、初職での産業それぞれについてのダミー変数である。 

注 2：ハウスマン検定 1 は、「GLS 推定量と差がない」という帰無仮説を検定している。 

注 3：ハウスマン検定 2 は、「固定効果モデルによる推定量と差がない」という帰無仮説を検定している。 

注 4：そのほかの説明変数として、年齢および年齢の 2 乗、年ダミー、有配偶ダミー、5 歳以下の子どもの有

無ダミー、6～10 歳の子どもの有無ダミー、定数項を用いている。 

注 5：OLS、GLS、固定効果モデルでは、ロバスト・スタンダード・エラーを推計した。なお、有意水準につ

いて「 ** …P 値<0.01, * …P 値<0.05, + …P 値<0.10」である。そのほか以上の説明変数以外に、パネルデ

ータの調査年ダミー変数が入れられている。 

 



補論 離職期間、正規雇用経験年数、非正規雇用経験年数の作成について 

「慶応義塾家計パネル調査(KHPS)」では、初回の 2004 年調査に就業履歴を尋ねている。

下の表はその記入例である。本研究では、自身の年齢より前の年齢の欄ですべてのカテゴ

リーで空白となっている年齢を無業期間と考え、25 歳以上の無業の期間の合計を 2004 年

時点での離職期間とした。そして、2005 年以降の各年の調査で無業となっている場合、そ

の離職期間が 1 年ずつ増える。正規雇用経験年数は学生の期間を含まない 18 歳以降の正規

雇用と記入している期間の合計であり、その期間の合計について 2005 年以降はパネルデー

タで正規雇用の場合 1 年ずつ加えている。非正規雇用経験年数は、臨時雇用と記入してい

る期間について正規雇用経験年数と同様の方法で作成した。なお、正規雇用と臨時雇用の

両方に記入があった場合は、正規雇用経験年数とした。 
 

記入例  現在、45 歳の女性で      18-22 歳  大学就学 
     右記のような方は        22-26 歳  正規社員として就業 
                     26 歳    転職 
                     26-30 歳  正規社員として就業 
                     34-35 歳  求職活動 

                        35 歳-現在 パートで就業 
主な活

動項目 
満年齢 

通 学 求 職 
活 動 

臨 時 
雇 用 

正 規

雇 用

自営業

自由業
内 職

家 族

従業者

転 職

転 籍

18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
25         
26        ○ 

27         
28         
29         
30         
31         
32         
33         
34         
35         
36         
37         

以下、68 才まで続く。 


