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中国における国有企業と非国有企業間の賃金格差およびその決定要因

馬 欣欣 *

[要 旨]

本稿では、中国における国有企業と非国有企業間の賃金格差およびその決定要因について、

1995 年と 2002 年中国都市部家計調査の個票データを用いた実証分析を行った。主な結論は以

下の通りである。第一に、国有企業と非国有企業間の賃金格差が存在する。低、中賃金層に比

べ、高賃金層の場合、賃金格差は小さい。第二に、教育年数のリターンは低賃金層では国有企

業が非国有企業より高い。一方、高賃金層では国有企業が非国有企業より低い。党員の賃金プ

レミアムは、非国有企業が国有企業より大きく、また国有企業、非国有企業においても、政治資本

の影響は低賃金層が高賃金層より大きい傾向にある。第三に、賃金決定制度の差異は、国有企

業と非国有企業間の賃金格差の主な要因である。高賃金層に比べ、低賃金層では賃金決定制

度の差異が賃金格差に与える影響は大きい。
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１．はじめに

中国において、市場経済期に国有部門と非国有部門間の賃金格差は拡大している（陳,

Demurger and Fournier 2005; 張・薛 2008；薛 2008；尹・甘 2009）。国有部門と非国有部

門間の賃金格差は 2 種に分けられる。一つは公共部門（public sector)と非公共部門（private

sector)1 間の賃金格差である。この問題は公務員と企業の賃金決定制度の差異に関連する。もう

一つは国有企業（SOE)と非国有企業(non-SOE)2間の賃金格差である。本稿では後者に着目し、

国有企業と非国有企業間の賃金格差およびその決定要因に関する実証分析を行う。

本稿の研究意義は以下の通りである。国有企業と非国有企業間の賃金格差（以下では、「賃

金格差」と略称する場合もある）は市場経済期の労働市場における新しい問題として、中国企業

の所有制改革に関連する。中国都市では、計画経済期に国有部門（政府機関、事業単位3、国

有企業と集団企業）のみが存在した。一方、市場経済期に企業所有制形態が大きく変化した。企

業所有制変化の主な特徴が以下のような 2 点である。一つは個人企業、民営企業、外資企業な

どの非国有企業が増加した。もう一つは国有企業の改革が進められた結果、中小型の国有企業

が民営化されたが、大型国家企業が依然としては存在しており、国家政府の資金調達などの政

策に優遇されている。非国有企業は競争市場に直面し、市場原理に従って労働者の人的資本を

重視する賃金制度を実施する一方、国有企業の賃金制度は従来の年功賃金の影響を受けてい

る(Bowles and White 1998、牧野・羅 1999；馬 2009a)。賃金決定システムが異なるため、国有企業

と非国有企業間の賃金格差が生じると考えられる。また、国有企業と非国有企業における労働者

が持つ人的資本（例えば、教育年数、経験年数など）の差異も賃金格差に影響を与えると考えら

れる。本稿の実証分析を通じて、賃金決定制度の差異、および人的資本の量の差異はそれぞれ

どの程度国有企業と非国有企業間の賃金格差に影響を与えるかを数量的に明確することができ、

企業所有制が賃金決定制度を通じて賃金に与える影響を明らかにすることができる。

上記により、市場経済期における国有企業と非国有企業間の賃金格差に関する実証分析が

重要な課題となっているが、現在までに両者間の賃金格差およびその決定要因に関する計量分

析は少ない。以下では、この課題に関連する実証分析を概観する4。まず所有制形態別の賃金構

1 公共部門は政府機関、事業単位であり、非公共部門は国有企業、集団企業、民営企業、外資企業

である。
2国有企業は全民所有制企業であり、中央国有企業と地方国有企業を含むものである。非国有企業は

集団企業、民営企業、外資企業である。また、民営企業は個人企業と私営企業の 2 種に分けられる。

現在の中国で個人従業員7人以下を個人企業、8人以上を私営企業、両者を合わせて民営企業と定

義される。本稿の分析では国有企業と非国有企業については、用いた1995、2002年中国都市家計調

査の質問項目に基づいて分類した。具体的に説明すれば、1995 年の場合、中央全民所有制、地方

全民所有制を国有企業とし、それ以外の企業所有制（個人企業、私営企業、外資企業、集団企業、そ

の他の企業）を非国有企業とした。2002 年の場合、中央国有企業、地方国有企業、国家独資株式会

社を国有企業とし、それ以外の所有制企業を非国有企業とした。
3中国の事業単位とは、政府機関以外の公共部門である。例えば、病院、学校、研究機関などである。
4 国有企業と非国有企業間の賃金格差に関する実証分析を少ないため、ここで政府部門を含む所有
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造については、Dong and Boewl(2002)は 1998 年中国軽工業部のデータを活用し、国有企業、郷

鎮企業、民営企業、外資企業の賃金関数を推定し、企業所有制ごとに教育年数と経験年数のリ

ターンが異なることを示している。邢（2005, 2006，2007)は、国有企業、集団企業、民営企業、外

資企業の賃金構造を分析し、外資企業で教育のリターンが一番大きいと述べている。尹・甘

(2009)は中国住民栄養と健康調査（CHNS)の調査データを用い、OLS とパネルデータのランダム

効果モデルによる分析結果、2000～06 年期間に賃金は公共部門（政府機関、事業単位）が非公

共部門（国有企業、集団企業、個人企業、民営企業、外資企業）より 13.48％高くなり、人的資本、

経験年数のリターンは公共部門が非公共部門より低いと述べている。馬(2009a)は、1995 年と

2002 年中国都市家計調査の個票データを用い、国有企業、集団企業、外資・民営企業の賃金

構造に関する実証分析を行い、2 時点とも、年齢の影響は外資・民営企業が一番小さく、各所有

制企業において、いずれも市場経済の改革に伴って人的資本の影響が大きくなるが、人的資本

の影響は外資・民営企業が一番大きいことを明示している。ただし、以上の先行研究は企業所有

制形態別の賃金構造に関する分析にとどまっており、賃金格差の決定要因に関する分析は行わ

れていない。企業所有制間の賃金格差の決定要因については、以下のような３つの研究が挙げ

られる。陳, Demurger and Fournier(2005)は、1995 年中国都市家計調査のデータを活用し、標本

の非ランダムのバイアスを修正した賃金関数を推定し、Blinder-Oaxaca 要因分解を行った結果、

賃金水準は国有企業と外資企業が集団企業より高く、賃金決定制度と労働時間の差異が賃金格

差に与える影響が大きいことを明示している。薛（2008）は中国住民栄養と健康調査（CHNS)の調

査データを用い、国有部門（国家機関、事業単位、国有企業）と非国有部門（集団企業、個人企

業、民営企業、外資企業など）の賃金格差に関する Blinder-Oaxaca 要因分解を行い、国有部門、

非国有部門では、市場化の改革に伴って人的資本の影響がいずれも大きくなるが、制度の差異

が両者間の賃金格差に影響を与えると述べている。張・薛（2008）は、2005 年三省（上海、淅江、

福建）の家計変化と財産の世代間の移動（PSFD)の調査データを用い、国有部門と非国有部門

の賃金格差に関する Blinder-Oaxaca 要因分解、 Machado-Mata 要因分解を行い、人的資本の

差異が国有部門と非国有部門間の賃金格差に 80％寄与し、賃金が高くなるほど人的資本の差

異の影響が大きくなる一方、制度の差異の影響が小さくなることを示している5。

先行研究に比べ、本稿の特徴は以下の通りである。第一に、賃金格差に関する従来の実証分

析において、平均値のみを用いた分析が多い。しかし、賃金分布により人的資本のリターンが異

なる（張 2006）。そのため、賃金分布ごとに国有企業と非国有企業間の賃金格差が異なると考え

られる。本稿では、賃金の平均値を用いた分析のみならず、賃金分布からみた賃金格差および

その決定要因に関する分析も行う。本稿の分析に一番近い張・薛（2008）の研究では、賃金分布

制形態間の賃金格差に関する先行研究をまとめっている。
5 薛（2008）と張・薛（2008）の分析対象は本稿と異なることを留意しておく。薛（2008）と張・薛（2008）は、

国有部門（国家機関、事業単位、国有企業）と非国有部門（集団企業、個人企業、民営企業、外資企

業など）に関する分析に対して、本稿は国家機関と事業単位を除いた国有企業と非国有企業に関す

る分析である。
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からみた国有部門と非国有部門間の賃金格差に関する分析が行われたが、この研究に若干問

題点が残っている。まず、張・薛（2008）は国有部門と非国有部門間の賃金格差に着目している

が、国有部門は政府機関、事業単位と国有企業の 3 種を含まれているため、この研究は国有企

業と非国有企業の賃金格差に関する厳密な分析となっていない。次に、欧米の先行研究6で時間

当たり賃金率を用いた分析が多いが、張・薛（2008）は月給を被説明変数にしているため、労働時

間の差異を考慮していない。さらに、張・薛（2008）の研究は三省（上海、淅江、福建）のみに関す

る実証分析であるため、全国の状況は明確ではない。それに対して、本稿では大規模な中国都

市部家計調査（1995、2002 年中国都市家計調査）の個票データを用い、中国における国有企業

と非国有企業間の賃金格差に着目し、時間当たり賃金率を被説明変数にした実証分析を行う。

第二に、先行研究では人的資本に関する分析は大多数であり、政治資本が注目されていない。

しかし、中国国有企業の特徴の一つは党員制度である。党員になったことは労働者の政治資本と

して賃金に影響を与え、また企業所有制ごとに政治資本が賃金に与える影響が異なると考えられ

る。そのため、政治資本が国有企業と非国有企業間の賃金格差に影響を与えると推測している。

計量分析を通じて政治資本の影響を考察することは、本稿のもう一つの特徴である。

本稿の目的は、計量分析を通して、（１）平均値と賃金分布からみた国有企業と非国有企業間

の賃金格差はどの程度になったか、（２）人的資本と政治資本がどの程度国有企業と非国有企業

のそれぞれの賃金に影響を与えるか、（３）人的資本と政治資本がどの程度国有企業と非国有企

業間の賃金格差に影響を与えるか、などの３つの問題を明らかにすることにある。なお、本稿では、

1995、2002 年の 2 時点に関する実証分析を行うため、市場化の進展に伴って賃金格差およびそ

の決定要因の変化を考察することができる。

本稿の構成は以下の通りである。第１節では、個票データから観察された国有企業と非国有企

業間の賃金格差の状況を述べる。第 2 節で仮説検証のための計量分析の枠組みについて説明

する。第 3 節では、この分析の枠組みに基づく計量分析を行い、最後に結論と政策示唆をまとめ

る。

２． データから観察された国有企業と非国有企業の賃金格差の状況

（１） 個票 データについて

本稿では、中国社会科学院・経済研究所と中国国家統計局が実施した 1995、2002 年中国都

市家計調査（以下では、CHIP1995、CHIP2002 と呼ぶ）の個票データを用いる。２つの調査は、中

国国家統計局の都市社会経済調査総隊が実施した都市家計調査の標本から無作為抽出し、

1995 年に 6931 世帯 21694 人の個人に対する調査、および 2002 年に 6835 世帯 20632 人の個

6 欧米の先行研究において、国有部門と民営部門の賃金格差に関する実証分析のサーベイについて

は、Ehrernberg and Schwarz(1986)を参照されたい。また、中央政府部門と民営部門の賃金格差に関

するサーベイについては、Bender(1998)を参照されたい。
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人に対する大規模な家計調査である。CHIP1995およびCHIP2002によって、労働者個人の豊富

な情報（例えば、時間当たり賃金率、学歴、職業、企業所有制など）を用いて分析することは可能

である7。

サンプルの選定について、本稿では国有企業と非国有企業間の賃金格差に着目するため、サ

ンプルを16～60歳の雇用者に限定し、また時間当たり賃金率がゼロとなっているサンプルを除外

し、経営者および自営業主を除き、欠損値も除外する。計量分析で用いた標本数については、

1995 年の場合、男女計は 10546 人、うち国有企業は 8706 人、非国有企業は 1840 人である。

2002 年の場合、男女計は 6643 人、うち国有企業は 3398 人、非国有企業は 3145 人である。

次に変数の設定について説明する。時間当たり賃金率を被説明変数として用いる。これは年

間賃金総額給を対応する労働時間で割ったものである。賃金総額は基本給、ボナース、手当、

他の労働収入（生活補助金を除き）、実物収入（金額に換算したもの）によって構成されており、

移転所得、金融資産、現物所得は含まれていない。説明変数の設定は、以下のとおりである。第

一に、人的資本要因については、教育年数、経験年数、経験年数二乗を人的資本の代理指標と

して設定している。第二に、近年の実証分析では、職種、産業が広義の人的資本要因として用い

られる（小野 1989；馬 2007）。本稿では、職種ダミー8、産業ダミー（製造業ダミー）を設定している。

第三に、党員ダミーを政治資本の代理指標として設定している。第四に、その他の要因、例えば

性別、民族性、婚姻状況も賃金に影響を与えるため、男性ダミー、少数民族ダミー、既婚ダミーを

設定している。第五に、地域ごとにマクロ経済要因や所得格差などの相違をコントロールするため、

調査票の地域ブロックに関する質問項目に基づいて、地域ダミーを北京、遼寧、江蘇、安徽、河

南、湖北、広東、四川9、雲南、甘粛の 8地域に分けて設定している。

（２） 記述統計にみる国有企業と非国有企業間の賃金格差の状況

本節では国有企業と非国有企業の賃金格差の状況について、データから観察されたものをま

とめる。

まず企業所有制ごとに各要因の平均値をみる（表1）。表1によれば、以下のことが示される。第

一に、2 時点とも、時間当たり賃金率の対数は、国有企業（1995 年 1.09、2002 年 1.52）が非国有

企業（1995 年 0.79、2002 年 1.16）より高く、また 1995 年に比べ、2002 年の場合、両者間の賃金

格差は大きくなっている。市場化の改革に関わらず、国有企業と非国有企業の賃金格差の問題

が改善されず、むしろ両者間の賃金格差が拡大していることが示された。第二に、人的資本を検

7 1995 年、2002 年中国都市家計調査（CHIP1995、CHIP2002）を用いた中国の所得格差に関する実

証分析は既に学術雑誌および書籍で掲載された（例えば、Gustafsson and Li 2000； 李・史・古 2008

など)。CHIP1995 および CHIP2002 調査の信頼度は高こと判断できる。
8 職種ダミーについては、CHIP1995、CHIP2002 の職種に関する質問項目に基づいて、職種を管理職、

技術職、事務職、現場生産職、その他の職の 5 種に分けて設定している。
9 CHIP1995 で四川省のみを調査したが、CHIP2002 で四川省と重慶市に分けて調査した。分析では

CHIP1995 に対応するため、CHIP2002 の場合、四川省と重慶市を統一した四川省ダミーを設定した。
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討する。平均教育年数は国有企業（1995 年 11.14 年、2002 年 11.18 年）が非国有企業（1995 年

9.47年、2002年10.47年）より多く、1995年に比べ、2002年の場合、平均教育年数における国有

企業と非国有企業間の差異が小さくなっている（1995 年 1.67、2002 年 0.71）。平均経験年数は、

1995年の場合、国有企業（21.48年）と非国有企業（21.51 年）間の差異が小さいが、2002 年の場

合、国有企業における労働者の平均経験年数（21.58 年）が非国有企業（18.43 年）より長い。経

過年とともに、教育年数における国有企業と非国有企業間の差異が縮小している一方、経験年

数における両者の差が大きくなっている。第三に、政治資本について、党員の割合は、いずれも

国有企業（1995年と 2002年は各28％）が非国有企業（1995年 11％、2002年 15％）より多い。国

有企業と非国有企業において、政治資本の量における国有企業と非国有企業間の差異が存在

することがわかった。第四に、男性の割合は国有企業（1995 年 55％、2002 年 61％）が非国有企

業（1995 年 40％、2002 年 51％）より多い。女性が非国有企業に集中し、男性が国有企業に集中

することがうかがえる。

――― 表１の挿入―――

次に、非国有企業の賃金が国有企業の賃金に占める割合を両者間の賃金格差とした場合、

賃金格差の状況を図1（学歴別）、図2（年齢階層別）、図3（党員非党員別）で表しており、以下の

ことが示された。第一に、人的資本別の賃金格差については、賃金格差は、大卒の場合（1995年

が95.2％、2002年が89.1％）が一番小さく、小学卒の場合（1995年が75.5％、2002年が77.3％）

が一番大きい。2 時点とも教育水準が高くなるほど両者間の賃金格差が小さくなる。また、高齢者

（50～59 歳代）に比べ、若年層（20～29 歳代）の場合、両者間の賃金格差が小さい。第二に、非

党員（1995 年が 74.5％、2002 年が 76.9％）に比べ、党員の場合（1995 年が 82.7％、2002 年が

85.9％）、国有企業と非国有企業間の賃金格差が小さい。

――― 図１、図２、図３の挿入―――

国有企業と非国有企業の賃金率の分布（Kernel 分布と正規分布）を図 4で示している。2時点

とも、賃金分布の尖度は国有企業が非国有企業より大きい。また、賃金分布の歪度は非国有企

業が国有企業より大きく、つまり賃金の分散は非国有企業が国有企業より大きい。企業内の賃金

格差は非国有企業が国有企業より大きいことが示された。

――― 図４の挿入―――

以上のクロス集計の結果によれば、国有企業と非国有企業における人的資本と政治資本の量

が異なること、人的資本と政治資本ごとに賃金格差の状況が異なること、国有企業と非国有企業

の賃金分布の差異が存在することが観察された。しかし、これらの国有企業と非国有企業間の賃

金格差の状況は、人的資本、政治資本などの各要因を統御していない場合の集計結果であるた

め、人的資本と政治資本の量の差異がどの程度国有企業と非国有企業間の賃金格差に影響を
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与えるか、また、賃金決定制度の差異がどの程度両者間の賃金格差に影響を与えるかは明確で

はない。以下では推定モデルを用いて賃金格差に関する計量分析を行い、これらの問題を解明

する。

３．計量分析の枠組み

本稿では実証分析の手順としては、まず OLS 推定と分位点回帰分析のモデル（Quantile

regression model ）を用いて平均値と賃金分布からみた国有企業と非国有企業間の賃金格差を

計測する。次に、国有企業と非国有企業の賃金構造を解明するため、二部門の賃金関数を推定

し、人的資本と政治資本の影響を考察する。賃金関数の推定では標本の非ランダム性の問題に

対応するため、Heckman(1979)と Lee(1978)の選択修正モデルを用いる。最後に Blinder-Oaxaca

(Blinder 1973; Oaxaca 1973)モデルと Machado-Mata モデル（Machado and Mata 2005 ）を用い

て要因分解を行い、国有企業と非国有企業間の賃金格差の決定要因を解明する。以下では、こ

れらのモデルを定式化する。

まず、平均値を用いた OLS推定式は(１)式で示す。

prpuLnW  = XSOE 21   + u （１）

SOE ：国有企業ダミー

X ：教育年数、経験年数、経験年数二乗、職種ダミー、産業ダミー、党員ダミー、男性ダミー、

少数民族ダミー、既婚ダミー、地域ダミー

（１）式において、添字 pu 、 pr は国有企業と非国有企業をそれぞれ示す。LnW は時間あた

り賃金率の対数（以下では、「賃金」と略称する）、 SOE は国有企業ダミー、 X は賃金に影響を

与える各要因（例えば人的資本、政治資本など）、 1 と 2 は SOE と X の推定係数、u は平均

0、分散 となる誤差項をそれぞれ示す。 1 は、人的資本と政治資本などの各要因を統御した国

有企業と非国有企業間の賃金格差を意味する。 1 は大きくなるほど両者間の賃金格差が大きく

なることを示す。

賃金分布からみた賃金格差を計測するため、分位点回帰分析モデルを用いる（Koenker and

Bassett 1978; Buchinsky 1998）。第賃金分位点の賃金関数を（２）式で示す。



prpu
LnW


＝ ＋ jj XSOE   1 + u （2）

（2）式において、θは賃金の大きさの指標である。θが大きくなるほど、賃金所得は高くなること

を意味する。例えば、賃金所得の低いほうから、10 のグループに分け、最も賃金分位点が低い第
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１グループを 0.10で示し、最低賃金所得層が第１十分位点となる。


prpuLnW  は第賃金分位点

の条件つき賃金関数、 jX は第賃金分位点において賃金に影響を与える各要因、 j は各賃

金分位点における各要因の推定係数をそれぞれ示す。 1 は、国有企業ダミー SOE の推定係

数であり、これは人的資本と政治資本などの各要因をコントロールした第賃金分位点における

国有企業と非国有企業間の賃金格差を示す。各賃金分位点の 1 を用いて賃金分布ごとに国有

企業と非国有企業間の賃金格差の差異を考察することができる。

次に、二部門の賃金関数の推定モデルを説明する。標本の非ランダム性問題を考慮した修正

モデルを用いる（Lee 1978； Heckman 1979)。修正モデルは（3）式と（4）式の通りである。（3）式

は国有企業と非国有企業の賃金関数、(4)式は国有企業と非国有企業につく確率をそれぞれ示

す。

pupupu XLnW  

prprpr XLnW   (3)

0)1|( * IE pu

0)0|( * IE pr

uZLnWLnWI prpu   )(*
(4）

（3）式と(4)式において、 puLnW と prLnW は国有企業 pu と非国有企業 pr の時間あたり賃金

率の対数、 X は賃金に影響を与える各要因（（１）式と同じ）、 pu と pr はそれぞれの賃金関数

の誤差項を示す。(4）式で
*I は国有企業あるいは非国有企業につく確率を示す。国有企業の労

働者になる場合を「 1* I 」、非国有企業の労働者になる場合「 0* I 」を示す。
*I は puLnW と

prLnW に影響を与える各要因 iX 、およびそれ以外の要因 iZ （本稿では、婚姻状況、転職有

無）によって決定される。 は puLnW と prLnW に影響を与える要因 X の推定係数、 他の

要因 Z の推定係数を示す。（4）式の結果を用いて修正項、つまり逆ミルス比（inverse Mill’s

ratios) pû と pr̂ を算出することができる。それらの修正項を（3）式に代入すると、国有企業と非

国有企業の賃金関数が（3’）式となる（Lee 1978；Heckman 1979)。

pupupupupu XLnW   ˆ

prprprprpr XLnW   ˆ （3’）
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最後に、賃金格差に関する要因分解の推定式を説明する。本稿では、2 種の要因分解のモデ

ルを用いる。平均値からみた賃金格差に関する要因分解で Oaxaca-Blinder(1973)モデルを活用

し、賃金分布からみた賃金格差に関する要因分解で Machado-Mata(2005）モデルを用いる。以

下では、それぞれのモデルについて説明する。

第一に、Oaxaca-Blinder要因分解モデルである（Oaxaca 1973；Blinder 1973)。Oaxaca（1973）、

Blinder(1973)によれば、賃金格差は、労働生産性の要因に基づく賃金格差（人的資本の差異

differentials) と労働生産性の要因が同じでも賃金における取り扱いが異なること（制度的差別

discriminations)の 2種の要因に分けられる。Oaxaca（1973）、Blinder(1973)は、前者は人的資本を

含む各要因の量の違いによる賃金格差（以下では「属性格差」と呼ぶ）、後者は各要因の量の違

いによって説明できない部分に起因する賃金格差（以下では「非属性格差」と呼ぶ)と定義してい

る。

pu と pr は（3’）式で求められた各要因の推定係数であり、 puX と prX は各要因の平均

値であるとすると、賃金格差は、属性格差としての pu （ puX － prX ）あるいは pr （ puX －

prX ）、および非属性格差としての（ pu － pr ） prX あるいは（ pu － pr ） puX に分け

られる。そうすると、（1）式は（5）式、（5）－１式、（5）－２式のように展開される10。（5）－１式、（5）－

２式は標準なOaxaca-Blinder 要因分解式である。

（5）－１式、（5）－２式を用いた分析により、属性格差と非属性格差が平均値からみた国有企業

と非国有企業間の賃金格差への寄与度が計算できる。非属性格差は人的資本や政治資本など

の各要因に対する評価の差異に起因する部分であり、これは賃金決定制度に関連する。そのた

め、非属性格差の寄与度が大きいことは、賃金決定制度の差異（賃金制度による差別的取扱い）

が賃金格差に与える影響は大きいことを意味する。

puWLn － prWLn = pu puX － pr prX （5）

puWLn － prWLn = pu （ puX － prX ）＋（ pu － pr ） prX （5）－１

属性格差 非属性格差

10 Oaxaca-Blinder モデルでは index number の問題が存在することを留意しておく。つまり、比較グル

ープにより計測結果が異なる可能性が存在する。本稿では、（5）－１式と（5）－2 式を用いた分析を行

ったが、二つの計測結果の傾向がほぼ同じである。そのため、第三部分「賃金格差の要因分析」では、

（5）－１式を用いた計測結果のみを掲載している。また、Oaxaca-Blinder モデルで、ダミー変数を用い

た場合、基準グループごとに分解結果が異なる。本稿の分析では、非党員、漢民族、独身者、他の職

種、北京をそれぞれのレファレンスグループとした。
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puWLn － prWLn = pr （ prX － puX ）＋（ pr － pu ） puX (5)－２

属性格差 非属性格差

第二に、Machado-Mata 要因分解モデルである（Machado-Mata 2005）11。Machado-Mata モデ

ルは、Oaxaca-Blinder モデルに基づいたものである。Machado-Mata （2005）によれば、各賃金分

位点において、仮に非国有企業の労働者が国有企業の労働者のような個人属性（人的資本や

政治資本など）を持つと、あるいは労働者が持つ人的資本や政治資本などの各要因に対する評

価は非国有企業が国有企業と同じであれば、非国有企業における労働者の賃金が変わるはず

である。したがって、以下のように新しいデータセットを構築することにより、賃金分布からみた国

有企業と非国有企業間の賃金格差が分解できる。

具体的な分析手順を説明すれば、第一に、n のサンプル（例えば、 321 ,,  ・・・）をランダムに

抽出する。第二に、国有企業のデータセットを用いて推定値 )( i
m  （ ,1i ・・・ n ）を求める。第

三位、非国有企業のデータセットから n のサンプルをランダムに抽出し、非国有企業における労

働 者 の 個 人 属 性 は prX で 示 す 。第 四 に 、非 国 有 企 業 の 労 働 者 の 推測 賃 金 を

「 ,1,)(ˆ  iXWLn pripupr  ・・・ n 」のように算出し、推測賃金を含む非国有企業の新しいデ

ータセットを構築する。このデータセットの意味は、非国有企業の労働者が国有企業の労働者と

同じ評価を受ける場合（つまり、賃金決定制度が同じであると仮定）の推測賃金である。国有企業

の実際賃金のデータセットと非国有企業の推測賃金のデータセットをプ-ルング（pooling)して新し

いデータセットを構築する。このような新たなデータセットに基づいた計測結果を、実際のデータ

セットを用いた推定結果と比較すると、賃金分布からみた人的資本などの各要因の差異（属性格

差）が賃金格差に与える影響を考察することができる。また、（1）から（4）までの手順に類似し、非

国有企業の属性（ prX ）と国有企業の推定係数（ )( pu ）を用いて国有企業の推測賃金

（ ,1,)(ˆ  iXWLn pripupu  ・・・ n ）を算出し、国有企業の推測賃金データセットと非国有企業

の実際賃金のデータセットをプーリング新しいデータセットを構築する。このような新しいデータセ

ットに基づいて計測結果と、実際のデータセットを用いた分析結果を比較し、各賃金分位点で人

的資本などの要因に対する評価（賃金決定制度）の差異（非属性格差）の影響は計測できる。以

上の方法により、賃金分布からみた国有企業と非国有企業間の賃金格差に関する要因分解がで

きる。定式化すれば、分解式は（6）式の通りである（Machado-Mata 2005）。

11 賃金分布に関する他の要因分解の方法に、Kernel 密度分解（Dinardo, Fortin and Lemieux 1996）、

ハザード分析に基づく分解（Donald,Green and Paarsch 2000）、ランク回帰分析法（Fortin and Lemieux

1998）があるが、本稿では近年によく用いられた Machado and Mata(2005)の分解手法を用いている。
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 )()(  prprpupu XX ))(( prpupu XX  ＋ prprpu X))()((   （6）

属性格差 非属性格差

４．計量分析の結果

（１） 国有企業と非国有企業間の賃金格差はどのぐらいか

平均値からみた賃金格差の分析結果を表 2 で表している。賃金分布からみた賃金格差の推定

結果を図 5で示している。分析結果により、以下のことが示された。

――― 表２、図５の挿入―――

まず、平均値からみた賃金格差の分析結果について、人的資本と政治資本を含む各要因が

一定であれば、賃金水準は、国有企業が非国有企業より 21.50％（1995 年）、21.83％（2002 年）

高くなることは明確である。

次に、賃金分布からみた賃金格差の分析結果を検討する。図 5 によれば、各賃金分位点にお

いても、賃金水準は国有企業が非国有企業より高いが、賃金分位点ごとに賃金格差が異なること

が示された。

例えば、２時点とも、低賃金分位点、中賃金分位点に比べ、高賃金分位点の場合、国有企業と

非国有企業間の賃金格差は小さくなる。また、1995 年に比べ、2002 年の場合、高賃金層（第７十

分位以上）において、賃金が高くなるほど賃金格差が小さくなる現象は顕著である。例えば、第 8、

9 十分位点において、1995 年の場合、賃金水準は国有企業が非国有企業の賃金よりそれぞれ

19％、１７％高くなり、2002 年の場合、賃金水準は国有企業が非国有企業よりそれぞれ 14.04％、

10.40％高くなる。

（２） 国有企業と非国有企業の賃金関数に関する推定結果

国有企業と非国有企業の賃金構造の差異を考察するため、それぞれの賃金関数を推定した。

平均値を用いた賃金関数の推定結果を表 3 で示しており、賃金分位点別の賃金関数の推定結

果を表 4 でまとめている。

――― 表３、表４の挿入―――

まず、平均値からみた国有企業と非国有企業の賃金構造の差異をみる。第一に、人的資本の

影響を検討する。教育収益率について、１995 年の場合、教育収益率は国有企業（2.39％）が非

国有企業（3.41％）より低い一方、2002 年の場合、教育収益率は国有企業（4.13％）が非国有企

業（2.58％）より高い。また、経験年数一次項の推定値をみると、1995 年の場合、経験年数が 1年

間長くなれば、国有企業の賃金が 4.38％上昇し、非国有企業の賃金が 5.34％上昇する一方、



12

2002年の場合、経験年数が1年間長くなれば、国有企業の賃金が4.16％上昇し、非国有企業の

賃金が 1.87％上昇する。1995 年から 2002 年にかけて市場化の改革の進展に伴い、国有企業の

場合、人的資本の影響が大きくなる。一方、非国有企業の場合、人的資本の影響は小さくなる傾

向にある。この理由については、以下のことが考えられる。2000 年代以後、非国有企業は都市の

インフォーマルセクターの一部として出稼ぎ労働者と国有企業の再就職者（レイオフ後の再就職

者）の受け皿となっている。国有企業に比べ、非国有企業で非正規雇用者が多いが、非国有企

業での非正規就業の労働供給がその労働需要より大幅に上回り、差別的取り扱いが生じたため、

人的資本のリターンが低くなったと考えられる12。

第二に、政治資本の影響についてみる。国有企業では、1995 年の場合、党員の賃金が非党

員より 3.24％高くなる。一方、2002 年の場合、党員が賃金に有意な影響を与えていない。非国有

企業の場合、２時点とも、政治資本が賃金に与える影響は統計的に有意ではない。市場化の改

革に伴って政治資本が賃金に与える影響が小さくなる傾向にある。

第三に、他の要因の影響を検討する。男女間賃金格差を示す男性ダミーの推定値によれば、

1995 年の場合、男女間賃金格差は国有企業（5.30％）が非国有企業（10.34％）より低いが、2002

年の場合、男女間賃金格差は非国有企業（10.35％）がほぼ変化しない一方、国有企業における

男女間賃金格差（11.82％）が大きくなっている。職種の影響については、現場生産職に比べ、技

術職の場合、1995年において国有企業と非国有企業の賃金がそれぞれ15.39％、17.37％高くな

る一方、2002 年において国有企業と非国有企業の賃金がそれぞれ 11.26％、38.79％高くなる。

高技能者と低技能者間の賃金格差は、非国有企業が国有企業より大きいことが示された。

次に、賃金分位点別の賃金構造を考察する。第一に、人的資本の影響をみる。まず、教育年

数の影響については、国有企業と非国有企業においても、1995年に比べ、2002年の場合、各賃

金分位点における教育収益率は高い。市場化の改革に伴い、企業所有制にもかかわらず、人的

資本が重視されることが示された。２時点とも、低賃金層（第１十分位点）の場合、教育収益率は

国有企業（1995 年 4.41％、2002 年 4.80％）が非国有企業（1995 年 3.86％、2002 年 4.59％）より

高い一方、高賃金層の場合、教育収益率は国有企業（1995年2.30％、2002年3.45％）が非国有

企業（1995 年 3.77％、2002 年 6.09％）より低い。つまり、教育のリターンは低賃金層で国有企業

が非国有企業より高い一方、高賃金層で国有企業が非国有企業より低い。これらの推定結果に

よれば、高賃金層と低賃金層間の賃金格差は、国有企業が非国有企業より小さく、つまり国有企

業で賃金がより平等化する傾向にあることが示された13。これらの分析結果については、国有企業

が計画経済期の平等主義の賃金制度の影響を受けていることが１つの理由として挙げられる（丸

川 2002；馬 2006；山本 2006）。次に、経験年数の影響をみる。経験年数一次項の推定値をみ

12 Meng(2001)、馬（2009c)は、中国の都市部では人的資本のリターンは非正規雇用者が正規雇用者

より低いことを示している。
13 分析対象は本稿と異なるが、張・薛（2008）は、国有部門（国家機関、事業単位、国有企業）と非国

有部門（集団企業、個人企業、民営企業、外資企業など）に関する賃金分位点別の賃金関数を行っ

た結果、非国有部門に比べ、国有部門で賃金が平等化する傾向にあることを示している。
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ると、1995 年の場合、各賃金分位点においても、経験年数が賃金に与える影響は非国有企業が

国有企業より大きい。一方、2002 年の場合、各賃金分位点においても、経験年数が賃金に与え

る影響は国有企業が非国有企業より大きい14。

第二に、政治資本の影響を検討する。２時点とも、中低賃金層（第６十分位以下）において、政

治資本が賃金に与える影響は非国有企業が国有企業より大きく、つまり、党員の賃金プレミアム

は非国有企業が国有企業より大きい。一方、高賃金層（第 9 十分位点）の場合、国有企業、非国

有企業においても、党員が賃金に有意な影響を与えていない。また、国有企業と非国有企業に

おいても、高賃金者（第６十分位点以上）に比べ、低賃金者（第３十分位点以下）の場合、党員の

影響は大きい。これらの分析結果により、高賃金層に比べ、低賃金層で政治資本の影響が大きく

なることが示された。

2 時点の変化をみると、賃金分布ごとに政治資本の影響の変化が異なる。例えば、国有企業に

おいて、1995 年に比べ、2002 年の場合、第１十分位点、第 6 十分位点において、党員の影響が

大きくなる（党員の推定値は 1995 年がそれぞれ 0.0709、0.0556 であり、2002 年がそれぞれ

0.0987、0.0641 である）。一方、第 3 十分位点において、党員の影響が小さくなる（党員の推定値

は 1995 年が 0.0686 であり、2002 年が 0.0653 である）。また、統計的に有意ではないが、第 9 十

分位点において、党員の推定値は1995年の0.0085から 2002年の 0.0604に大きくなる。国有企

業で、経過年とともに賃金が高くなるほど、政治資本の影響が大きくなる傾向にある。非国有企業

では、政治資本の影響の傾向は国有企業と類似しているが、国有企業と非国有企業を比較する

と、党員の影響は非国有企業が国有企業より大きい。

第三に、性別の影響をみる。2 時点とも、第１十分位以上の各賃金分位点において、男女間賃

金格差は、いずれも非国有企業が国有企業より大きい。男女間賃金格差の問題は非国有企業が

国有企業より深刻化していることがわかった15。

（３） 賃金格差に関する要因分解の結果

Blinder-Oaxaca 要因分解の結果を表 5、Machado-Mata 要因分解の結果を図 6で示しており、

以下では、これらの分解結果について説明する。

――― 表５、図６の挿入―――

第一に、平均値を用いた要因分解の結果をみる。表４で、OLS と Heckman モデルを用いた分

14本稿では、標準なミンサー型賃金関数（Mincer 1974）に基づいて、教育年数と経験年数を労働者の

人的資本の指標として用いているが、経験年数の効果に単なる年齢効果と勤続年数の効果の 2 種が

あることを留意すべきである。中国の賃金構造における年齢効果と勤続年数の効果に関する詳細な分

析については、牧野・羅（1999）および馬（2009b）を参照されたい。
15 Gustafsson and Li （ 2000）、馬（2009b）は、実証分析を通じて市場経済期に中国の男女間賃金格

差が拡大していることを指摘している。しかし、これらの分析では企業所有制別に関する分析を行って

いない。
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解結果をまとめている。2 種の分解結果の傾向が類似する。以下では、主に Heckman モデルに

基づく要因分解の結果を説明する。

まず、２時点とも、賃金格差に与える影響は、非属性格差（1995 年 67.93％、2002 年 71.76％）

が属性格差（1995 年 32.07%、2002 年 28.24％）より大きい。人的資本の量の格差に比べて、人的

資本を含む各要因に対する評価の差異に起因する部分が国有企業と非国有企業の賃金格差に

大きな影響を与えることが明らかになった。人的資本に対する評価は賃金決定制度に関連するた

め、これらの分析結果により、賃金決定制度の差異は、国有企業と非国有企業間の賃金格差の

主な要因であることが示された。

次に、各要因の影響を検討する。（１）1995 年の場合、属性格差における教育年数（12.92％）、

職種（10.52％）、非属性格差における地域（55.92％）、産業（6.10％）の影響は大きい。2002 年の

場合、属性格差における教育年数（8.21％）、経験年数（10.89％）、職種（11.45％）、非属性格差

における教育年数（45.45％）、経験年数（68.03％）、地域（72.96％）の影響は大きい。2時点とも、

教育年数、経験年数、職種などの人的資本の量の差異が賃金格差に影響を与えることは、明確

である。また、1995 年に比べ、2002 年の場合、教育水準と経験年数に対する評価の差異の影響

が大きくなる。これらの分析により、市場経済期の中国で、国有企業の改革にもかかわらず、国有

企業と非国有企業の賃金制度の差異が依然としては存在し、また賃金決定制度の差異が両者間

の賃金格差に与える影響が大きくなることが示された。（2）党員の影響をみると、党員割合の差異

の影響は 1995 年の 1.78％から 2002 年の 2.56％に大きくなり、党員の賃金プレミアムの影響も

1995 年の－2.47％から 2002 年の 2.42％に大きくなる。市場化の改革にもかかわらず、政治資本

が賃金に与える影響が大きくなったことがわかった。しかし、人的資本と政治資本を比較すれば、

賃金格差への影響は政治資本が人的資本より小さい。（3）2 時点とも、地域の推定値は、人的資

本、政治資本より大きく、地域間の格差が賃金格差に大きな影響を与えることが示された。

第二に、賃金分布からみた賃金格差に関する要因分解の結果を検討する。図６で、分解１から

分解 4 までの要因分解における属性格差の寄与度を示している（注１６）。属性格差の寄与度が大き

くなるほど、人的資本、政治資本を含む各要因の量の差異に起因する部分が国有企業と非国有

企業間の賃金格差に与える影響が大きい一方、各要因に対する評価の差異（賃金決定制度の

相違）の影響が小さいことを意味する。分解１は教育年数のみを用いた計測、分解２は分解１に経

験年数を加えた計測、分解 3 は分解２の変数に既婚、党員、性別、少数民族、職種、産業を加え

た計測、分解４は分解 3にさらに地域の変数を加えた分析である。

まず、２時点とも、各賃金分位点においても、賃金が高くなるほど、属性格差の寄与度が大きく

なる傾向にある。賃金が高くなるほど人的資本などの要因の量の差異の影響が大きくなる一方、

賃金が低くなるほど、各要因に対する評価の格差に起因する部分の影響が大きくなることがわか

った。低賃金層で賃金決定制度の差異が賃金格差の主な要因であり、高賃金層で人的資本の

量の差異が賃金格差の主な要因であることが示された。

次に、各要因の影響を検討する。分解１（教育年数のみ）に比べ、分解２（教育年数＋経験年
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数）で属性格差の寄与度が大きくなる。分解3で政治資本、職種、産業などの要因を追加すると、

属性格差の寄与度がさらに大きくなる。これらの分析結果により、人的資本、政治資本などの要

因の量の差異が賃金分布からみた賃金格差に影響を与えることが示された。

６．まとめ

本稿では、中国における国有企業と非国有企業間の賃金格差およびその決定要因について、

1995 年と 2002 年中国都市部家計調査（CHIP1995、CHIP2002)の個票データを用いた実証分析

を行った。実証分析から得られた主な結論は以下の通りである。

第一に、国有企業と非国有企業間の賃金格差が存在する。平均値からみると、人的資本、政

治資本などの要因が一定であれば、賃金水準は国有企業が非国有企業より 21.50％（1995 年）、

21.83％（2002 年）高くなる。賃金分布からみると、２時点とも、低、中賃金層に比べ、高賃金層の

場合、国有企業と非国有企業間の賃金格差は小さくなる。

第二に、国有企業と非国有企業の賃金構造が異なる。（１）人的資本の影響については、2 時

点とも、教育年数のリターンは低賃金層で国有企業が非国有企業より高い。一方、高賃金層で国

有企業が非国有企業より低い。1995 年の場合、各賃金分位点においても、経験年数が賃金に与

える影響は非国有企業が国有企業より大きいが、2002 年の場合、各賃金分位点においても、経

験年数の影響は国有企業が非国有企業より大きい。

(2)政治資本の影響については、平均値をみると、２時点とも、党員の賃金プレミアムが存在し、

それは非国有企業が国有企業より大きい。賃金分布をみると、国有企業、非国有企業においても、

政治資本の影響は低賃金層が高賃金層より大きい傾向にある。

第三に、賃金格差の要因については、（１）平均値を用いた分析結果により、２時点とも、非属

性格差の影響が属性格差より大きく、賃金決定制度の差異は国有企業と非国有企業間の賃金格

差の主な要因であることが明らかになった。また、各要因の影響については、1995 年に比べ、

2002 年の場合、人的資本と政治資本の両方が国有企業と非国有企業間の賃金格差に与える影

響が大きくなることがわかった。（２）賃金分布からみると、２時点とも、各賃金分位点においても、

賃金が高くなるほど属性格差の影響が大きくなる傾向にある。低賃金層で賃金決定制度の差異

が賃金格差の主な要因である一方、高賃金層で人的資本の量の差異が賃金格差の主な要因で

ある。

これらの計量分析の結果を考慮し、以下のような政策が示唆された。まず、人的資本が国有企

業と非国有企業間の賃金格差に与える影響は大きいことが明らかになった。とくに賃金分布から

の分析により、国有企業において、高賃金層で教育のリターンは非国有企業より低い一方、低賃

金層で教育のリターンは非国有企業より高いことがわかった。国有企業では労働者の賃金が平

等化する傾向にあり、平等主義の賃金制度の影響が依然として存在することが示された。そうなる

と、国有企業の高学歴高技能者が高賃金を獲得するため、非国有企業に転職する可能性が高く
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なり、人材流失により、国有企業の生産性が低下する恐れがあると考えられる。国有企業で有能

な人材を確保するため、人的資本を重視する賃金制度の改革を促進すべきである。次に、政治

制度の影響については、国有企業と非国有企業において、いずれも党員の賃金プレミアムが存

在することは明確である。平均値からの分析結果をみると、市場化の改革に伴って政治資本が賃

金に与える影響が小さくなる傾向にあるが、賃金分布からの分析結果によると、高賃金層に比べ、

低賃金層で政治資本の影響が大きくなることが示された。国有企業と非国有企業間の賃金格差

を縮小するため、企業所有制の改革を促進すべきであり、政治制度の改革を検討することも必要

であろう。最後に今回の分析により、地域間の格差が国有企業と非国有企業間の賃金格差に大

きな影響を与えることが示された。産業構造の地域間の差異と地域間の賃金格差に関する分析

は今後の課題としたい。
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表 1 記述統計量 （平均値）

1995年 2002年

国有企業 非国有企業 格差 国有企業 非国有企業 格差

賃金率の対数 1.09 0.79 0.30 1.52 1.16 0.36

教育年数 11.14 9.47 1.67 11.18 10.47 0.71

経験年数 21.48 21.51 -0.03 21.58 18.43 3.15

男性 0.55 0.40 0.15 0.61 0.51 0.10

党員 0.28 0.11 0.17 0.28 0.15 0.13

少数民族 0.04 0.04 0.00 0.03 0.04 -0.01

既婚 0.88 0.85 0.03 0.90 0.85 0.05

管理職 0.14 0.06 0.08 0.10 0.17 -0.07

技術職 0.25 0.11 0.14 0.18 0.13 0.05

事務職 0.22 0.16 0.06 0.17 0.12 0.05

現場生産職 0.35 0.57 -0.22 0.44 0.31 0.13

その他の職 0.04 0.10 -0.06 0.10 0.27 -0.17

製造業 0.38 0.59 -0.21 0.41 0.33 0.08

北京 0.07 0.04 0.03 0.09 0.08 0.01

山西 0.10 0.06 0.04 0.09 0.05 0.04

遼寧 0.11 0.11 0.00 0.12 0.14 -0.02

江蘇 0.09 0.18 -0.09 0.09 0.13 -0.04

安徽 0.06 0.11 -0.05 0.08 0.07 0.01

河南 0.09 0.07 0.02 0.10 0.08 0.02

湖北 0.11 0.08 0.03 0.10 0.08 0.02

広東 0.08 0.13 -0.05 0.08 0.12 -0.04

四川 0.12 0.11 0.01 0.12 0.14 -0.02

雲南 0.11 0.06 0.05 0.08 0.07 0.01

甘粛 0.06 0.04 0.02 0.06 0.04 0.02

標本数 8706 1840 3398 3245

（出所）CHIP1995とCHIP2002の個票データにより筆者が計算。

（注）格差＝国有企業の値－非国有企業の値
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図１ 学歴別の 国有企業と非国有企業間の賃金格差

％

（出所）表１と同じ。

（注）縦軸の数値は非国有企業の賃金が国有企業の賃金に占める割合を示す。
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図 2 年齢階層別の 国有企業と非国有企業間の賃金格差

％

出所および注：図１と同じ。
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図３ 党員と非党員別の 国有企業と非国有企業間の賃金格差

％

出所および注：図１と同じ。
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図４ 国有企業と非国有企業の賃金率の密度分布

（出所）：表１と同じ。
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表 2 平均値から見た国有企業と非国有企業の賃金格差

1995年 2002年

推定係数 ｔ値 推定係数 ｔ値

国有企業 0.2150 *** 15.03 0.2183 *** 13.20

教育年数 0.0365 *** 15.45 0.0542 *** 17.03

経験年数 0.0352 *** 13.14 0.0313 *** 8.64

経験年数二乗 -0.0005 *** -8.33 -0.0005 *** -5.53

男性 0.1090 *** 10.15 0.1326 *** 8.13

党員 0.0675 *** 4.89 0.1108 *** 5.38

少数民族 -0.0815 *** -3.10 0.0095 0.23

既婚 0.1508 *** 6.84 0.0579 * 1.95

職種（その他の職）

管理職 0.1999 *** 6.72 0.2322 *** 8.02

技術職 0.2358 *** 8.72 0.4049 *** 14.06

事務職 0.1338 *** 5.06 0.3312 *** 11.82

現場生産職 0.0407 1.60 0.2467 *** 9.90

製造業 -0.0354 *** -3.11 -0.0387 ** -2.18

地域（北京）

山西 -0.5372 *** -20.69 -0.7477 *** -18.88

遼寧 -0.3669 *** -14.67 -0.5941 *** -17.36

江蘇 -0.1411 *** -5.58 -0.5516 *** -15.44

安徽 -0.4180 *** -15.17 -0.7146 *** -18.28

河南 -0.6064 *** -22.95 -0.8650 *** -22.86

湖北 -0.2921 *** -11.52 -0.6811 *** -18.20

広東 0.3209 *** 12.15 -0.1236 *** -3.40

四川 -0.3217 *** -12.98 -0.6832 *** -19.59

雲南 -0.3466 *** -13.33 -0.5598 *** -13.94

甘粛 -0.5818 *** -19.66 -0.8737 *** -19.89

定数項 -0.0412 -0.87 0.4526 *** 7.95

サンプル数 10546 6643

Ｆ値 252.51 137.46

Prob＞Ｆ 0.0000 0.0000

自由度調整済み決定係数 0.3542 0.3209

（出所）表１と同じ。

（注）*,**,*** はそれぞれ有意水準10％、5％、１％を示す。
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図５ 賃金分布からみた国有企業と非国有企業の賃金格差

（出所）表１と同じ。

（注）(１）Quantile regression modelにより推定。

(２）縦軸の数値は国有企業ダミーの推定値である。

教育年数、経験年数、性別、党員、少数民族、職種、

産業、地域を統御した。
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表 3 平均値からみた国有企業と非国有企業の賃金構造

1995年 2002年

国有企業 非国有企業 国有企業 非国有企業

推定係数 ｔ値 推定係数 ｔ値 推定係数 ｔ値 推定係数 ｔ値

教育年数 0.0239 *** 6.10 0.0341 ** 2.17 0.0413 *** 2.56 0.0258 1.36

経験年数 0.0438 *** 19.24 0.0534 *** 8.98 0.0416 *** 6.34 0.0187 *** 2.49

経験年数二乗 -0.0006 *** -11.93 -0.0009 *** -7.09 -0.0008 *** -7.63 -0.0004 *** -2.85

男性 0.0530 *** 3.51 0.1034 ** 2.07 0.1182 *** 4.40 0.1035 *** 3.33

党員 0.0324 ** 2.01 0.0995 * 1.76 0.0698 1.05 0.0129 0.17

少数民族 -0.0512 * -1.84 -0.2233 *** -2.98 0.0937 1.53 -0.0098 -0.14

職種（現場生産職）

管理職 0.1471 *** 6.84 0.1131 * 1.78 0.1885 1.11 0.2772 1.38

技術職 0.1539 *** 7.85 0.1737 *** 2.96 0.1126 * 1.76 0.3879 *** 5.04

事務職 0.0658 *** 3.70 0.0553 1.17 0.0729 1.51 0.2051 *** 3.34

その他 0.0750 ** 2.03 -0.0444 -0.49 -0.2578 -1.37 0.1121 0.57

製造業 0.0165 0.94 -0.0153 -0.26 -0.1341 *** -5.28 0.0861 *** 2.57

地域（北京）

山西 -0.4843 *** -18.23 -0.9584 *** -10.03 -0.6320 *** -6.78 -1.0735 *** -9.33

遼寧 -0.3251 *** -11.99 -0.4311 *** -4.82 -0.4497 *** -9.51 -0.6989 *** -11.94

江蘇 -0.0142 -0.39 -0.1862 -1.51 -0.4164 *** -6.35 -0.6228 *** -8.09

安徽 -0.2992 *** -8.32 -0.5138 *** -4.46 -0.6240 *** -13.08 -0.8313 *** -13.19

河南 -0.5603 *** -20.46 -0.7594 *** -8.48 -0.7312 *** -11.55 -1.0995 *** -13.90

湖北 -0.2510 *** -9.62 -0.4781 *** -5.40 -0.5598 *** -11.93 -0.8491 *** -13.67

広東 0.3848 *** 10.83 0.3730 *** 3.21 -0.0206 -0.32 -0.1728 ** -2.30

四川 -0.2623 *** -9.83 -0.4589 *** -5.16 -0.4449 *** -9.37 -0.8699 *** -14.76

雲南 -0.3329 *** -12.57 -0.4065 *** -4.30 -0.5215 *** -9.14 -0.6831 *** -9.33

甘粛 -0.5239 *** -17.33 -0.9749 *** -9.26 -0.7087 *** -9.27 -1.1739 *** -11.69

修正項 -0.4433 *** -4.20 -0.2949 -0.93 -0.0455 -0.13 -0.5525 -1.59

定数項 0.4809 *** 5.90 0.2593 0.89 1.0092 ** 2.04 1.6797 *** 3.09

サンプル数 8706 1840 3398 3145

Ｆ値 198.88 45.57 60.65 66.28

Prob＞Ｆ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Adj R-squared 0.3334 0.3477 0.2786 0.3069

出所および注：表2と同じ。
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表 4 賃金分布からみた国有企業と非国有企業の賃金構造

10ｔｈ 30ｔｈ 60ｔｈ 90ｔｈ

国有企業 非国有企業 国有企業 非国有企業 国有企業 非国有企業 国有企業 非国有企業

1995年
教育年数 0.0441 *** 0.0386 *** 0.0359 *** 0.0343 *** 0.0297 *** 0.0461 *** 0.0230 *** 0.0377 ***

(10.01) (3.00) (15.15) (4.35) (12.09) (6.77) (5.65) (3.10)

経験年数 0.0462 *** 0.0943 *** 0.0289 *** 0.0698 *** 0.0227 *** 0.0288 *** 0.0182 *** 0.0231 *

(8.95) (7.67) (10.66) (8.54) (8.04) (4.15) (3.67) (1.85)

経験年数二乗 -0.0006 *** -0.0018 *** -0.0003 *** -0.0013 *** -0.0002 *** -0.0004 *** -0.0001 -0.0003

（-5.94） （-7.00） （-5.45） （-7.74） （-3.36） （-2.96） （-1.28） （-1.04）

男性 0.1132 *** 0.1430 *** 0.0792 *** 0.1429 *** 0.0606 *** 0.1093 *** 0.0944 *** 0.1381 ***

(5.44) (2.90) (7.20) (4.48) (5.37) (3.92) (5.11) (2.85)

党員 0.0709 *** 0.1885 ** 0.0686 *** 0.1855 *** 0.0556 *** 0.1145 ** 0.0085 -0.0075

(2.83) (2.25) (5.07) (3.50) (3.95) (2.51) (0.36) （-0.09）

少数民族 -0.1027 ** -0.3765 *** -0.0672 ** -0.1737 ** -0.0379 -0.1190 * -0.0381 -0.1089

（-2.04） （-3） （-2.51） （-2.1） （-1.39） （-1.68） （-0.87） （-0.92）

既婚 0.3135 *** 0.0391 0.2077 *** -0.0151 0.1424 *** 0.1027 *** 0.1361 *** 0.0849

(7.41) (0.40) (9.32) （-0.23） (6.02) (1.88) (3.24) (0.90)

職種 あり あり あり あり あり あり あり あり

産業 あり あり あり あり あり あり あり あり

地域 あり あり あり あり あり あり あり あり

定数項 -0.7998 *** -0.9266 *** -0.0078 -0.2097 0.5594 *** 0.2024 * 1.1066 *** 0.9653 ***

（-10.03） （-4.09） （-0.18） （-1.51） (12.81) (1.68) (15.17) (4.76)

標本数 8706 1840 8706 1840 8706 1840 8706 1840

PseudoＲ２ 0.2278 0.2237 0.2088 0.2172 0.1956 0.2144 0.1953 0.2077

2002年
教育年数 0.0480 *** 0.0459 *** 0.0463 *** 0.0503 *** 0.0445 *** 0.0593 *** 0.0345 *** 0.0609 ***

(5.66) (5.88) (7.34) (10.04) (9.04) (11.79) (5.28) (5.44)

経験年数 0.0548 *** 0.0436 *** 0.0393 *** 0.0246 *** 0.0281 *** 0.0186 *** 0.0138 * 0.0061

(5.74) (4.38) (5.52) (4.01) (5.09) (3.34) (1.79) (0.62)

経験年数二乗 -0.0010 *** -0.0006 ** -0.0008 *** -0.0003 * -0.0005 *** -0.0002 -0.0001 0.0001

（-4.78） （-2.42） （-4.88） （-1.95） （-3.83） （-1.09） （-0.70） (0.40)

男性 0.1755 *** 0.0877 ** 0.1363 *** 0.1377 *** 0.1248 *** 0.1421 *** 0.0624 * 0.1559 ***

(4.30) (1.99) (4.42) (5.05) (5.13) (5.62) (1.88) (3.32)

党員 0.0987 ** 0.1816 *** 0.0653 ** 0.1345 *** 0.0641 ** 0.1181 *** 0.0604 0.0696

(2.15) (2.91) (1.86) (3.44) (2.31) (3.19) (1.59) (1.00)

少数民族 0.1304 -0.0534 0.0668 -0.1262 * 0.0820 -0.0630 0.0718 -0.1220

(1.19) （-0.54） (0.83) （-1.85） (1.31) （-0.98） (0.85) （-1.04）

既婚 0.1957 *** 0.0728 0.0874 0.0032 0.0914 * 0.0041 0.1067 * 0.0481

(2.62) (1.00) (1.46) (0.07) (1.94) (0.09) (1.65) (0.60)

職種 あり あり あり あり あり あり あり あり

産業 あり あり あり あり あり あり あり あり

地域 あり あり あり あり あり あり あり あり

定数項 -0.0732 0.0553 0.6405 0.6559 *** 1.0937 *** 1.0399 *** 1.7213 *** 1.5439 ***

（-0.47） (0.38) (5.64) (6.82) (12.20) (11.43) (14.43) (8.31)

標本数 3398 3245 3398 3245 3398 3245 3398 3245

PseudoＲ２ 0.1525 0.1831 0.1640 0.1883 0.1659 0.1984 0.1671 0.1858

（出所）表１と同じ。

（注）（１）*,**,*** はそれぞれ有意水準10％、5％、１％を示す。

（2）（・）はｔ値である。
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表 5 賃金格差に関する Blinder－Oaxaca 要因分解

OLSモデル 修正モデル

属性格差 非属性格差 属性格差 非属性格差

1995年：格差＝0.3075

合計 28.99 71.01 32.07 67.93

教育年数 18.59 -36.66 12.92 -31.42

経験年数 -0.15 -45.35 -0.19 -12.52

性別 4.98 -5.77 2.69 -6.52

党員 3.55 -2.32 1.78 -2.47

少数民族 -0.05 2.26 -0.05 2.25

既婚 2.23 36.73 - -
職種 14.60 3.99 10.52 4.35

産業 2.32 5.37 -1.11 6.10

地域 -17.08 50.55 -23.06 55.92

修正項 - - 28.57 -22.58

定数項 - 62.22 - 74.83

2002年：格差＝0.3570

合計 27.77 72.23 28.24 71.76

教育年数 8.74 -34.04 8.21 45.45

経験年数 9.52 9.38 10.89 68.03

性別 3.38 -1.40 3.20 2.11

党員 2.78 -1.92 2.56 2.42

少数民族 -0.23 1.83 -0.23 1.23

既婚 1.90 20.87 - -
職種 12.69 -5.60 11.45 -46.59

産業 -3.08 -18.55 -2.98 -20.41

地域 -7.93 73.19 -8.18 72.96

修正項 - - 3.31 134.37

定数項 - 28.45 - -187.81

（出所）表１と同じ。

（注）表の数値は属性格差と非属性格差の寄与度（％）を示す。
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図 6 賃金格差に関する Machado-Mata 要因分解

％

％

（出所）：表１と同じ。

(注)：(1)Machado and Mata(2005)のモデルを用いた要因分解の結果。

(2)縦軸の数値は属性格差の寄与度を示す。

(3)分解１：教育年数のみ

分解2：分解１＋経験年数、経験年数二乗

分解3：分解2＋党員、職種、産業、性別、既婚、少数民族

分解4：分解3＋地域
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