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働き方の多様化や雇用保障の弱まりが進む中、仲介機能を持ち雇用調整の役割を果た 

す民営職業紹介や公共職業紹介の働きにはさらなる期待がされる。但し民営職業紹介に 

ついて言えば、その主体の利益を追求する側面から、公共職業紹介とは異なったマッチ 

ングを行っている可能性もある。そこで本稿では民営職業紹介による転職と公共職業紹 

介による転職の違いによって、転職後の労働者の賃金変化や満足度、定着意向が異なる 

かどうかを分析した。このような分析は過去にも研究蓄積があるが、求職者そのものの 

特性による影響を考慮した分析は行われていない。そこで操作変数法や Propensity  
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分析の結果、以下の 3点の発見があった。まず、民営・公共職業紹介の利用段階でそ 
れぞれの求職者の属性は異なっており、民営職業紹介ほどもともと賃金の高い求職者が 

集まっていること。第二に民営職業紹介は他の経路に比べ、転職後の賃金に目立った特 

徴の違いは見られなかったが、公共職業紹介は転職後賃金が低くなっていたこと。第三 

に民営職業紹介による転職では転職後の満足度やその後の定着意向が低くなっており、 

公共職業紹介では特に定着意向を下げるような影響は見られず、両者に異なる特徴が確 

認できたことである。民営職業紹介では、そのビジネスモデルの特徴から、長期勤続を 

実現させるようなマッチングを目指すメリットは少ないのだが、分析結果からはそのよ 

うな可能性を否定できなかった。 
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－民営職業紹介のビジネスモデルと転職後賃金変化、満足度、離職意向に関する考察 
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【要旨】 

 働き方の多様化や雇用保障の弱まりが進む中、仲介機能を持ち雇用調整の役割を果た

す民営職業紹介や公共職業紹介の働きにはさらなる期待がされる。但し民営職業紹介に

ついて言えば、その主体の利益を追求する側面から、公共職業紹介とは異なったマッチ

ングを行っている可能性もある。そこで本稿では民営職業紹介による転職と公共職業紹

介による転職の違いによって、転職後の労働者の賃金変化や満足度、定着意向が異なる

かどうかを分析した。このような分析は過去にも研究蓄積があるが、求職者そのものの

特性による影響を考慮した分析は行われていない。そこで操作変数法や Propensity 

weighting 推計やその他複数の分析を行い、その結果を総合的に判断することで、上記

の問題に対処することを試みた。 

分析の結果、以下の 3 点の発見があった。まず、民営・公共職業紹介の利用段階でそ

れぞれの求職者の属性は異なっており、民営職業紹介ほどもともと賃金の高い求職者が

集まっていること。第二に民営職業紹介は他の経路に比べ、転職後の賃金に目立った特

徴の違いは見られなかったが、公共職業紹介は転職後賃金が低くなっていたこと。第三

に民営職業紹介による転職では転職後の満足度やその後の定着意向が低くなっており、

公共職業紹介では特に定着意向を下げるような影響は見られず、両者に異なる特徴が確

認できたことである。民営職業紹介では、そのビジネスモデルの特徴から、長期勤続を

実現させるようなマッチングを目指すメリットは少ないのだが、分析結果からはそのよ

うな可能性を否定できなかった。 
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１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに    

外部労働市場の整備が求められる中、我が国の民営職業紹介は平成 8年の 3,696事業

所から平成 18 年 13,469 事業所と、約 4倍の増加を示している1。このような職業紹介

業は求人企業と求職者の双方の意向を仲介し調整することが可能なため、一方の当事者

情報のみを扱う求人広告などとはまた異なった社会的役割が期待できる。だが民営職業

紹介に限ってみれば、当主体の利益最大化を目指した行動をとることにより、社会厚生

を最適化させることを目指したマッチングは行ってはいない可能性がある。民営職業紹

介ビジネスの特徴をあげると、一般的には民営職業紹介会社は採用企業からのみ料金を

得ており、求職者からは料金を徴収していない。かつ採用が成立した段階で初めて紹介

料として、売上を上げることができるため、どちらかというと採用企業側の意向に偏っ

たマッチングを行う可能性がある。また、いったん採用が成立して紹介料を徴収できれ

ば、その後に労働者が辞めてしまったとしても料金を返還することは一般的にはあまり

ない2。かつその離職者を再度別の求人企業に紹介し採用に至らせることができれば、

新たに紹介料を得ることができるため、短期的に見れば長期勤続を実現させるようなマ

ッチングを行うインセンティブは民営紹介会社には少ないといえる。さらに、紹介料は

採用労働者の年収に応じて決まるため、もともと年収の高い労働者を優先し、より高い

年収の仕事へとマッチングしている可能性も考えられる。 

このように職業紹介の中でも民営職業紹介と公共職業紹介とでは、マッチング機能が

異なっていると考えられる。そこで本稿では職業紹介業の中でも、民営職業紹介業と公

共職業紹介のマッチングの行いや、その効果の違いを明らかにするため、マイクロデー

タを用いて以下の 3 点の視点から分析を行う。第一には、民営紹介業が扱う労働者の属

性は公共職業紹介業のそれとは異なるのかどうか。第二には求職者の属性をコントロー

ルした場合でも、民営職業紹介業を利用した場合には、公共職業紹介を利用した場合よ

りも、より高い年収の仕事に就いているのかどうか。第三に民営職業紹介を利用した場

合の転職後の満足度やその後の離職意向は、公共職業紹介を利用して転職した場合より

も高いのかどうか、をそれぞれ確認してゆく。 

このような問いに直接踏み込んだ先行研究はあまり多くはないが、樋口・児玉・阿部

(2005)や遠藤(2009)では、民営職業紹介を利用した場合のほうが、転職後の賃金が高い

ことが言われている。しかしそれら論文中にも指摘されているが、それら結果は民営職

                                                
1 厚生労働省「職業紹介事業報告」 
2 会社によって異なるが、非常に短期間で紹介した労働者が辞めてしまった場合には料金の一部を返

金している場合もある。但し筆者の聞き取りの結果、おおよその会社では長くとも就業後半年以内の

離職を返金条件としており、それ以降に離職した場合には無返金であることが多い。 
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業紹介業の影響ではなく、データに表れない元々の求職者の特性による影響であるかも

しれず、その識別は課題とされている。転職経路の選択を扱った、上野・神林・村田

（2004）、太田・神林(2009)では転職経路の決定はランダムではなく、利用者の意思に

よって使いわけられていることが言われているが、このような状況のもとでは、転職経

路の変数は内生性を持ち、その効果を直接推計した結果は一致性を持たなくなる。この

問題への対応策として代表的なものは、操作変数法を用いた推計を行うことである。し

かし民営職業紹介の利用など、内生変数とされる転職経路の選択には影響を持つが直接

に満足度や転職後賃金などの結果変数には影響を持たない変数が操作変数の条件とな

るため、何をもって操作変数とするかは非常に難しい問題である。そこで本稿では人材

サービスによる転職を内生変数とした操作変数法による分析を行うとともに、民営職業

紹介による転職確率をウェイト調整した Propensity score weighting 推計や、

Wooldridge(2002,p.119)の内生性検定を伴う推計など複数の推計を行う。これら複数の

異なった方法による推計結果を総合的に考察することで結果を解釈し、一定の結論を得

ることを目的とする。尚、本稿では操作変数には「転職をした年」に着目する。民間の

職業紹介事業所数が年々右肩上がりで増えてきていることから、転職をした時期と民間

職業紹介利用者数とは相関を持つと予想できる一方で、転職年が景気の違いを意味する

可能性をコントロールすれば、「転職した年」そのものが転職後の結果に影響を持つ可

能性を低くできる。詳細は以降で述べるが、これを公共職業紹介による転職についても

同様に行う。 

以下２章では先行研究を確認し、３章で分析に使用したデータを概観する。続いて４

章で具体的分析方法を示し、分析結果を考察する。５章で分析結果を取りまとめ、制度

的な整備や改善点についての考察を行う。 

 

２２２２．．．．先行研究先行研究先行研究先行研究とととと分析理論分析理論分析理論分析理論    

    

２２２２．．．．１１１１    職業紹介業職業紹介業職業紹介業職業紹介業のののの転職成果転職成果転職成果転職成果にににに関関関関するするするする先行研究先行研究先行研究先行研究    

特に民営職業紹介に着目した研究ではないが、入職経路による転職成果の違いを分析

した研究蓄積は複数ある。中村(2002)は、連合総研調査の個票データを用いて「公共職

業安定所」とそれ以外の入職経路を比較分析し、「公共職業安定所」を経由して転職し

た場合の方が相対的に転職後の賃金が落ち込む可能性が高いことを示した。また、児

玉・樋口・阿部・松浦・砂田（2004）や樋口・児玉・阿部(2005)では雇用動向調査や入

職経路リクルートワーキングパーソン調査の 2002 年調査の個票データを用いて、離職
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期間、転職後の賃金変化、転職後の満足度の回帰分析を行っている。そこでは、民営職

業紹介による転職は他の経路よりも離職期間を短くし、転職後賃金も高まっていること。

公共職業紹介は一部を除き、他の転職経路よりも転職後賃金が下がりやすく、満足度も

低いことが言われている。但し本稿でも着目する民営職業紹介の満足度への影響は有意

な結果が得られてはいない。 

また公共職業紹介の業務統計データを用いて詳細な分析を行った黒澤・原・樋口

（2008）では、個別の公共職業紹介事業所の取り組みの違いは転職後の賃金に影響を

与えていないことが言われている。    

    

２２２２．．．．２２２２    転職後転職後転職後転職後のののの賃金変化賃金変化賃金変化賃金変化やややや満足度満足度満足度満足度をどのようにをどのようにをどのようにをどのように考考考考えるかえるかえるかえるか    

労働者の転職行動を捉える代表的な考え方にサーチ理論がある。基本的には現在の仕

事の価値よりも、オファーされた仕事の価値が上回れば転職を決めると考える。働きな

がら転職活動をする者の行動を、採用オファーを受ける確率 1λ や、オファー賃金の分

布 )'(wF 、現在の仕事の失職率δ を考えると以下の（１）式のようになり、現在の仕事

の賃金 )(wW よりもオファー後の仕事の賃金 )'(wW のほうが高ければ、企業からのオフ

ァーを受け、転職を決断する。また、失業状態を経て転職をする場合にも、失業給付な

どを受ける価値よりも転職後の価値が高ければ転職を決断すると考える。 

[ ] [ ])()'()()'()( 1 wWUwdFwWwWwwrW

w

w

−+−+= ∫ δλ             （１） 

[ ]∫ −+=
w

wr

wdFUwWzrU )'()'(2λ                      （２） 

このモデルを利用した実証研究には多くの成果があり、Christensen et al.(2002)では

オランダの労働者データとその企業データとのマッチングデータベースを扱い、On the 

job search モデルの検証を行っている。結果として転職後のオファー賃金の分布 )'(wF

は、現在得ている賃金 wの分布よりも高くなりやすく、労働者は失業期間を伴わない転

職によって収入を高められる可能性が高いことが示された。また、Pretel,Nakajima and 

Tanaka(2009)では若年男性の非正規労働から正規労働への移動がサーチモデルをもと

に構造推定され、短期的には学校を卒業後、非正規として労働市場に参入した者は、卒

業後無業のままである以上に正規労働に就くことが難しくなっていることが発見され

た。 
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また、満足度3についてはどのようなメカニズムが考えられるか、補償賃金仮説によ

れば、仕事内容の危険性や就職先企業の福利厚生のような賃金以外の価値も含めた総合

的な仕事の価値が考慮される。Akerlof and Yellen(1988)によれば、賃金をコントロー

ルしても、福利厚生などの賃金以外の要因が満足度を高めること、満足度が高いほど離

職が抑えられることが実証されており、転職決定の判断は賃金だけではとらえきれない

要因が働いていることが示唆される。そこで先の(1)式の )'(wW や )(wW を賃金以外の

要因も含めた総合的な仕事の価値と捉えると、その差によって影響を受ける結果指標

)(wrW は転職後の満足度を反映するとも考えられる。 

また上記の基本的なサーチモデルは、サーチがランダムに行われるという仮定を緩め、

Directed Search モデルとして拡張がされている。ここで追加的に考えられていること

は、転職者はまず、求人企業の求人情報を事前に取得し、特定の求人に絞ってサーチを

行う。例えば年収６００万円以上の求人に絞って転職活動をする場合や、民間職業紹介

業のみを利用し、そこに登録されている求人の中でサーチする場合が想定される。その

ような場合には、労働市場全体で求職者と求人数が同等数あっても、それぞれのセグメ

ント化された下部市場においては求人が足りない、労働者が足りないなどの状況があり、

結局は市場全体でも失業者や空席が発生しうる。近年の構造的ミスマッチの高まりや、

求人情報を掲載することで応募者を集める求人広告事業の成立を考えると、やはりサー

チがランダムに行われているという仮定は現実的でないかもしれない。そこで本稿でも、

求職者がまずセグメント化された下部市場を選び、その中でサーチを行う状況を考える。

言い換えれば、複数ある転職経路の中で民営職業紹介と公共職業紹介とを選んだ後に、

どのように結果が異なるかを考える。転職経路の選択肢が j＝１,２,３．．． J 個ある場

合、まず選択モデルに従い経路選択を行うとする。そして選択行動の結果、求人経路 j

の市場を選択した求職者が ju 人、求人は jv 件だった場合、その市場逼迫率 jjj uv θ=/ の

影響の下でマッチングが行われる。結果、その j市場内で求職活動を行う失業者と働き

ながら転職活動をする労働者の価値は 

[ ] [ ])()'()()'()()( 1 wWUwdFwWwWqwwrW

w

w

jjjjj −+−+= ∫ δθθ         （３） 

[ ]∫ −+=
w

wr

jjjj wdFUwWqzrU )'()'()(2 θθ                   （４） 

                                                
3 アンケートによる満足度データは回答者の主観を伴い、分析に用いることには議論の余地がある。

しかし近年ではそのような主観変数を用いた実証研究が多く蓄積され、経済行動やその結果に大きく

影響していることが知られている。そこで本稿でも満足度ならびに転職希望度を分析に用いる。 
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と表されるとする。後の分析では各市場逼迫率やオファー取得確率が分からないため、

直接上記の式を推計しているわけではないが、まず経路選択が労働者の属性で異なって

いるのかどうかを推計し、その結果を用いた二段階推計により、その選択によって転職

後の状況が影響されるかどうかを検証する。 

２２２２．．．．３３３３    仲介主体仲介主体仲介主体仲介主体のののの最適化行動最適化行動最適化行動最適化行動によるによるによるによる影響影響影響影響    

さきに述べたように民営職業紹介は、公共職業紹介と異なり主体民営紹介企業の利益

最適化を目指した行動を行うと考えられ、求職者を主体としたサーチモデルに見られる

)(wrW が求職者の最適なものとならず、歪みが生じている可能性もある。このような

第三者の影響に着目した先行研究は筆者が知る限りまだ少ない。しかし職業紹介業とは

異なるものの、仲介業者のマッチングを扱った研究には、住宅産業の仲介業者の分析を

行った Levitt and Syverson(2008)がある。そこでは不動産仲介業者自身が所有する物

件の場合、オーナーから委託されて販売している物件よりも約９日長い期間をかけて、

約４％高く販売していることを確認しており、利益が異なる第三者に介在によってマッ

チング結果が変わってくることを示唆している。民営職業紹介に関して言えば、紹介料

に関わる転職後賃金をより高めるようなマッチングを行うインセンティブはあるが、そ

の他の仕事の価値を高めるようなインセンティブは少ない。また短期離職者は再度求職

登録者になり、生産要素として扱えるため、転職後賃金の上昇には効果があっても転職

後の満足度や定着には負の影響をもたらすという仮説が考えられる。後の分析結果より

この点についても実証結果より考察をしてゆきたい。 

 

３３３３    分析分析分析分析にににに使用使用使用使用するデータするデータするデータするデータ    

    

この度分析に使用するデータはワーキングパーソン調査 2002、2004、2006年分のデ

ータであり、東京大学社会科学研究所附属日本社会研究情報センターSSJ データアーカ

イブより〔「ワーキングパーソン調査」（リクルートワークス研究所寄託）〕の個票デー

タの提供を受けた。この調査は首都圏（東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城）在住の正規

社員・正規職員，契約社員・嘱託，派遣，パート・アルバイトなどで就業している 18

～59歳の男女を対象に訪問留め置き法によって行われている。 

しかし、正規就業と派遣やフリーター、パートのような非正規就業とでは蓄積される

スキルが異なり、当然同じ経路を用いても、結果の構造が異なると考えられる。さらに

非正規就業では家計補助的に仕事をしている者も少なくなく、スキルが同等であっても

正規就業の労働者とは転職行動が根本的に異なることが考えられる。よって雇用形態が
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異なるサンプルを同時に含めたまま分析すると、純粋な職業紹介業の効果を判断するこ

とが難しくなるため、本稿では非正規就業のサンプルを分析から除外するとともに、転

職回数と就業経験企業数が合わないサンプルや、収入が平均値±３×標準偏差を超える

はずれ値サンプルなどを除外した転職者 2,675名分のデータを推計に扱った。このよう

な手続きのため、本稿で推計された分析結果の解釈についてはひとつの留意が必要にな

る。分析結果は、労働市場全体の労働者の傾向を示すものではない。あくまでも前職・

現職正規就業という同属性の中で説明変数が異なる働きを示すかどうかをみることと

する。また収入について聞いている質問が「昨年１年間の収入について」となっており、

就業期間が１年未満の者については同一単位あたりの収入・賃金に関する指標を把握で

きないため、前職に関しても現職に関しても継続年数１年未満のデータについては除外

してある。基本統計量については表１のとおりである。 

    

４４４４    実証分析実証分析実証分析実証分析    

    

先に例を挙げたように、民間職業紹介業のビジネスモデルの特徴から考えると、以下

の点で公共職業紹介のマッチングとは異なることが予想され、本節ではこれらを検証し

てゆく。まず、民営職業紹介は採用に至った者の年収に応じて料金が決まるため、もと

もと年収の高い求職者を集めている可能性や、さらに年収が高くなうような仕事に斡旋

しているかもしれない。次に民間職業紹介会社では、被紹介者が約半年程度といった一

定期間継続勤務していれば、紹介料の返金は行われないような取り決めがユーザー企業

と結ばれている例が多い。そのため、それ以上の長期定着やそこに至る入社後の満足を

目指してはマッチングを行っていないかもしれない。 

以上のような問いに対して、本稿では以下のような３つの具体的な課題を設定し、そ

れぞれ分析を行った。第一に民営紹介業が扱う労働者の属性は公共職業紹介業のそれと

は異なるのかどうか。第二に求職者の属性をコントロールした場合でも、民営職業紹介

業を利用した場合には、公共職業紹介を利用した場合よりも、より高い年収の仕事に就

いているのかどうか。第三に民営職業紹介を利用した場合の転職後の満足度やその後の

離職意向は、公共職業紹介を利用して転職した場合よりも高いのかどうか、である。ま

ずは実証分析の前に基本的なクロス集計による図１、図２より、転職経路の違いによる

これら結果の異なりを確認する。 

図１を見ると、転職後賃金変化はすべてにおいてマイナスであり、移動によるスキル

ロスの影響がうかがえる。経路別の影響は、「その他」、「広告」、「縁故」の順で低くな
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っており、民営・公共職業紹介も特に低くはない。現職賃金については民営職業紹介で

最も高くなっているが、利用者の属性の影響が含まれていることが考えられる。勤続年

数についてはインターネット、民営職業紹介の順で短くなっているが、ともに近年発展

してきた経路であり、転職した時点がほかに比べ最近であるために短くなっている可能

性がある。また図 2より入社後の転職希望者の構成を見ると、民営職業紹介で高く、公

共職業紹介では広告やインターネットより低くなっている。一方で、満足者の構成比に

ついては民営職業紹介が高くなっている。しかしこれら集計結果については、他の要因

の影響が含まれていることが考えられるため、経路選択以外の複数の要因をコントロー

ルした際にこれら結果がどうなっているかを以下の節で確認してゆく。 

    

４４４４．．．．１１１１    民営職業紹介民営職業紹介民営職業紹介民営職業紹介とととと公共職業紹介公共職業紹介公共職業紹介公共職業紹介のののの求職者求職者求職者求職者のののの特徴特徴特徴特徴    

ここでは転職経路選択の要因を実証分析する。転職経路の利用については、民営・公

共職業紹介の双方に求職登録するなど複数の利用が可能であるが、最終的にどの経路で

転職が決定したのかは一つに絞られる。使用するデータセットでも利用した経路の複数

回答情報と最終的に決定した経路の単回答情報が得られるため、それぞれについてプロ

ビット分析を行った。 

ここで確認すべき点は、民営職業紹介も求職者にとっては無料かつほぼ選抜もなく利

用できるため、利用者の特徴は公共職業紹介と同様であっても、最終的に民営職業紹介

で決定した者の特徴は公共職業紹介と違いがあるかも知れないことである。仮にそのよ

うな結果が示された場合には、それぞれが扱う求人の違いやマッチング業務の違いが影

響していることが考えられる。一方でそもそも利用段階において特徴が異なる場合には、

求職者自身が使い分けをしている可能性が考えられる。推計結果は表２のとおりである。 

それぞれの利用者の特徴を分析した（1）（3）の結果を見ると、民営職業紹介につい

ては利用者の前職賃金が高く、教育歴が長いという特徴があるが、民営職業紹介は前職

賃金が低く、自発的な転職者が少ないという特徴があり、利用段階でそれぞれに違いが

みられる。これは求職者自身がぞれぞれの職業紹介業を使い分けている可能性を高いこ

とを示唆する4。当然最終的にそれぞれの職業紹介決定者の特徴も異なっており、民営

職業紹介では前職賃金が高く、教育年数も長くなっている。一方で、公共職業紹介では

そのような特徴は見られない。但し、公共職業紹介でも決定者の分析(4)では、前職賃

金や教育年数は有意に低いという結果を示さなくなっている。前職年収の低かったもの

                                                
4 当然民営紹介会社の企業広告などを見て、求職者が使い分けをしていることも考えられるので、民

営職業紹介の行いによる影響が全くないことを意味してはいない。 
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は、他の経路で転職が決まった可能性が高い。 

 

４４４４．．．．２２２２    民営民営民営民営・・・・公共職業紹介公共職業紹介公共職業紹介公共職業紹介のののの転職後賃金変化転職後賃金変化転職後賃金変化転職後賃金変化にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響    

次に民営職業紹介や公共職業紹介の転職後賃金変化に与える影響を分析するが、単一の

推計結果にバイアスが発生している可能性も考慮し、以下３つの推計を行うこととする。

まずは、以下の（５）、（６）式により 2 段階最小二乗推定を行う5。 

iiiii YAXAww ε++=− 21

'
)ln(                        （５） 

iiii ZBXBY η++= 21                            （６） 

（５）式の左辺には前職賃金と転職直後の賃金の差を示す変数が入り、それをサンプ

ルの属性を示す iX や民営職業紹介の利用を示す iY で説明している。内生変数である iY

の決定は（６)式で決定されるとし、操作変数 iZ を用いた分析を行う。操作変数として

は、内生変数として扱う民営職業紹介による転職ダミー iY と相関していて、かつ転職後

賃金変化に相関していない変数が条件となるが、ここでは「転職をした年」に着目する。

民営職業紹介事業所数と有効求人倍率の推移を示した図３を見ると、近年になるにつれ

民間の職業紹介事業所が右肩上がりで増えてきていることから、転職をした時期と民間

職業紹介による転職とは相関を持つことが予想できるからである。だが、転職年度が景

気など転職市場の状況と相関を持ち、それを通じて転職後賃金差に影響を持つのであれ

ば操作変数としてふさわしくない。そこで転職年の有効求人倍率を説明変数に追加し、

転職年度と景気との関係をコントロールした。また、推計結果に関しては複数の検定を

行い、弱相関の問題や内生性の有無を確認する。但し、それでも操作変数の妥当性の問

題は残る。そこで第二に、（６）式により求められた民営職業紹介による転職確率を用

いて、Propensity Score weighting 推計を合わせて行う。この推計は Hirano and 

Imbens（2001）や黒田・山本(2009)で用いられており、（５）式の民営職業紹介のパラ

メーター 2A を Propensity Score をウエイトに用いた加重最小自乗推計で求めるもので

ある。ちなみにウェイトは以下で求める。 

)1/()1(/

)|1Pr(

iiii

iii

pYpYWeight

XYp

−−+=

==
 

しかしここでも、民営職業紹介利用者の見えない特性が結果に影響をしている場合に

はバイアスが発生するため、さらに第三番目の推計として Wooldridge(2002,p.119)の内

                                                
5第一段階（first）では被説明変数が民間職業紹介利用（1,0）のダミー変数となっているが、第二段

階の推計式の被説明変数が連続変数であるため、第一段階の推計も線形と仮定した推計を行っている。 
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生性検定を行う。ここではまず（６）式を推計し、その結果をもとに残差 i

^

η を求め、そ

れを（５）式の説明変数に加えた（７)式の推計を行う。ここで i

^

η のパラメータ 0=δ が

棄却されれば内生性の問題があるということになる。 

iiiiii eYAXAww +++=−
^

21

'
)ln( ηδ                    （７） 

以上３つの方法による推計結果を通常のＯＬＳによる推計結果と照らし合わせ、一定

の結論づけができないかを考察してゆく。結果は表３に掲載した。 

まず民営職業紹介、公共職業紹介それぞれについて通常のＯＬＳ推計の結果である

（５）（９）の結果を見ると、民営職業紹介では有意な影響はないが、公共職業紹介で

は負の有意な結果となっている。但し、内生性を検定した（13）（14）の結果からそれ

ぞれの first の誤差項のパラメータを見ると、どちらも有意に正となっており、観察で

きない求職者の特徴が（５）（９）に表れているパラメータに正のバイアスを発生させ

ている可能性があることがうかがえる。また（13）（14）それぞれの民・公職業紹介利

用の係数は、どちらも有意にマイナスであるが若干公共職業紹介のほうが下げ幅が大き

くなっている。次に操作変数法による結果を見ると、民営職業紹介を利用した場合(７)

の結果は検定もクリアしており、民営職業紹介が転職後賃金変化に有意にマイナスに働

いていることが分かる。(６)の結果も民営職業紹介は転職後賃金変化に有意なマイナス

の影響を示しているものの、検定はクリアできていない。また公共職業紹介については、

その他の推計結果と同様に(10)も(11)も有意に転職後賃金が低くなっているが、検定は

クリアできていない。最後に Propensity Score を用いた推計結果を見ると、(８)の民

営職業紹介の影響については有意となってはいないが、公共職業紹介に関する(12)では

やはり有意にマイナスとなっている6。 

複数の分析に共通してみられる結果から解釈をすると、公共職業紹介は求職者の特徴

を考慮しても、転職後賃金に与える効果はその他の経路に比べて低くなっている。但し

公共職業紹介は求人企業にとっては数少ない無料の採用手段である。採用に予算をかけ

られない企業でも利用できるため、採用企業側の属性の違いによってそのような結果に

                                                
6 利用段階で求職者の属性が異なっていたことを利用し、公共職業紹介を利用したサンプルに絞って、

民営職業紹介による転職決定の効果も同様に分析した。Propensity Score による推計に近い意味を持

つ方法ではあるが、やはり民営職業紹介は有意な結果にはならなかった。同様の方法で民営紹介利用

者に絞った公共職業紹介の影響も分析したが、サンプルが 158 と少なく、結果も有意にはならなかっ

た。尚以降の分析についてはサンプル数の関係でこのようなサンプルを絞った分析はできなくなって

いる。 
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なってしまっている可能性はある。 

一方で民営職業紹介では、当初の懸念通り内生性の問題が存在していることが確認で

き、民営職業紹介による転職者のデータに現れない特徴は、転職後賃金変化にプラスの

影響を含んでいることが分かった。この要因のコントロールを試みた複数の推計結果か

ら共通して言えることは、民営職業紹介が転職前後の賃金変化を高めるという効果は確

認できないということである。もしかしたら民営職業紹介は、もともと賃金の高い求職

者を集めることで利益を得てはいるが、より高い利益を得るために、さらに高い賃金の

仕事を進んで斡旋させるような行動はとっていないかもしれない。 

また同様の手続きで民営・公共職業紹介業が長期的な賃金の伸びに与える分析も行っ

た。ここでは説明変数にそれぞれの職業紹介利用のダミー変数と、転職後の勤続年数の

交差項を含めて推計を行っている7。結果は表４のとおりである。 

まず、通常のＯＬＳの結果(15)(16)を見ると、民営職業紹介は有意に現在賃金を高め

ており、勤続年数も有意プラスとなっているものの、交差項は有意とはなっていない。

民営職業紹介はダミー変数も交差項も有意ではなかった。一方、Propensity Score を用

いた(17)(18)の結果を見ると、民営職業紹介のダミー変数の有意性はなくなり、勤続と

の交差項が有意にプラスとなっている。また民営職業紹介ダミーはマイナスに有意とな

っているが、交差項は有意ではない。これら２つの結果からでは強い結論を得るのは難

しいが、民営職業紹介に限っていえば、他の経路に比べて長期的な賃金上昇がマイナス

になるような影響はなさそうである。 

 

４４４４．．．．３３３３    民営民営民営民営・・・・公共職業紹介公共職業紹介公共職業紹介公共職業紹介のののの転職後満足度転職後満足度転職後満足度転職後満足度やややや入社後入社後入社後入社後のののの転職意向転職意向転職意向転職意向にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響    

続いて満足度についても同様に分析を進める。ここでは以下のような構造を考え、二

段階推計を行っている。 

iiiiii wnAwwAYAXAManzoku ε++−++= 4

'

321 )(              （８） 

iiii ZBXBY η++= 21                           （９） 

分析に用いているアンケートでは調査時点の満足度が聞かれているために、（８）式

には転職直後と前職の賃金差だけでなく、現在の賃金 iwn も説明変数に加えている。ま

たここでは二段階目の推計の被説明変数である満足度も連続変数ではないため

Bivariate probit モデルによって推計を行った。尚、ここでも通常のプロビットに加え、

                                                
7 ここでは職業紹介による転職ダミーとその交差項が内生変数と考えられる。２ＳＬＳでは二段階目

が線形であるために、first も線形と仮定し勤続年数をダミーとしなくてはならないが、そうすると内

生変数の数が、操作変数を超えて過少識別の問題が発生し、推計が不可能になってしまう。そのため、

通常のＯＬＳと Propensity Score を用いた推計の２種類の推計のみを行っている。 
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Propensity Score を用いた推計も行っている。結果は表５に掲載している。 

まず通常のプロビット分析の結果を見ると、(19)より、民営職業紹介の影響は有意な

影響はなく、(20)より、公共職業紹介では有意にマイナスとなっている。民営職業紹介

について Bivariate probit の結果を見ると、（21）より民営職業紹介では有意にマイナ

スとなっており、(22)のρは有意にプラスとなっている。もともと民営職業紹介で転職

しやすいという特徴と、もともと満足度が高いという特徴とがプラスに相関しており、

それを考慮すると民営職業紹介の満足度についての影響は、有意にマイナスへと変化す

ることが示されている。また Propensity Score を用いた結果の（25）でも民営職業紹

介は有意にマイナスになっている。一方で公共職業紹介では、Bivariate probit（24）

のρは有意ではなく、第一段階の誤差項と第二段階の誤差項は相関がないという結果に

なっている。通常のプロビット分析の結果が満足度に有意にマイナスであり、

Propensity Score を用いた結果の(26)も有意にマイナスであることを考えると、他の経

路に比べて公共職業紹介も満足度が低くなりやすいことが示されている。 

これら結果を総合的に判断すると、民営職業紹介も公共職業紹介も、他の経路に比べ

て満足度は低くなりやすくなっている。樋口・児玉・阿部(2005)では公共職業紹介利用

者の転職後満足度が低くなりやすいという結果を示していたが、本分析結果は民営職業

紹介についても、もともとの求職者の特性を考慮すると満足度が下がりやすいという結

果になっている。 

続いて満足度を入社後の転職希望に置き換えて同様の分析を行い、結果を表６に掲載

した。通常のプロビット分析の結果を見ると、（27）より、民営職業紹介は入社後の転

職希望に対して有意にプラスとなっている。また Bivariate probit の結果でも(29)より

民営職業紹介は転職希望に有意にプラスとなっている。かつ(30)のρの結果より、もと

もと民営職業紹介で転職しやすいという特性と、もともと入社後に転職希望を持ちやす

いという特性とは有意にマイナスの相関が示されている。さらに Propensity Score を

用いた結果(33)からも、民営職業紹介は転職希望に有意にプラスに働いている。もとも

との求職者の特性を考慮してもしなくとも民営職業紹介は転職希望に強くプラスの結

果が示されている。もともと民営職業紹介で転職しやすいという特性は、もともとは転

職希望を持ちにくいという特性と関係している。そのような特性を持つものでも民営職

業紹介による転職ほど入社後の転職希望が高いということは、民営職業紹介のマッチン

グは長期勤続を目指していないという可能性が強いのではないか。一方、公共職業紹介

の分析については、どの推計でも有意な結果は確認できず、もともとの利用者の特性ρ

も有意な相関を示してはいない。公共職業紹介については入社後の転職希望を高めてい
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るといった様子は確認できず、民営職業紹介とは結果の特徴がはっきりと異なっている。 

 

５５５５    結結結結びにびにびにびに変変変変えてえてえてえて    

    

本稿では、民営職業紹介は公共職業紹介とは異なり、自身の利益最適化を目指してマ

ッチングを行う可能性に注目し、転職者のその後の状況に与える民営・公共職業紹介の

影響の違いを以下の視点にもとづいて検証した。第一に、民営紹介業が扱う求職者は公

共職業紹介業のそれとは異なるのか。第二に求職者の属性をコントールした場合でも、

民営職業紹介業を利用したほうが、以前より高い年収の仕事に就いているのかどうか。

第三に民営職業紹介を利用した場合の転職後の満足度やその後の定着意向は、公共職業

紹介を利用して転職した場合よりも高いのかどうか、である。そこでこれらの問いにつ

いて複数の推計を行い、それぞれの個別の分析については結果に留保を残すものの、複

数の結果を包括的に解釈することで、一定の解釈を得ようと試みた。分析結果の解釈と

していえることは大きく以下の３点である。 

まず第一に、利用の段階で民営職業紹介と公共職業紹介の利用者の特徴は異なってお

り、求職者の行動によって使い分けがされている。特に前職の賃金が高いものほど民営

職業紹介を利用して転職しやすいという特徴がある。これについては民営職業紹介の紹

介料が年収に応じて決められることを考えると、求職者側の意志だけでなく、広告など

によって民営職業紹介が主体的にそのような属性の求職者を集めているという側面も

考えられる。しかし、それぞれの職業紹介は住み分けがなされ、異なった役割を担って

いる可能性が高いことは指摘できるだろう。仮に職業紹介の民営化を進めるにしても、

転職に不利な求職者の支援を目指すような紹介業務は、現状の民営職業紹介には期待で

きないかもしれない。 

また第二に、転職前後の賃金変化について行った分析により、マッチングの段階では

民営職業紹介は他の経路よりも、賃金が低くなることもないが、賃金が高まるようなマ

ッチングにもなっていないと考えられる。一方で民営紹介を利用した転職による転職後

賃金は他の経路に比べて劣っている様子が見られた。民営職業紹介ではユーザー企業も

無料で利用できるため、ユーザー企業の属性が料金の発生する民営職業紹介やその他広

告などと異なっている可能性も考えられる。これら企業要因をコントロールした研究を

行うべきであるが、求職者の属性情報と求人企業の属性情報を同時に使用できるデータ

セットは業務統計データ以外にあまりなく、そのようなデータを用いた分析は今後の課

題である。 
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第三に、民営職業紹介では転職後の満足度やその後の定着意向にはむしろマイナスの

影響が確認できた。一方で公共職業紹介では入社後の転職以降を高めてはおらず、民営

職業紹介と異なった結果が示された。民営職業紹介では、あまりにも短期の離職以外に

は紹介料の返還は行われず、離職者を再度別の企業に採用させることができれば追加的

に紹介料を得ることができることから、長期勤続につながるようなマッチングを目指す

インセンティブは少ないと考えられたが、実証分析の結果もそのような疑いを否定でき

ない結果となっている。今後、民営職業紹介の社会的厚生性を高めるためには、一定の

長期勤続を実現させることと、民営職業紹介の利益とを関係づけるような、政策的な整

備が求められるのかもしれない。 
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図図図図１１１１    各転職経路各転職経路各転職経路各転職経路ごとのごとのごとのごとの賃金変化賃金変化賃金変化賃金変化、、、、現職賃金現職賃金現職賃金現職賃金、、、、現職継続年数現職継続年数現職継続年数現職継続年数    

転職直後－前職年収
の対数

現職賃金の対数値 現職の勤続年数

働きたい会社に直接問い合わせ -0.184 7.683 9.316

縁故・学校 -0.204 7.711 9.366

公共職業紹介 -0.146 7.561 7.944

民営職業紹介 -0.176 7.895 6.487

広告(有料＋新聞＋チラシ＋フリー） -0.208 7.601 8.247

インターネット -0.119 7.648 4.596

その他 -0.224 7.817 9.188     

    

    

    

    

図図図図２２２２    各転職経路各転職経路各転職経路各転職経路によるによるによるによる、、、、満足度満足度満足度満足度とととと転職意向転職意向転職意向転職意向のののの違違違違い 
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表表表表 1111    基本統計量基本統計量基本統計量基本統計量    

観測数 平均 標準偏差
民間紹介で決定 2,675 0.028 0.166
公共紹介で決定 2,675 0.108 0.310
民間紹介利用 1,902 0.070 0.255
公共紹介利用 1,902 0.257 0.437
満足 2,642 0.959 0.198
転職希望 2,675 0.437 0.496
現職対数賃金 2,675 7.676 0.426
前職対数賃金 2,675 7.404 0.403
転職後－前の年収対数差 2,628 0.039 0.281
2000年代に転職 2,675 0.284 0.451
1990年代に転職 2,675 0.530 0.499
現職勤続年数 2,670 8.716 6.810
転職時の有効求人倍率 2,674 0.740 0.266
大学、大学院 2,675 0.315 0.465
短大、専門学校卒 2,675 0.228 0.420
教育年数 2,675 13.544 2.120
男性ﾀﾞﾐｰ 2,675 0.827 0.378
転職時年齢 2,670 31.060 7.870
配偶者有無 2,673 0.784 0.412
子供の有無 2,675 0.731 0.443
前職3～5年 2,675 0.236 0.425
前職5年以上 2,675 0.462 0.499
産業移動なし×前職1～3年 2,675 0.126 0.332
産業移動なし×前職3～5年 2,675 0.109 0.311
産業移動なし×前職5年以上 2,675 0.246 0.431
自発転職ﾀﾞﾐｰ 2,675 0.864 0.343
会社都合 2,675 0.121 0.326
結婚・出産・介護 2,675 0.063 0.244
賃金・評価・条件・配置の不満 2,675 0.242 0.429
仕事内容の不満 2,675 0.176 0.381
よりよい仕事・会社が見つかった 2,675 0.124 0.329
会社・人間関係の不満 2,675 0.193 0.395
建　設　業 2,660 0.120 0.324
情報通信業 2,660 0.070 0.256
運輸業，郵便業 2,660 0.107 0.309
卸売業，小売業 2,660 0.117 0.322
金融業，保険業 2,660 0.043 0.203
不動産業，物品賃貸業 2,660 0.029 0.167
学術研究，専門・技術サービス業 2,660 0.048 0.214
宿泊業，飲食サービス業 2,660 0.034 0.181
生活関連サービス業，娯楽業 2,660 0.020 0.138
教育，学習支援業 2,660 0.017 0.128
医療，福祉 2,660 0.050 0.218
サービス業（他に分類されないもの） 2,660 0.041 0.198
公務（他に分類されるものを除く） 2,660 0.028 0.164
分類不能の産業 2,660 0.053 0.224
建　設　業 2,675 0.108 0.310
情報通信業 2,675 0.064 0.244
運輸業，郵便業 2,675 0.089 0.285
卸売業，小売業 2,675 0.130 0.336
金融業，保険業 2,675 0.053 0.225
不動産業，物品賃貸業 2,675 0.026 0.161
学術研究，専門・技術サービス業 2,675 0.042 0.201
宿泊業，飲食サービス業 2,675 0.048 0.213
生活関連サービス業，娯楽業 2,675 0.022 0.148
教育，学習支援業 2,675 0.014 0.117
医療，福祉 2,675 0.044 0.206
サービス業（他に分類されないもの） 2,675 0.036 0.186
公務（他に分類されるものを除く） 2,675 0.012 0.111
分類不能の産業 2,675 0.051 0.220
専門的・技術的職業従事者 2,675 0.249 0.432
管理的職業従事者 2,675 0.071 0.257
販売従事者 2,675 0.155 0.362
サービス職業従事者 2,675 0.107 0.309
運輸・通信従事者 2,675 0.098 0.298
専門的・技術的職業従事者 2,675 0.256 0.436
管理的職業従事者 2,675 0.073 0.260
販売従事者 2,675 0.170 0.375
サービス職業従事者 2,675 0.127 0.333
運輸・通信従事者 2,675 0.070 0.256
１０人以上５０人未満 2,675 0.265 0.442
５０人以上１００人未満 2,675 0.111 0.314
１００人以上３００人未満 2,675 0.151 0.359
３００人以上５００人未満 2,675 0.052 0.221
５００人以上１０００人未満 2,675 0.062 0.241
１０００人以上 2,675 0.192 0.394
１０人以上５０人未満 2,675 0.267 0.442
５０人以上１００人未満 2,675 0.113 0.317
１００人以上３００人未満 2,675 0.156 0.362
３００人以上５００人未満 2,675 0.066 0.248
５００人以上１０００人未満 2,675 0.072 0.258
１０００人以上 2,675 0.194 0.395
調査年2002年ﾀﾞﾐｰ 2,675 0.504 0.500
調査年2004年ﾀﾞﾐｰ 2,675 0.207 0.405

前
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規
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表表表表 2222    民営民営民営民営・・・・公共職業紹介公共職業紹介公共職業紹介公共職業紹介のののの求職者求職者求職者求職者のののの特徴特徴特徴特徴

モデル dprobit dprobit dprobit dprobit

被説明変数（有１，無０） 民間紹介利用 民間紹介決定 公共紹介利用 公共紹介決定

説明変数 (1) (2) (3) (4)
-0.055 -0.024 -0.174 -0.056

[0.232]** [0.357]* [0.146]*** [0.187]**
0.071 0.027 -0.098 -0.007

[0.127]*** [0.167]*** [0.098]*** [0.126]
0.015 0.005 0.004 -0.003

[0.027]*** [0.035]*** [0.019] [0.023]
0.012 0.009 -0.057 -0.018

[0.124] [0.157]* [0.091]* [0.109]
0.002 0 0.004 0.003

[0.007]** [0.010] [0.005]** [0.006]***
-0.018 -0.007 0.001 -0.003
[0.127] [0.153] [0.104] [0.127]
-0.039 -0.013 -0.052 -0.021

[0.128]** [0.165]* [0.099] [0.123]
0.033 0.009 0.014 0.016

[0.109]** [0.133] [0.088] [0.113]
-0.015 0.001 -0.182 -0.071
[0.145] [0.218] [0.097]*** [0.117]***
-0.009 -0.001 -0.057 -0.016
[0.130] [0.163] [0.091]** [0.112]
0.009 -0.002 -0.032 -0.031

[0.120] [0.157] [0.084] [0.108]*
-0.029 -0.012 0.032 0.014
[0.207] [0.298] [0.137] [0.166]
0.009 -0.001 -0.066 -0.043

[0.177] [0.218] [0.156] [0.215]*
-0.003 -0.009 -0.019 -0.03
[0.261] [0.299] [0.189] [0.238]
-0.028 -0.012 0.032 0.023

[0.162]* [0.211]* [0.116] [0.146]
-0.023 -0.013 -0.048 -0.025
[0.171] [0.237]** [0.146] [0.194]
-0.029 -0.01 -0.169 -0.061
[0.323] [0.474] [0.231]*** [0.357]*
-0.009 -0.003 -0.064 -0.043
[0.197] [0.250] [0.165] [0.228]
0.015 0.02 0.024 0.012

[0.249] [0.294] [0.180] [0.222]
-0.043 - -0.086 -0.06

[0.387]* - [0.264] [0.432]
-0.003 -0.011 -0.022 0.002
[0.213] [0.503] [0.165] [0.201]
-0.034 -0.007 -0.045 0.048
[0.415] [0.277] [0.315] [0.365]
-0.031 - -0.061 -0.017
[0.245] - [0.163] [0.207]
-0.011 -0.01 -0.084 -0.047
[0.138] [0.490] [0.105]** [0.130]***
0.005 -0.014 -0.091 -0.064

[0.190] [0.419] [0.151]** [0.216]***
-0.013 0.003 0.029 -0.019
[0.145] [0.171] [0.111] [0.136]
-0.045 0.015 -0.068 -0.057

[0.223]*** [0.225] [0.141] [0.178]***
0.039 -0.002 0.049 0.032

[0.240] [0.188] [0.116] [0.149]
0.064 -0.019 0.066 0.024

[0.253]* [0.349]*** [0.133] [0.170]
0.078 - -0.015 0.007

[0.244]** - [0.130] [0.168]
0.072 0.019 -0.057 -0.022

[0.258]* [0.388] [0.157] [0.210]
0.108 0.037 -0.033 0.01

[0.262]** [0.397] [0.159] [0.206]
0.098 0.052 -0.038 -0.015

[0.237]*** [0.381]** [0.129] [0.173]
-0.026 0.032 -0.121 0.006
[0.500] [0.413] [0.264]* [0.307]
0.002 0.072 0.068 0.04

[0.339] [0.398]** [0.200] [0.254]
-0.056 0.064 0.016 0.019

[0.447]** [0.376]** [0.205] [0.242]
-0.007 -0.003 -0.029 -0.025
[0.101] [0.133] [0.073] [0.092]*

- - - -
[0.527]*** [0.772]*** [0.344] [0.434]

N 1,787 1,787 1,787 1,787
注1：[]内の値はWhite(1980)の一致性を持つ標準誤差を表す。
注2：***は1%水準、**は5%水準、*は10%水準で有意であることを示す。
注3：係数の値は限界効果を表している。

_cons

前
職
企
業
規
模

（
1
0
人
未

満
と
の
比
較

）

１０人以上５０人未満

５０人以上１００人未満

１００人以上３００人未満

３００人以上５００人未満

５００人以上１０００人未満

１０００人以上

前
職
業
種
属
性

（
製
造
業
と
の
比
較

）

建　設　業

情報通信業

調査年2002年ﾀﾞﾐｰ

前
職
職
種
属
性

（
事
務

職
と
の
比
較

）

専門的・技術的職業従事者

管理的職業従事者

販売従事者

サービス職業従事者

運輸・通信従事者

医療，福祉

サービス業（他に分類されないもの）

公務（他に分類されるものを除く）

分類不能の産業

卸売業，小売業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業

教育，学習支援業

学術研究，専門・技術サービス業

宿泊業，飲食サービス業

生活関連サービス業，娯楽業

転
職
理

由
仕事内容を変えたい

自発転職

前職勤続3
年未満との

比較

前職3～5年

前職5年以上

運輸業，郵便業

景気変数 転職時の有効求人倍率

個
人
属
性

前職賃金

教育年数

男性ﾀﾞﾐｰ

転職時年齢

配偶者有無

子供の有無
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図図図図３３３３    民営職業紹介事業所数民営職業紹介事業所数民営職業紹介事業所数民営職業紹介事業所数のののの推移推移推移推移とととと有効求人倍率有効求人倍率有効求人倍率有効求人倍率のののの推移推移推移推移    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有効求人倍率の推移

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

19
6
3年

19
6
5年

19
6
7年

19
6
9年

19
7
1年

19
7
3年

19
7
5年

19
7
7年

19
7
9年

19
8
1年

19
8
3年

19
8
5年

19
8
7年

19
8
9年

19
9
1年

19
9
3年

19
9
5年

19
9
7年

19
9
9年

20
0
1年

20
0
3年

20
0
5年

出所「厚生労働省　一般職業紹介状況」

民営職業紹介事業所数

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

19
94

年

19
95

年

19
96

年

19
97

年

19
98

年

19
99

年

20
00

年

20
01

年

20
02

年

20
03

年

20
04

年

20
05

年

20
06

年

20
07

年

20
08

年

20
09

年

出所「厚生労働省　職業紹介事業報告」



 21

表表表表 3333    民営民営民営民営・・・・公共職業紹介公共職業紹介公共職業紹介公共職業紹介のののの転職直後転職直後転職直後転職直後のののの賃金変化賃金変化賃金変化賃金変化にににに関関関関するするするする影響影響影響影響    

モデル OLS 2SLS LIML Pweight-WLS OLS 2SLS LIML Pweight-WLS

被説明変数
転職後－前
の年収対数

転職後－前
の年収対数

転職後－前
の年収対数

転職後－前
の年収対数

転職後－前
の年収対数

転職後－前
の年収対数

転職後－前
の年収対数

転職後－前
の年収対数

転職後－前
の年収対数

転職後－前
の年収対数

説明変数 (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
0.013 -2.823 -2.933 -0.024 - - - - -3.889 -
[0.031] [0.703]*** [0.737]*** [0.059] - - - - [0.466]*** -

- - - - -0.071 -1.926 -2.196 -0.065 - -3.998
- - - - [0.019]*** [0.537]*** [0.641]*** [0.019]*** - [0.498]***

-0.016 -0.028 -0.029 0.102 -0.015 0.007 0.01 0.023 -0.046 -0.012
[0.016] [0.033] [0.034] [0.054]* [0.016] [0.036] [0.040] [0.027] [0.025]* [0.024]
-0.036 -0.013 -0.012 0.102 -0.032 0.055 0.068 0.006 -0.026 0.109
[0.026] [0.053] [0.055] [0.063] [0.026] [0.062] [0.070] [0.038] [0.031] [0.033]***
0.014 -0.030 -0.032 0.148 0.014 0.002 0.000 0.075 -0.07 -0.073
[0.025] [0.051] [0.052] [0.061]** [0.024] [0.053] [0.059] [0.034]** [0.033]** [0.034]**
0.001 0.109 0.113 -0.037 -0.001 -0.069 -0.078 -0.014 0.161 -0.118
[0.015] [0.041]*** [0.042]*** [0.026] [0.015] [0.038]* [0.044]* [0.017] [0.024]*** [0.021]***
0.024 0.016 0.015 0.034 0.024 0.014 0.012 0.007 0.045 -0.015
[0.016] [0.031] [0.032] [0.031] [0.015] [0.033] [0.037] [0.017] [0.015]*** [0.016]
0.299 0.253 0.251 0.249 0.298 0.264 0.26 0.354 0.272 0.303

[0.033]*** [0.068]*** [0.070]*** [0.060]*** [0.033]*** [0.072]*** [0.081]*** [0.072]*** [0.033]*** [0.033]***
0.245 0.225 0.224 0.178 0.243 0.187 0.179 0.306 0.273 0.217

[0.033]*** [0.066]*** [0.068]*** [0.059]*** [0.033]*** [0.072]*** [0.081]** [0.071]*** [0.032]*** [0.032]***
0.199 0.140 0.138 0.142 0.199 0.209 0.211 0.312 0.149 0.273

[0.035]*** [0.071]** [0.074]* [0.064]** [0.035]*** [0.074]*** [0.083]** [0.073]*** [0.034]*** [0.036]***
0.039 -0.001 -0.002 0.109 0.037 -0.004 -0.01 0.019 0.022 -0.096

[0.018]** [0.038] [0.039] [0.033]*** [0.018]** [0.041] [0.046] [0.029] [0.018] [0.024]***
0.003 -0.034 -0.035 -0.040 0.001 -0.053 -0.061 0.004 -0.022 -0.047
[0.022] [0.045] [0.046] [0.038] [0.022] [0.049] [0.056] [0.025] [0.022] [0.022]**
-0.039 -0.038 -0.038 -0.034 -0.044 -0.167 -0.185 -0.054 -0.018 -0.246

[0.020]** [0.039] [0.041] [0.037] [0.020]** [0.055]*** [0.063]*** [0.023]** [0.019] [0.032]***
0.048 0.067 0.068 0.004 0.045 -0.045 -0.058 0.05 0.106 -0.115

[0.021]** [0.043] [0.045] [0.039] [0.021]** [0.053] [0.060] [0.025]** [0.022]*** [0.029]***
0.040 0.143 0.147 0.066 0.037 -0.032 -0.042 0.016 0.133 -0.088
[0.024] [0.055]** [0.057]** [0.044] [0.024] [0.056] [0.063] [0.027] [0.027]*** [0.029]***
0.054 0.041 0.040 0.008 0.055 0.089 0.095 0.059 0.073 0.103

[0.018]*** [0.036] [0.037] [0.032] [0.018]*** [0.039]** [0.044]** [0.020]*** [0.017]*** [0.018]***

0.047 0.120 0.122 0.164 0.045 -0.01 -0.018 0.099 0.159 -0.002

[0.034] [0.070]* [0.072]* [0.052]*** [0.033] [0.074] [0.082] [0.058]* [0.035]*** [0.034]
-0.069 -0.091 -0.092 0.165 -0.071 -0.11 -0.116 -0.1 -0.069 -0.2

[0.031]** [0.063] [0.065] [0.053]*** [0.031]** [0.067] [0.075] [0.054]* [0.031]** [0.035]***
0.057 0.134 0.137 0.153 0.059 0.098 0.103 0.082 0.14 0.115

[0.024]** [0.052]*** [0.053]** [0.039]*** [0.024]** [0.052]* [0.059]* [0.028]*** [0.025]*** [0.025]***
0.012 0.111 0.115 0.100 0.014 0.059 0.065 0.021 0.13 0.097
[0.025] [0.055]** [0.057]** [0.041]** [0.025] [0.054] [0.061] [0.029] [0.028]*** [0.026]***
0.094 0.145 0.147 0.187 0.093 0.072 0.069 0.108 0.113 0.034

[0.027]*** [0.055]*** [0.057]*** [0.053]*** [0.027]*** [0.058] [0.064] [0.031]*** [0.027]*** [0.027]
0.020 0.072 0.074 0.098 0.022 0.048 0.052 0.052 0.085 0.095
[0.025] [0.051] [0.053] [0.043]** [0.024] [0.053] [0.059] [0.029]* [0.025]*** [0.026]***
0.077 0.094 0.094 0.160 0.07 -0.106 -0.132 0.094 0.125 -0.187

[0.027]*** [0.054]* [0.055]* [0.048]*** [0.027]*** [0.076] [0.088] [0.048]* [0.027]*** [0.042]***

wooldridge(2002,p119)の推計

転職時の有効求人倍率：0.5～0.8未満

民間紹介で決定

公共紹介で決定

前職5年以上

産業移動なし×前職1～3年

産業移動なし×前職3～5年

産業移動なし×前職5年以上

大学、大学院

前職勤続3
年未満との

比較

転
職
理
由

前職3～5年

前職勤続1
年未満との

比較

よりよい仕事・会社が見つかった

会社・人間関係の不満

転職経路

男性ﾀﾞﾐｰ

転職時年齢：20代以下

自発転職ﾀﾞﾐｰ

会社都合

結婚・出産・介護

賃金・評価・条件・配置の不満

仕事内容の不満

転職時年齢：40代

転職時の年
齢（50代以
上との比

較）

転職時の有
効求人倍率
（0.5未満と
の比較）

転職時の有効求人倍率：0.8～1.0.未満

転職時の有効求人倍率：1.0以上

短大、専門学校卒

学歴ダミー
（中学、高
校卒との比

較）

転職時年齢：30代

 

0.042 0.003 0.001 0.071 0.039 -0.048 -0.06 0.011 -0.015 -0.173
[0.027] [0.055] [0.057] [0.049] [0.027] [0.063] [0.071] [0.031] [0.027] [0.037]***
0.050 0.257 0.265 0.200 0.046 -0.065 -0.082 0.065 0.243 -0.159

[0.028]* [0.076]*** [0.079]*** [0.065]*** [0.028]* [0.068] [0.077] [0.028]** [0.036]*** [0.038]***
-0.060 -0.110 -0.112 -0.031 -0.066 -0.192 -0.21 -0.05 -0.108 -0.39
[0.035]* [0.071] [0.073] [0.053] [0.035]* [0.083]** [0.094]** [0.033] [0.035]*** [0.053]***
-0.013 -0.026 -0.027 -0.042 -0.017 -0.098 -0.109 -0.042 -0.029 -0.15
[0.024] [0.048] [0.050] [0.042] [0.024] [0.056]* [0.064]* [0.027] [0.024] [0.029]***
-0.035 -0.124 -0.127 -0.068 -0.041 -0.202 -0.225 -0.003 -0.179 -0.357
[0.031] [0.066]* [0.068]* [0.049] [0.031] [0.080]** [0.092]** [0.039] [0.035]*** [0.050]***
0.061 0.028 0.027 0.035 0.058 -0.018 -0.03 0.07 0.042 -0.171
[0.039] [0.078] [0.080] [0.084] [0.038] [0.085] [0.096] [0.047] [0.038] [0.048]***
0.000 -0.026 -0.027 -0.018 0.002 0.056 0.064 -0.001 -0.032 -0.02
[0.031] [0.063] [0.065] [0.079] [0.031] [0.069] [0.077] [0.038] [0.031] [0.031]
0.040 0.022 0.022 0.041 0.035 -0.097 -0.116 -0.01 0.011 -0.275
[0.038] [0.077] [0.079] [0.065] [0.038] [0.090] [0.102] [0.035] [0.038] [0.054]***
0.059 -0.035 -0.038 0.096 0.054 -0.059 -0.075 0.037 -0.037 -0.282
[0.046] [0.095] [0.098] [0.089] [0.046] [0.104] [0.116] [0.047] [0.047] [0.062]***
0.011 0.007 0.007 0.103 0.006 -0.12 -0.139 -0.084 -0.037 -0.166
[0.053] [0.108] [0.111] [0.145] [0.053] [0.120] [0.135] [0.083] [0.053] [0.057]***
-0.078 -0.171 -0.175 -0.041 -0.08 -0.135 -0.143 -0.11 -0.165 -0.211

[0.033]** [0.070]** [0.073]** [0.074] [0.033]** [0.072]* [0.081]* [0.034]*** [0.034]*** [0.036]***
-0.004 -0.133 -0.138 -0.102 -0.005 -0.021 -0.023 -0.03 -0.147 0.004
[0.035] [0.078]* [0.081]* [0.053]* [0.035] [0.076] [0.085] [0.038] [0.039]*** [0.035]
-0.119 -0.400 -0.411 0.054 -0.127 -0.29 -0.314 -0.144 -0.441 -0.514

[0.042]*** [0.110]*** [0.114]*** [0.091] [0.042]*** [0.102]*** [0.116]*** [0.047]*** [0.057]*** [0.064]***
0.010 -0.065 -0.068 -0.041 0.007 -0.078 -0.091 0.000 -0.049 -0.148
[0.029] [0.061] [0.063] [0.048] [0.029] [0.067] [0.075] [0.032] [0.029]* [0.035]***
-0.014 -0.106 -0.110 -0.046 -0.011 0.059 0.069 0.009 -0.131 0.096
[0.028] [0.061]* [0.063]* [0.042] [0.028] [0.063] [0.071] [0.031] [0.031]*** [0.031]***
-0.033 -0.189 -0.195 -0.157 -0.033 0.006 0.011 -0.024 -0.137 -0.069
[0.029] [0.070]*** [0.073]*** [0.080]** [0.029] [0.064] [0.071] [0.029] [0.031]*** [0.029]**
0.060 0.113 0.115 -0.010 0.057 -0.019 -0.03 0.039 0.075 -0.069

[0.035]* [0.072] [0.075] [0.055] [0.035] [0.079] [0.088] [0.033] [0.035]** [0.038]*
0.001 -0.094 -0.098 0.020 0.003 0.069 0.078 0.008 -0.083 0.072
[0.023] [0.051]* [0.053]* [0.045] [0.022] [0.052] [0.059] [0.024] [0.024]*** [0.024]***
-0.043 -0.140 -0.144 0.071 -0.044 -0.048 -0.049 -0.069 -0.103 -0.087
[0.028] [0.062]** [0.064]** [0.085] [0.028] [0.061] [0.068] [0.035]** [0.029]*** [0.028]***
-0.086 -0.194 -0.198 -0.153 -0.088 -0.144 -0.153 -0.082 -0.214 -0.098

[0.041]** [0.086]** [0.089]** [0.078]** [0.041]** [0.089] [0.099] [0.047]* [0.043]*** [0.040]**

0.018 -0.082 -0.086 0.055 0.014 -0.076 -0.089 -0.017 -0.107 -0.079

[0.032] [0.069] [0.071] [0.057] [0.032] [0.073] [0.082] [0.034] [0.035]*** [0.034]**
-0.048 -0.056 -0.056 -0.034 -0.046 -0.016 -0.011 -0.031 -0.052 -0.035
[0.035] [0.070] [0.072] [0.054] [0.034] [0.074] [0.083] [0.038] [0.034] [0.034]
-0.002 0.021 0.022 -0.119 -0.002 0.011 0.013 0.035 0.004 -0.092
[0.046] [0.093] [0.095] [0.073] [0.046] [0.098] [0.110] [0.045] [0.045] [0.047]**
-0.045 -0.121 -0.124 -0.093 -0.045 -0.036 -0.035 -0.003 -0.123 -0.167
[0.050] [0.103] [0.106] [0.100] [0.050] [0.108] [0.121] [0.054] [0.051]** [0.052]***
-0.031 -0.082 -0.084 -0.095 -0.03 0 0.004 -0.002 -0.077 0.158
[0.034] [0.070] [0.072] [0.091] [0.034] [0.074] [0.083] [0.038] [0.034]** [0.042]***
0.000 0.071 0.074 0.012 -0.001 -0.032 -0.037 0.022 0.05 -0.066
[0.037] [0.076] [0.078] [0.049] [0.037] [0.079] [0.088] [0.036] [0.037] [0.037]*
-0.033 -0.110 -0.113 -0.052 -0.03 0.053 0.066 -0.01 -0.131 0.072
[0.059] [0.121] [0.124] [0.076] [0.059] [0.129] [0.144] [0.058] [0.059]** [0.060]
0.039 -0.042 -0.045 -0.048 0.037 0.009 0.005 0.02 -0.046 0.011
[0.030] [0.063] [0.065] [0.044] [0.030] [0.064] [0.072] [0.029] [0.031] [0.029]

公務（他に分類されるものを除く）

分類不能の産業

宿泊業，飲食サービス業

生活関連サービス業，娯楽業

医療，福祉

運輸業，郵便業

教育，学習支援業

卸売業，小売業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術サービス業

サービス業（他に分類されないもの）

公務（他に分類されるものを除く）

分類不能の産業

建　設　業

情報通信業

生活関連サービス業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

サービス業（他に分類されないもの）

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術サービス業

宿泊業，飲食サービス業

建　設　業

転
職
後
業
種
属
性

（
製
造
業
と
の
比
較

）

前
職
業
種
属
性

（
製
造
業
と
の
比
較

）

卸売業，小売業

情報通信業

運輸業，郵便業

 

次ページへ続く 
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表３の続き 

モデル OLS 2SLS LIML Pweight-WLS OLS 2SLS LIML Pweight-WLS

被説明変数
転職後－前の

年収対数差

転職後－前の

年収対数差

転職後－前の

年収対数差

転職後－前の

年収対数差

転職後－前の

年収対数差

転職後－前の

年収対数差

転職後－前の

年収対数差

転職後－前の

年収対数差

転職後－前の

年収対数差

転職後－前の

年収対数差

説明変数 (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

0.005 -0.003 -0.004 0.040 0.005 0.017 0.019 0.01 0.03 0.028

[0.020] [0.041] [0.042] [0.044] [0.020] [0.044] [0.049] [0.022] [0.020] [0.020]

0.081 0.049 0.047 0.103 0.076 -0.036 -0.053 0.09 0.028 -0.079

[0.031]*** [0.063] [0.065] [0.053]** [0.031]** [0.074] [0.084] [0.034]*** [0.031] [0.036]**

0.005 0.030 0.030 0.027 0.004 -0.033 -0.038 0.04 0.028 -0.02

[0.022] [0.044] [0.045] [0.051] [0.021] [0.047] [0.053] [0.026] [0.021] [0.021]

-0.095 -0.085 -0.085 -0.002 -0.096 -0.124 -0.128 -0.069 -0.08 -0.056

[0.027]*** [0.054] [0.055] [0.039] [0.027]*** [0.058]** [0.065]** [0.028]** [0.026]*** [0.027]**

0.070 0.035 0.034 0.092 0.073 0.169 0.183 0.072 0.041 0.335

[0.037]* [0.074] [0.077] [0.047]** [0.037]** [0.083]** [0.094]* [0.034]** [0.036] [0.049]***

-0.009 0.003 0.003 -0.071 -0.015 -0.172 -0.195 -0.02 -0.011 -0.278

[0.022] [0.044] [0.046] [0.050] [0.022] [0.065]*** [0.075]*** [0.025] [0.022] [0.040]***

-0.107 -0.124 -0.125 -0.181 -0.111 -0.208 -0.222 -0.128 -0.12 -0.287

[0.031]*** [0.063]** [0.065]* [0.063]*** [0.031]*** [0.073]*** [0.082]*** [0.034]*** [0.031]*** [0.038]***

-0.007 -0.094 -0.097 -0.035 -0.009 -0.061 -0.068 -0.042 -0.1 -0.141

[0.023] [0.050]* [0.052]* [0.052] [0.022] [0.051] [0.057] [0.028] [0.025]*** [0.028]***

0.049 -0.057 -0.061 -0.050 0.042 -0.111 -0.134 0.03 -0.068 -0.182

[0.027]* [0.061] [0.063] [0.044] [0.027] [0.073] [0.084] [0.028] [0.030]** [0.039]***

-0.095 -0.234 -0.239 -0.076 -0.097 -0.125 -0.129 -0.082 -0.201 -0.124

[0.039]** [0.086]*** [0.089]*** [0.066] [0.039]** [0.084] [0.094] [0.040]** [0.041]*** [0.039]***

0.038 0.049 0.049 0.044 0.043 0.164 0.181 0.048 0.023 0.27

[0.018]** [0.037] [0.038] [0.030] [0.018]** [0.052]*** [0.060]*** [0.023]** [0.018] [0.034]***

0.093 0.088 0.088 0.123 0.098 0.238 0.258 0.103 0.07 0.349

[0.023]*** [0.047]* [0.049]* [0.037]*** [0.023]*** [0.064]*** [0.074]*** [0.030]*** [0.023]*** [0.039]***

0.037 0.117 0.120 0.079 0.041 0.147 0.163 0.032 0.098 0.281

[0.021]* [0.047]** [0.048]** [0.036]** [0.021]** [0.054]*** [0.062]*** [0.026] [0.022]*** [0.037]***

0.078 0.119 0.121 0.158 0.082 0.163 0.175 0.074 0.121 0.24

[0.029]*** [0.059]** [0.061]** [0.044]*** [0.029]*** [0.067]** [0.075]** [0.034]** [0.029]*** [0.035]***

0.094 0.185 0.188 0.241 0.096 0.138 0.144 0.108 0.202 0.197

[0.029]*** [0.062]*** [0.064]*** [0.059]*** [0.029]*** [0.063]** [0.070]** [0.034]*** [0.031]*** [0.031]***

0.098 0.240 0.246 0.075 0.1 0.138 0.143 0.088 0.272 0.179

[0.022]*** [0.056]*** [0.058]*** [0.040]* [0.021]*** [0.047]*** [0.053]*** [0.026]*** [0.030]*** [0.024]***

-0.013 -0.014 -0.014 -0.052 -0.011 0.031 0.038 -0.025 -0.028 0.075

[0.020] [0.040] [0.042] [0.024]** [0.020] [0.045] [0.050] [0.023] [0.020] [0.022]***

-0.074 -0.063 -0.063 -0.013 -0.073 -0.068 -0.067 -0.057 -0.056 -0.134

[0.024]*** [0.049] [0.050] [0.039] [0.024]*** [0.052] [0.058] [0.026]** [0.024]** [0.025]***

-0.028 0.006 0.007 -0.087 -0.029 -0.037 -0.038 -0.007 0.007 -0.067

[0.023] [0.047] [0.048] [0.036]** [0.023] [0.049] [0.054] [0.025] [0.023] [0.023]***

-0.046 -0.009 -0.008 -0.069 -0.048 -0.107 -0.116 -0.012 -0.074 -0.186

[0.028]* [0.057] [0.058] [0.048] [0.028]* [0.062]* [0.070]* [0.029] [0.028]*** [0.033]***

-0.097 -0.031 -0.028 -0.154 -0.096 -0.08 -0.077 -0.042 -0.025 -0.139

[0.027]*** [0.058] [0.059] [0.040]*** [0.027]*** [0.059] [0.066] [0.029] [0.028] [0.028]***

-0.082 -0.017 -0.014 -0.162 -0.083 -0.113 -0.117 -0.039 -0.006 -0.148

[0.023]*** [0.049] [0.051] [0.038]*** [0.023]*** [0.050]** [0.056]** [0.025] [0.025] [0.024]***

0.055 0.068 0.068 0.034 0.053 -0.006 -0.015 0.055 0.058 -0.023

[0.014]*** [0.029]** [0.030]** [0.027] [0.014]*** [0.035] [0.040] [0.016]*** [0.014]*** [0.017]

0.081 0.112 0.113 0.095 0.081 0.072 0.071 0.098 0.094 0.085

[0.017]*** [0.035]*** [0.036]*** [0.035]*** [0.017]*** [0.036]** [0.041]* [0.019]*** [0.017]*** [0.017]***

- - - - - - - - 3.927 3.94

- - - - - - - - [0.467]*** [0.499]***

-0.396 -0.296 -0.292 -0.581 -0.373 0.237 0.326 -0.514 -0.351 0.736

[0.057]*** [0.117]** [0.121]** [0.112]*** [0.057]*** [0.215] [0.251] [0.082]*** [0.059]*** [0.156]***

N 2,667 2,667 2,667 2,513 2,667 2,667 2,667 2,513 2,669 2,669

R2 0.158 - - 0.359 0.162 - - 0.188 0.181 0.183

Centered R2 - -2.518 - - - -2.977 - - - -

Adj R-squared 0.134 - - 0.339 0.138 - - 0.163 0.157 0.159

Uncentered R2 - -2.619 - - - -3.09 - - - -

- 0.055 0.055 - - 0.060 0.060 - - -

- [0.011]*** [0.012]*** - - [0.018]*** [0.02]*** - - -

- 0.033 0.033 - - 0.006 0.006 - - -

- [0.009]*** [0.011]*** - - [0.016] [0.019] - - -

Ｆ値 - 13.16 10.49 - - 7.48 7.39 - - -

Prob > F = - 0.000 0.000 - - 0.000 0.000 - - -

Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic): - 10.493 10.493 - - 7.39 7.39 - - -

10% - 19.93 8.68 - - 19.93 8.68 - - -

15% - 11.59 5.33 - - 11.59 5.33 - - -

20% - 8.75 4.42 - - 8.75 4.42 - - -

25% - 7.25 3.92 - - 7.25 3.92 - - -

ＤＷＨ　　　　chi2(1) = - 66.680 69.270 - - 51.55 61.89 - - -

Prob>chi2 = - 0.000 0.000 - - 0.000 0.000 - - -

注1：[]内の値はWhite(1980)の一致性を持つ標準誤差を表す。
注2：***は1%水準、**は5%水準、*は10%水準で有意であることを示す。

Stock-Yogo

weak ID test

critical

values

firstの結果

_cons

調査年2002年ﾀﾞﾐｰ

調査年2004年ﾀﾞﾐｰ

操作変数「1990年代に転職」の内生変数への係数

操作変数「2000年代に転職」の内生変数への係数

パラメータの

検定

転

職

後

職

種

属

性

（
事

務

職

と

の

比

較

）

前

職

職

種

属

性

（
事

務

職

と

の

比

較

）

専門的・技術的職業従事者

管理的職業従事者

５０人以上１００人未満

販売従事者

運輸・通信従事者

１００人以上３００人未満

５０人以上１００人未満

販売従事者

専門的・技術的職業従事者

管理的職業従事者

サービス職業従事者

運輸・通信従事者

サービス職業従事者

転

職

後

企

業

規

模

（
1

0

人

未

満

と

の

比

較

）

１０００人以上

１０人以上５０人未満

３００人以上５００人未満

５００人以上１０００人未満

１０００人以上

１００人以上３００人未満

１０人以上５０人未満

前

職

企

業

規

模

（
1

0

人

未

満

と

の

比

較

）

wooldridge(2002,p119)の推計

firstの誤差項

３００人以上５００人未満

５００人以上１０００人未満
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モデル OLS OLS Psweight-WLSPsweight-WLS

被説明変数
現職の対数

賃金
現職の対数

賃金
現職の対数

賃金
現職の対数

賃金
説明変数 (15) (16) (17) (18)

0.113 - -0.204 -
[0.061]* - [0.124] -

- -0.013 - -0.061
- [0.028] - [0.034]*

-0.004 - 0.033 -
[0.007] - [0.015]** -

- -0.002 - 0.000
- [0.003] - [0.004]

0.029 0.029 0.027 0.027
[0.001]*** [0.001]*** [0.002]*** [0.002]***

-0.033 -0.037 -0.020 -0.033
[0.026] [0.026] [0.043] [0.036]
0.023 0.023 0.021 0.022

[0.003]*** [0.003]*** [0.007]*** [0.005]***
0.006 0.006 0.003 0.005

[0.001]*** [0.001]*** [0.002]* [0.001]***
0.117 0.117 0.031 0.050

[0.021]*** [0.021]*** [0.054] [0.030]*
0.347 0.348 0.449 0.502

[0.016]*** [0.016]*** [0.049]*** [0.031]***
-0.009 -0.008 0.016 -0.012
[0.015] [0.015] [0.028] [0.018]
0.007 0.005 0.020 0.029
[0.014] [0.014] [0.030] [0.019]
0.036 0.035 0.011 -0.006

[0.017]** [0.017]** [0.032] [0.025]
0.029 0.028 -0.002 0.000

[0.016]* [0.016]* [0.030] [0.022]
0.036 0.036 0.122 0.089
[0.036] [0.036] [0.063]* [0.051]*
-0.018 -0.018 0.062 -0.020
[0.034] [0.034] [0.063] [0.044]
0.010 0.012 0.019 0.035
[0.025] [0.025] [0.048] [0.034]
0.037 0.039 -0.041 0.067
[0.026] [0.026] [0.058] [0.035]*
0.062 0.063 0.055 0.068

[0.028]** [0.028]** [0.059] [0.037]*
0.024 0.025 0.020 0.066
[0.026] [0.026] [0.051] [0.036]*
0.001 -0.001 0.058 -0.001
[0.029] [0.029] [0.043] [0.040]

人材サービス利用

公共職業紹介利用

転職時の有効求人倍率

男性ﾀﾞﾐｰ

転職直後年収の対数

教育年数

転職時年齢

産業、職種
移動

産業移動なし

職種移動なし

前職勤続3
年未満との

比較

前職3～5年

前職5年以上

転
職
理
由

自発転職ﾀﾞﾐｰ

会社都合

結婚・出産・介護

賃金・評価・条件・配置の不満

仕事内容の不満

よりよい仕事・会社が見つかった

会社・人間関係の不満

人材サービス利用×現職勤続年数

公共職業紹介利用×現職勤続年数

現職勤続年数

転職経路

モデル OLS OLS Psweight-WLSPsweight-WLS

被説明変数
現職の対数

賃金
現職の対数

賃金
現職の対数

賃金
現職の対数

賃金
説明変数 (15) (16) (17) (18)

0.025 0.023 0.101 0.023
[0.028] [0.028] [0.048]** [0.039]
0.103 0.108 0.286 0.070

[0.030]*** [0.030]*** [0.055]*** [0.035]**
-0.011 -0.014 0.109 -0.031
[0.035] [0.035] [0.055]** [0.039]
-0.013 -0.014 -0.012 -0.022
[0.025] [0.025] [0.055] [0.033]
0.049 0.044 0.063 0.054
[0.032] [0.032] [0.067] [0.047]
0.018 0.019 -0.110 -0.056
[0.040] [0.040] [0.058]* [0.053]
0.054 0.055 0.098 0.093
[0.034] [0.034] [0.054]* [0.042]**
-0.102 -0.103 -0.043 -0.044

[0.042]** [0.042]** [0.073] [0.056]
-0.044 -0.048 -0.010 0.032
[0.052] [0.052] [0.073] [0.060]
0.106 0.106 -0.064 0.059

[0.054]* [0.054]* [0.096] [0.076]
0.085 0.083 0.055 0.067

[0.035]** [0.035]** [0.069] [0.045]
0.003 0.001 -0.106 -0.034
[0.036] [0.036] [0.049]** [0.048]
0.177 0.169 0.318 0.153

[0.041]*** [0.040]*** [0.095]*** [0.054]***
0.061 0.058 0.075 0.062

[0.032]* [0.032]* [0.052] [0.044]
-0.084 -0.087 -0.147 -0.103

[0.030]*** [0.030]*** [0.060]** [0.036]***
-0.043 -0.046 -0.129 -0.040
[0.031] [0.031] [0.078]* [0.036]
-0.029 -0.029 -0.017 -0.012
[0.038] [0.038] [0.082] [0.048]
-0.068 -0.069 -0.021 -0.054

[0.023]*** [0.023]*** [0.052] [0.029]*
-0.012 -0.015 -0.017 0.003
[0.029] [0.029] [0.089] [0.038]
-0.036 -0.042 0.128 -0.002
[0.042] [0.042] [0.078] [0.056]
0.007 0.002 -0.062 -0.039
[0.035] [0.035] [0.066] [0.041]
-0.012 -0.015 0.066 -0.045
[0.038] [0.038] [0.069] [0.049]
-0.063 -0.064 -0.032 -0.123
[0.049] [0.049] [0.068] [0.076]
0.100 0.093 -0.157 0.132

[0.053]* [0.053]* [0.181] [0.060]**
-0.009 -0.011 -0.056 0.020
[0.037] [0.037] [0.066] [0.045]
-0.031 -0.033 0.125 -0.016
[0.037] [0.037] [0.065]* [0.055]
-0.112 -0.111 0.094 -0.042
[0.062]* [0.062]* [0.108] [0.087]
-0.030 -0.031 0.034 -0.025
[0.032] [0.032] [0.055] [0.038]
-0.043 -0.043 -0.110 -0.008
[0.022]* [0.022]** [0.040]*** [0.029]
0.024 0.021 -0.127 0.029
[0.033] [0.033] [0.080] [0.048]
-0.047 -0.046 -0.044 -0.034

[0.023]** [0.023]** [0.052] [0.033]
-0.053 -0.053 -0.053 -0.044
[0.029]* [0.029]* [0.047] [0.039]
-0.128 -0.127 -0.182 -0.113

[0.037]*** [0.037]*** [0.049]*** [0.042]***
-0.001 -0.002 0.196 -0.030
[0.024] [0.024] [0.052]*** [0.031]
0.017 0.019 0.180 -0.037
[0.034] [0.034] [0.078]** [0.046]
0.028 0.026 0.143 0.020
[0.024] [0.024] [0.050]*** [0.029]
-0.064 -0.067 -0.012 -0.057

[0.029]** [0.029]** [0.048] [0.038]
-0.024 -0.026 0.043 -0.034
[0.042] [0.042] [0.080] [0.057]
0.031 0.032 0.002 0.029
[0.019] [0.020]* [0.031] [0.028]
0.057 0.059 -0.082 0.048

[0.025]** [0.025]** [0.051] [0.031]
0.093 0.096 0.141 0.103

[0.023]*** [0.023]*** [0.047]*** [0.030]***
0.109 0.111 -0.105 0.135

[0.031]*** [0.031]*** [0.052]** [0.044]***
0.092 0.097 0.157 0.115

[0.031]*** [0.031]*** [0.050]*** [0.040]***
0.137 0.141 0.087 0.148

[0.023]*** [0.023]*** [0.044]** [0.031]***
-0.006 -0.006 0.112 0.010
[0.022] [0.022] [0.029]*** [0.033]
-0.006 -0.007 0.048 -0.019
[0.026] [0.026] [0.047] [0.037]
0.022 0.022 0.120 0.022
[0.024] [0.024] [0.053]** [0.035]
0.059 0.057 0.166 0.075

[0.030]* [0.030]* [0.074]** [0.041]*
0.016 0.017 0.040 0.022
[0.030] [0.030] [0.042] [0.037]
0.035 0.035 0.047 0.014
[0.025] [0.025] [0.040] [0.035]
0.056 0.055 -0.004 0.019

[0.014]*** [0.014]*** [0.025] [0.019]
0.034 0.034 0.042 0.008

[0.018]* [0.018]* [0.033] [0.022]
4.667 4.669 4.085 3.878

[0.107]*** [0.108]*** [0.270]*** [0.174]***
N 2,282 2,282 1,909 1,909
R2 0.569 0.568 0.694 0.595
Adj R-squared 0.555 0.554 0.682 0.580

注1：[]内の値はWhite(1980)の一致性を持つ標準誤差を表す。
注2：***は1%水準、**は5%水準、*は10%水準で有意であることを示す。

転
職
後
業
種
属
性

（
製
造
業
と
の
比
較

）

建　設　業

情報通信業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術サービス

宿泊業，飲食サービス業

生活関連サービス業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

サービス業（他に分類されないもの

公務（他に分類されるものを除

分類不能の産業

前
職
業
種
属
性

（
製
造
業
と
の
比
較

）

建　設　業

情報通信業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術サービス

宿泊業，飲食サービス業

生活関連サービス業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

サービス業（他に分類されないもの

公務（他に分類されるものを除

分類不能の産業

転
職
後
職
種
属
性

（
事

務
職
と
の
比
較

）

専門的・技術的職業従事者

管理的職業従事者

販売従事者

サービス職業従事者

運輸・通信従事者

前
職
職
種
属
性

（
事
務

職
と
の
比
較

）

専門的・技術的職業従事者

管理的職業従事者

販売従事者

サービス職業従事者

運輸・通信従事者

転
職
後
企
業
規
模

（
1
0
人

未
満
と
の
比
較

）

１０人以上５０人未満

５０人以上１００人未満

１００人以上３００人未満

３００人以上５００人未満

５００人以上１０００人未満

１０００人以上

前
職
企
業
規
模

（
1
0
人
未

満
と
の
比
較

）

１０人以上５０人未満

５０人以上１００人未満

１００人以上３００人未満

３００人以上５００人未満

５００人以上１０００人未満

１０００人以上

_cons

調査年2002年ﾀﾞﾐｰ

調査年2004年ﾀﾞﾐｰ

表表表表 4444    民間民間民間民間・・・・公共職業紹介公共職業紹介公共職業紹介公共職業紹介のののの長期的長期的長期的長期的なななな賃金賃金賃金賃金にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響    

（右表に続く） 
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表表表表５５５５    民営民営民営民営・・・・公共職業紹介公共職業紹介公共職業紹介公共職業紹介によるによるによるによる転職後満足度転職後満足度転職後満足度転職後満足度へのへのへのへの影響影響影響影響    

モデル probit probit

被説明変数 満足(1,0) 満足(1,0) 満足(1,0)
民間紹介で

決定
満足(1,0)

公共紹介で
決定

満足(1,0) 満足(1,0)

説明変数 (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

-0.263 - -2.799 - - - -0.625 -
[0.326] - [0.240]*** - - - [0.348]* -

- -0.462 - - -0.288 - - -0.322
- [0.171]*** - - [0.839] - - [0.184]*

-0.008 -0.036 -0.004 -0.562 -0.029 -0.327 -0.347 0.223
[0.274] [0.277] [0.243] [0.331]* [0.246] [0.201] [0.383] [0.307]
0.001 -0.002 0.005 0.106 -0.001 -0.039 -0.016 0.017

[0.035] [0.035] [0.030] [0.034]*** [0.031] [0.023]* [0.056] [0.038]
-0.01 -0.009 -0.011 0.001 -0.009 0.001 -0.018 0

[0.010] [0.010] [0.008] [0.010] [0.008] [0.007] [0.012] [0.009]
-0.539 -0.549 -0.519 -0.155 -0.547 -0.043 -0.772 -0.657

[0.233]** [0.236]** [0.196]*** [0.224] [0.204]*** [0.132] [0.339]** [0.229]***
-0.016 -0.016 -0.019 -0.001 -0.016 0.014 -0.02 -0.027
[0.012] [0.012] [0.011]* [0.025] [0.012] [0.018] [0.017] [0.016]
0.791 0.735 0.819 0.503 0.741 -0.253 1.219 0.752

[0.205]*** [0.206]*** [0.153]*** [0.184]*** [0.161]*** [0.125]** [0.250]*** [0.213]***
0.48 0.492 0.481 -0.31 0.502 -0.317 1.125 0.551

[0.225]** [0.228]** [0.211]** [0.246] [0.219]** [0.148]** [0.361]*** [0.239]**
-0.405 -0.45 -0.408 0.01 -0.443 -0.148 -0.957 0.013
[0.272] [0.278] [0.238]* [0.259] [0.245]* [0.142] [0.400]** [0.253]
-0.423 -0.5 -0.358 0.104 -0.484 -0.429 -0.603 -0.343

[0.250]* [0.257]* [0.220] [0.215] [0.235]** [0.134]*** [0.330]* [0.243]
-0.426 -0.496 -0.389 0.358 -0.492 -0.057 -0.625 -0.139
[0.275] [0.282]* [0.257] [0.252] [0.265]* [0.144] [0.425] [0.261]
-0.356 -0.389 -0.36 0.45 -0.383 -0.17 -0.61 -0.62
[0.253] [0.255] [0.208]* [0.265]* [0.218]* [0.176] [0.376] [0.239]***
-0.051 -0.036 -0.121 0.043 -0.042 0.167 0.015 -0.103
[0.182] [0.182] [0.151] [0.182] [0.170] [0.128] [0.252] [0.194]
-0.569 -0.579 -0.521 0.263 -0.561 -0.452 -1.23 -0.797

[0.314]* [0.317]* [0.312]* [0.296] [0.330]* [0.173]*** [0.521]** [0.258]***
-0.436 -0.437 -0.453 0.392 -0.436 -0.131 -0.94 -0.587
[0.348] [0.353] [0.334] [0.358] [0.344] [0.230] [0.551]* [0.322]*
0.214 0.149 0.176 -0.343 0.151 -0.146 -0.112 0.268

[0.352] [0.354] [0.301] [0.422] [0.305] [0.231] [0.585] [0.331]
0.129 0.116 0.124 0.083 0.109 0.161 0.662 0.262

[0.238] [0.240] [0.222] [0.288] [0.226] [0.171] [0.352]* [0.248]
0.542 0.549 0.521 0.236 0.541 0.134 0.516 0.599

[0.265]** [0.268]** [0.230]** [0.290] [0.253]** [0.177] [0.343] [0.269]**
0.381 0.391 0.323 0.088 0.39 -0.079 0.787 0.817

[0.295] [0.299] [0.265] [0.321] [0.270] [0.204] [0.490] [0.338]**
0.07 0.081 0.058 0.111 0.076 0.134 0.462 0.254

[0.240] [0.243] [0.223] [0.292] [0.226] [0.177] [0.371] [0.245]

biprobitbiprobit

転
職
理
由

自発転職ﾀﾞﾐｰ

会社都合

結婚・出産・介護

賃金・評価・条件・配置の不満

仕事内容の不満

よりよい仕事・会社が見つかった

会社・人間関係の不満

前職勤続3
年未満との

比較

前職3～5年

前職5年以上

前職勤続1
年未満との

比較

産業移動なし×前職1～3年

産業移動なし×前職3～5年

産業移動なし×前職5年以上

人材サービス利用

公共職業紹介利用

転職時の有効求人倍率

Pscoreweight-probit

転職直後年収－前職年収

個
人
属
性

現職の勤続年数

現職賃金

教育年数

転職時年齢

男性ﾀﾞﾐｰ

転職経路

 

次ページへ続く 
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モデル probit probit

被説明変数 満足(1,0) 満足(1,0) 満足(1,0)
民間紹介で

決定
満足(1,0)

公共紹介で
決定

満足(1,0) 満足(1,0)

説明変数 (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

0.183 0.156 0.177 -0.442 0.164 -0.187 0.584 0.119
[0.273] [0.273] [0.251] [0.284] [0.256] [0.184] [0.464] [0.282]
0.319 0.261 0.458 0.446 0.27 -0.339 0.496 0.124

[0.337] [0.337] [0.252]* [0.236]* [0.278] [0.207] [0.360] [0.311]
-0.013 -0.057 -0.029 -0.074 -0.039 -0.395 0.063 -0.375
[0.353] [0.355] [0.341] [0.392] [0.345] [0.231]* [0.361] [0.350]
-0.271 -0.291 -0.227 -0.056 -0.284 -0.142 0.013 -0.501
[0.236] [0.239] [0.238] [0.220] [0.247] [0.160] [0.353] [0.300]*
-0.117 -0.143 -0.134 -8.849 -0.128 -0.466 0.333 -0.382
[0.321] [0.320] [0.278] [0.506]*** [0.281] [0.230]** [0.397] [0.322]

- - 8.383 0.398 5.817 -0.283 - -
- - [0.330]*** [0.412] [0.421]*** [0.254] - -

-0.181 -0.166 -0.209 0.1 -0.169 0.051 -0.62 -0.446
[0.354] [0.364] [0.322] [0.362] [0.312] [0.216] [0.465] [0.330]
1.153 1.136 1.176 0.645 1.147 -0.527 2.157 0.622

[0.570]** [0.575]** [0.460]** [0.458] [0.446]** [0.281]* [0.605]*** [0.455]
0.432 0.457 0.33 -8.393 0.467 -0.286 0.377 0.208

[0.523] [0.532] [0.458] [0.510]*** [0.497] [0.293] [0.580] [0.419]
0.075 0.028 0.099 0.145 0.034 -0.266 -1.063 -0.819

[0.487] [0.487] [0.624] [0.538] [0.622] [0.397] [0.685] [0.658]
0.342 0.344 0.257 -0.968 0.351 -0.201 1.342 0.328

[0.400] [0.406] [0.237] [0.353]*** [0.285] [0.220] [0.484]*** [0.340]
- - 9.518 -8.548 6.908 0.01 - -
- - [0.733]*** [0.366]*** [0.698]*** [0.241] - -
- - 8.6 -9.186 5.961 -0.727 - -
- - [0.466]*** [0.651]*** [0.463]*** [0.339]** - -

0.247 0.205 0.237 -0.214 0.211 -0.253 0.459 0.026
[0.319] [0.321] [0.235] [0.351] [0.239] [0.200] [0.422] [0.261]
-0.05 -0.031 -0.074 -0.296 -0.031 -0.005 -0.515 0.207

[0.290] [0.290] [0.290] [0.278] [0.292] [0.193] [0.595] [0.309]
-0.408 -0.393 -0.511 -0.488 -0.39 -0.067 -0.506 -0.341
[0.322] [0.322] [0.247]** [0.256]* [0.265] [0.214] [0.364] [0.304]
-0.051 -0.063 -0.075 0.427 -0.056 -0.168 -1.017 -0.019
[0.395] [0.400] [0.272] [0.369] [0.271] [0.264] [0.404]** [0.276]
0.094 0.169 0.059 -0.333 0.163 0.122 -0.916 0.515

[0.258] [0.262] [0.247] [0.242] [0.241] [0.146] [0.330]*** [0.263]*
-0.477 -0.466 -0.471 -0.471 -0.463 -0.11 -0.737 -0.517
[0.297] [0.297] [0.262]* [0.263]* [0.268]* [0.199] [0.420]* [0.324]

- - 7.971 -8.668 5.267 -0.04 - -
- - [0.386]*** [0.548]*** [0.307]*** [0.272] - -
- - 8.544 -0.696 5.943 -0.305 - -
- - [0.422]*** [0.415]* [0.465]*** [0.235] - -

-0.594 -0.623 -0.649 -8.94 -0.621 -0.033 -1.976 -0.232
[0.388] [0.392] [0.326]** [0.515]*** [0.325]* [0.234] [0.506]*** [0.356]
-0.315 -0.376 -0.149 0.01 -0.361 -0.594 0.017 -0.374
[0.457] [0.463] [0.496] [0.725] [0.483] [0.311]* [0.535] [0.438]
-0.636 -0.622 -0.713 -9.185 -0.615 -0.339 0.713 -0.234
[0.472] [0.469] [0.500] [0.677]*** [0.499] [0.481] [1.040] [0.537]
-0.28 -0.273 -0.19 0.152 -0.273 0.01 -1.473 -0.174

[0.398] [0.402] [0.258] [0.278] [0.317] [0.226] [0.507]*** [0.323]
-0.341 -0.309 -0.412 0.588 -0.299 -0.183 -1.395 -0.177
[0.413] [0.418] [0.422] [0.476] [0.436] [0.280] [0.533]*** [0.442]
-0.4 -0.442 -0.354 0.37 -0.437 -0.095 -0.828 0.257

[0.761] [0.769] [0.571] [0.591] [0.579] [0.485] [0.677] [0.657]
-0.6 -0.57 -0.606 0.077 -0.562 -0.254 -1.121 -0.161

[0.304]** [0.306]* [0.231]*** [0.319] [0.233]** [0.221] [0.406]*** [0.262]
-0.001 0.028 0.026 -0.148 0.023 0.136 0.048 0.208
[0.220] [0.222] [0.196] [0.205] [0.193] [0.145] [0.273] [0.211]
0.488 0.441 0.355 -0.291 0.454 -0.431 0.498 0.64

[0.365] [0.370] [0.278] [0.323] [0.256]* [0.242]* [0.418] [0.279]**
0.18 0.185 0.195 0.17 0.185 -0.032 -0.255 0.318

[0.226] [0.228] [0.230] [0.259] [0.230] [0.153] [0.376] [0.247]
-0.185 -0.239 -0.165 0.375 -0.234 -0.185 -0.813 0.318
[0.316] [0.319] [0.269] [0.386] [0.267] [0.199] [0.435]* [0.266]
0.278 0.317 0.269 -0.346 0.3 0.305 0.67 0.739

[0.371] [0.372] [0.373] [0.365] [0.375] [0.245] [0.455] [0.383]*
-0.402 -0.458 -0.394 0.268 -0.439 -0.472 -1.214 -0.684
[0.259] [0.261]* [0.237]* [0.190] [0.246]* [0.158]*** [0.407]*** [0.266]**
-0.667 -0.658 -0.485 0.133 -0.649 -0.174 -0.944 -0.904

[0.348]* [0.354]* [0.299] [0.292] [0.261]** [0.223] [0.437]** [0.283]***
-0.345 -0.368 -0.367 -0.371 -0.361 -0.104 -0.711 -0.406
[0.261] [0.262] [0.253] [0.266] [0.249] [0.154] [0.410]* [0.252]
-0.013 0.005 -0.01 -8.308 0.014 -0.191 -0.028 -0.358
[0.315] [0.321] [0.318] [0.366]*** [0.322] [0.193] [0.570] [0.324]
-0.391 -0.393 -0.364 -0.688 -0.387 -0.087 -0.248 -0.312
[0.430] [0.436] [0.324] [0.405]* [0.318] [0.286] [0.514] [0.325]
-0.457 -0.416 -0.434 0.143 -0.426 0.377 -0.568 -0.418

[0.197]** [0.199]** [0.170]** [0.257] [0.178]** [0.134]*** [0.303]* [0.193]**
-0.525 -0.488 -0.527 0.23 -0.504 0.505 -0.817 -0.487

[0.235]** [0.235]** [0.206]** [0.319] [0.223]** [0.163]*** [0.310]*** [0.236]**
-0.127 -0.085 -0.104 0.496 -0.098 0.429 -0.491 0.02
[0.240] [0.244] [0.212] [0.278]* [0.224] [0.148]*** [0.341] [0.240]
-0.166 -0.117 -0.113 0.312 -0.126 0.355 0.182 0.13
[0.325] [0.330] [0.277] [0.324] [0.296] [0.206]* [0.478] [0.338]
0.502 0.581 0.469 0.745 0.573 0.309 0.737 0.713

[0.463] [0.485] [0.423] [0.322]** [0.421] [0.212] [0.531] [0.444]
-0.289 -0.296 -0.201 0.643 -0.3 0.153 -0.963 -0.429
[0.232] [0.232] [0.212] [0.270]** [0.216] [0.165] [0.356]*** [0.248]*
0.551 0.554 0.531 0.235 0.548 0.101 0.768 0.574

[0.208]*** [0.209]*** [0.181]*** [0.249] [0.199]*** [0.136] [0.450]* [0.215]***
0.318 0.318 0.372 0.282 0.317 0.021 0.562 0.452

[0.242] [0.245] [0.245] [0.289] [0.243] [0.169] [0.465] [0.289]
0.144 0.138 0.186 0.318 0.137 -0.028 0.528 0.212

[0.219] [0.221] [0.218] [0.288] [0.218] [0.155] [0.437] [0.243]
-0.004 -0.034 0.001 0.226 -0.029 -0.177 0.096 -0.199
[0.273] [0.275] [0.248] [0.352] [0.258] [0.204] [0.513] [0.298]
-0.324 -0.321 -0.28 0.382 -0.324 0.055 0.082 -0.301
[0.249] [0.252] [0.225] [0.294] [0.234] [0.189] [0.463] [0.257]
0.21 0.222 0.159 0.358 0.222 -0.108 0.258 0.18

[0.236] [0.239] [0.215] [0.278] [0.224] [0.166] [0.470] [0.266]
-0.337 -0.351 -0.355 0.101 -0.343 -0.074 -0.301 -0.307

[0.143]** [0.144]** [0.129]*** [0.153] [0.138]** [0.108] [0.212] [0.158]*
0.008 0.026 -0.034 0.061 0.028 0.01 -0.375 -0.08

[0.198] [0.200] [0.171] [0.173] [0.173] [0.116] [0.248] [0.184]
- - - 0.801 - 0.464 - -
- - - [0.468]* - [0.322] - -
- - - 0.788 - 0.17 - -
- - - [0.361]** - [0.240] - -

-2.016 -1.41 -2.299 -8.429 -1.539 1.772 -2.47 -2.256
[1.446] [1.459] [1.175]* [1.663]*** [1.380] [0.970]* [1.860] [1.550]

- - - 14.633 - -0.094 - -
- - - [0.761]*** - [0.432] - -

N 2,011 2,011 2,011 2,011 2,011 2,011 1,599 1,599
注1：[]内の値はWhite(1980)の一致性を持つ標準誤差を表す。
注2：***は1%水準、**は5%水準、*は10%水準で有意であることを示す。

biprobit

2000年代に転職

biprobit

前
職
企
業
規
模

（
1
0
人
未

満
と
の
比
較

）

１０人以上５０人未満

５０人以上１００人未満

１００人以上３００人未満

３００人以上５００人未満

５００人以上１０００人未満

１０００人以上

ρ

調査年2002年ﾀﾞﾐｰ

調査年2004年ﾀﾞﾐｰ

_cons

操作変数
（90年以前
に転職との

比較）
1990年代に転職

転
職
後
企
業
規
模

（
1
0
人

未
満
と
の
比
較

）

１０人以上５０人未満

５０人以上１００人未満

１００人以上３００人未満

３００人以上５００人未満

５００人以上１０００人未満

１０００人以上

公務（他に分類されるものを除く）

分類不能の産業

前
職
職
種
属
性

（
事
務

職
と
の
比
較

）

専門的・技術的職業従事者

管理的職業従事者

販売従事者

サービス職業従事者

運輸・通信従事者

転
職
後
職
種
属
性

（
事

務
職
と
の
比
較

）

専門的・技術的職業従事者

管理的職業従事者

販売従事者

サービス職業従事者

運輸・通信従事者

分類不能の産業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術サービス業

教育，学習支援業

医療，福祉

サービス業（他に分類されないもの）

公務（他に分類されるものを除く）

前
職
業
種
属
性

（
製
造
業
と
の
比
較

）

建　設　業

情報通信業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

生活関連サービス業，娯楽業

教育，学習支援業

宿泊業，飲食サービス業

医療，福祉

サービス業（他に分類されないもの）

転
職
後
業
種
属
性

（
製
造
業
と
の
比
較

）

建　設　業

情報通信業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術サービス業

宿泊業，飲食サービス業

生活関連サービス業，娯楽業

Pscoreweight-probit
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表表表表 6666    民営民営民営民営・・・・公共職業紹介公共職業紹介公共職業紹介公共職業紹介のののの入社後転職意向入社後転職意向入社後転職意向入社後転職意向へのへのへのへの影響影響影響影響    

モデル probit probit

被説明変数 転職希望(1,0) 転職希望(1,0) 転職希望(1,0)
民間紹介で決

定
転職希望(1,0)

公共紹介で決
定

転職希望(1,0)転職希望(1,0)

説明変数 (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)
0.681 - 2.303 - - - 1.951 -

[0.179]*** - [0.118]*** - - - [0.554]*** -
- -0.086 - - 0.913 - - -0.109
- [0.098] - - [0.769] - - [0.129]

0.141 0.124 0.175 -0.764 0.156 -0.399 1.369 0.188
[0.128] [0.128] [0.127] [0.318]** [0.127] [0.193]** [0.411]*** [0.171]
0.018 0.022 0.009 0.102 0.025 -0.04 -0.185 0.02

[0.017] [0.017] [0.017] [0.028]*** [0.017] [0.022]* [0.057]*** [0.024]
-0.017 -0.018 -0.016 0.004 -0.017 0.002 -0.014 -0.017

[0.005]*** [0.005]*** [0.005]*** [0.008] [0.005]*** [0.007] [0.017] [0.007]**
0.155 0.152 0.144 -0.196 0.154 -0.042 1.201 0.114

[0.100] [0.100] [0.101] [0.188] [0.099] [0.130] [0.382]*** [0.155]
-0.032 -0.033 -0.027 0.022 -0.031 0.014 -0.075 -0.034

[0.006]*** [0.006]*** [0.006]*** [0.020] [0.007]*** [0.016] [0.021]*** [0.008]***
-0.404 -0.387 -0.44 0.462 -0.328 -0.226 -0.734 -0.356

[0.097]*** [0.096]*** [0.095]*** [0.158]*** [0.111]*** [0.124]* [0.439]* [0.132]***
-0.235 -0.241 -0.234 -0.331 -0.183 -0.337 0.034 -0.232

[0.110]** [0.110]** [0.111]** [0.202] [0.122] [0.146]** [0.428] [0.165]
-0.013 -0.016 -0.006 -0.074 0.016 -0.156 -2.089 -0.125
[0.111] [0.111] [0.110] [0.243] [0.113] [0.141] [0.399]*** [0.144]
-0.065 -0.06 -0.101 0.113 0.01 -0.46 -1.916 -0.037
[0.102] [0.102] [0.099] [0.196] [0.113] [0.132]*** [0.384]*** [0.133]
-0.071 -0.058 -0.101 0.557 -0.046 -0.058 -1.946 -0.066
[0.113] [0.112] [0.111] [0.223]** [0.112] [0.141] [0.438]*** [0.163]
-0.009 0 -0.039 0.854 0.024 -0.149 1.189 0.034
[0.125] [0.125] [0.122] [0.254]*** [0.123] [0.175] [0.373]*** [0.167]
-0.072 -0.077 -0.048 0.083 -0.098 0.206 -0.254 -0.071
[0.090] [0.090] [0.088] [0.177] [0.088] [0.128] [0.304] [0.119]
0.057 0.059 0.03 0.19 0.144 -0.435 1.798 0.33

[0.140] [0.140] [0.130] [0.245] [0.149] [0.171]** [0.481]*** [0.185]*
0.181 0.186 0.148 0.414 0.194 -0.126 3.445 0.643

[0.178] [0.178] [0.172] [0.325] [0.173] [0.225] [0.671]*** [0.238]***
-0.037 -0.045 -0.033 0.074 -0.027 -0.185 1.503 -0.093
[0.167] [0.167] [0.164] [0.297] [0.160] [0.228] [0.552]*** [0.215]
0.079 0.087 0.065 0.367 0.05 0.145 0.682 0.141

[0.125] [0.125] [0.125] [0.212]* [0.125] [0.171] [0.491] [0.165]
0.223 0.232 0.191 0.304 0.188 0.156 1.118 0.278

[0.129]* [0.129]* [0.129] [0.212] [0.132] [0.173] [0.493]** [0.169]
-0.097 -0.093 -0.095 0.346 -0.096 -0.092 -0.113 0.088
[0.141] [0.141] [0.138] [0.240] [0.138] [0.202] [0.506] [0.181]
0.267 0.269 0.255 0.394 0.229 0.124 0.138 0.333

[0.128]** [0.128]** [0.127]** [0.220]* [0.129]* [0.175] [0.546] [0.169]**

biprobit biprobit

転
職
理
由

自発転職ﾀﾞﾐｰ

会社都合

結婚・出産・介護

賃金・評価・条件・配置の不満

仕事内容の不満

よりよい仕事・会社が見つかった

会社・人間関係の不満

前職勤続3
年未満との

比較

前職3～5年

前職5年以上

前職勤続1
年未満との

比較

産業移動なし×前職1～3年

産業移動なし×前職3～5年

産業移動なし×前職5年以上

人材サービス利用

公共職業紹介利用

転職時の有効求人倍率

Pscoreweight-probit

現職の勤続年数

現職賃金

転職直後年収－前職年収

個
人
属
性

教育年数

転職時年齢

男性ﾀﾞﾐｰ

転職経路
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モデル probit probit

被説明変数 転職希望(1,0) 転職希望(1,0) 転職希望(1,0)
民間紹介で決

定
転職希望(1,0)

公共紹介で決
定

転職希望(1,0)転職希望(1,0)

説明変数 (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)
-0.15 -0.16 -0.14 -0.296 -0.113 -0.152 -0.118 -0.324

[0.133] [0.133] [0.130] [0.240] [0.138] [0.185] [0.413] [0.184]*
0.073 0.109 -0.053 0.394 0.149 -0.269 -1.984 0.017

[0.146] [0.144] [0.142] [0.243] [0.145] [0.199] [0.676]*** [0.182]
-0.017 -0.032 0.017 -0.2 0.051 -0.36 -2.726 -0.301
[0.171] [0.171] [0.175] [0.255] [0.181] [0.233] [0.512]*** [0.212]
0.028 0.022 0.041 0.102 0.053 -0.152 -1.249 -0.152

[0.120] [0.120] [0.118] [0.208] [0.121] [0.152] [0.422]*** [0.166]
0.027 -0.009 0.086 -8.489 0.056 -0.445 -0.307 0.08

[0.158] [0.157] [0.154] [0.440]*** [0.164] [0.220]** [0.482] [0.232]
-0.161 -0.157 -0.176 0.787 -0.106 -0.31 -0.608 -0.468
[0.204] [0.203] [0.186] [0.339]** [0.201] [0.258] [0.566] [0.272]*
0.334 0.333 0.303 0.225 0.318 0.048 0.295 0.478

[0.165]** [0.165]** [0.164]* [0.302] [0.154]** [0.208] [0.567] [0.214]**
-0.209 -0.205 -0.231 0.158 -0.13 -0.581 -0.321 -0.162
[0.207] [0.207] [0.213] [0.355] [0.210] [0.276]** [0.523] [0.248]
-0.27 -0.302 -0.212 -7.515 -0.236 -0.272 -3.148 -0.115

[0.240] [0.240] [0.254] [0.429]*** [0.255] [0.294] [0.628]*** [0.349]
0.109 0.1 0.091 0.43 0.132 -0.16 -0.286 -0.153

[0.270] [0.268] [0.255] [0.494] [0.253] [0.393] [1.094] [0.369]
0.23 0.204 0.264 -1.105 0.233 -0.143 0.598 0.236

[0.176] [0.175] [0.173] [0.452]** [0.172] [0.220] [0.568] [0.232]
-0.356 -0.387 -0.302 -8.253 -0.358 -0.04 -1.155 -0.595

[0.180]** [0.180]** [0.181]* [0.741]*** [0.185]* [0.241] [0.506]** [0.239]**
-1.025 -1.083 -0.909 -8.486 -0.994 -0.781 -2.079 -1.245

[0.238]*** [0.237]*** [0.245]*** [0.725]*** [0.254]*** [0.338]** [0.706]*** [0.294]***
0.037 0.02 0.065 0.067 0.056 -0.254 -1.154 -0.033

[0.151] [0.150] [0.146] [0.292] [0.151] [0.204] [0.510]** [0.195]
-0.087 -0.11 -0.014 -0.277 -0.109 0.035 0.179 -0.175
[0.143] [0.143] [0.133] [0.223] [0.136] [0.198] [0.396] [0.175]
0.031 0.003 0.109 -0.505 0.019 -0.038 1.341 -0.135

[0.150] [0.149] [0.148] [0.266]* [0.144] [0.230] [0.633]** [0.173]
0.047 0.058 0.003 0.413 0.096 -0.219 1.338 0.322

[0.181] [0.180] [0.178] [0.295] [0.176] [0.253] [0.610]** [0.253]
0.06 0.043 0.1 -0.396 0.01 0.127 0.56 0.116

[0.114] [0.114] [0.113] [0.194]** [0.118] [0.143] [0.387] [0.151]
0.076 0.046 0.129 -0.408 0.05 -0.12 0.079 0.374

[0.144] [0.143] [0.141] [0.258] [0.144] [0.193] [0.505] [0.193]*
0.483 0.44 0.559 -8.633 0.427 -0.065 1.061 0.548

[0.212]** [0.212]** [0.207]*** [0.498]*** [0.205]** [0.276] [0.656] [0.260]**
0.027 -0.008 0.117 -1.035 0.038 -0.259 -0.107 -0.07

[0.170] [0.170] [0.178] [0.492]** [0.169] [0.246] [0.701] [0.216]
0.174 0.146 0.227 -8.656 0.145 -0.023 0.587 0.081

[0.183] [0.183] [0.183] [0.562]*** [0.180] [0.220] [0.503] [0.226]
-0.168 -0.17 -0.189 0.755 -0.099 -0.592 1.981 -0.088
[0.238] [0.237] [0.253] [0.723] [0.250] [0.315]* [0.514]*** [0.330]
-0.149 -0.208 -0.017 -9.449 -0.178 -0.213 0.433 -0.229
[0.275] [0.275] [0.266] [0.649]*** [0.257] [0.481] [0.709] [0.315]
0.037 0.022 0.063 -0.081 0.02 -0.003 0.782 0.073

[0.180] [0.180] [0.175] [0.310] [0.176] [0.225] [0.615] [0.236]
0.246 0.239 0.241 0.386 0.259 -0.189 -0.417 0.189

[0.184] [0.184] [0.179] [0.311] [0.184] [0.278] [0.466] [0.239]
0.487 0.475 0.453 0.839 0.473 -0.08 0.705 0.184

[0.324] [0.322] [0.310] [0.684] [0.308] [0.506] [1.042] [0.339]
0.068 0.056 0.088 -0.304 0.064 -0.117 -0.82 0.026

[0.158] [0.158] [0.157] [0.262] [0.155] [0.210] [0.415]** [0.193]
0.054 0.052 0.065 -0.144 0.028 0.077 -0.239 -0.062

[0.106] [0.106] [0.103] [0.220] [0.108] [0.156] [0.395] [0.143]
-0.299 -0.312 -0.247 -0.503 -0.251 -0.393 -0.436 -0.241

[0.167]* [0.166]* [0.158] [0.258]* [0.169] [0.228]* [0.730] [0.226]
0.059 0.064 0.029 -0.09 0.071 -0.05 0.22 0.2

[0.112] [0.111] [0.111] [0.221] [0.112] [0.153] [0.409] [0.153]
0.192 0.193 0.179 0.532 0.217 -0.171 1.152 0.161

[0.142] [0.142] [0.140] [0.315]* [0.137] [0.200] [0.380]*** [0.178]
-0.011 -0.009 -0.013 -0.138 -0.076 0.269 2.063 0.187
[0.181] [0.181] [0.182] [0.286] [0.189] [0.241] [0.439]*** [0.230]
0.155 0.154 0.13 0.317 0.231 -0.467 -0.125 0.2

[0.115] [0.115] [0.111] [0.205] [0.125]* [0.158]*** [0.486] [0.152]
0.233 0.238 0.214 0.483 0.261 -0.202 1.059 0.018

[0.167] [0.166] [0.162] [0.248]* [0.164] [0.221] [0.738] [0.217]
-0.055 -0.071 -0.009 -0.264 -0.04 -0.115 -0.473 -0.222
[0.117] [0.117] [0.117] [0.244] [0.121] [0.155] [0.502] [0.162]
0.028 0.009 0.062 -8.283 0.051 -0.181 -0.162 0.007

[0.143] [0.143] [0.140] [0.568]*** [0.143] [0.188] [0.407] [0.179]
0.045 0.011 0.122 -0.829 0.023 -0.064 -1.911 -0.233

[0.203] [0.203] [0.198] [0.382]** [0.197] [0.270] [0.708]*** [0.285]
0.503 0.507 0.484 -0.006 0.433 0.345 0.227 0.513

[0.095]*** [0.095]*** [0.093]*** [0.206] [0.118]*** [0.134]*** [0.279] [0.129]***
0.355 0.361 0.349 0.21 0.268 0.476 0.33 0.369

[0.120]*** [0.120]*** [0.118]*** [0.235] [0.144]* [0.172]*** [0.381] [0.163]**
0.471 0.488 0.419 0.397 0.403 0.394 0.566 0.497

[0.110]*** [0.110]*** [0.110]*** [0.208]* [0.135]*** [0.153]** [0.356] [0.148]***
0.324 0.337 0.297 0.352 0.281 0.285 1.266 0.395

[0.152]** [0.151]** [0.143]** [0.235] [0.158]* [0.223] [0.466]*** [0.209]*
0.392 0.427 0.3 0.671 0.366 0.325 -2.145 0.056

[0.148]*** [0.148]*** [0.152]** [0.255]*** [0.159]** [0.206] [0.679]*** [0.203]
0.455 0.481 0.374 0.5 0.436 0.167 -0.067 0.371

[0.111]*** [0.111]*** [0.109]*** [0.199]** [0.119]*** [0.160] [0.348] [0.146]**
-0.139 -0.138 -0.13 0.099 -0.151 0.103 -0.129 -0.135
[0.104] [0.104] [0.101] [0.222] [0.101] [0.131] [0.275] [0.140]
-0.017 -0.014 -0.007 0.387 -0.015 0.018 -0.17 0.139
[0.126] [0.126] [0.122] [0.234]* [0.120] [0.164] [0.429] [0.169]
-0.111 -0.109 -0.114 0.22 -0.105 -0.037 -0.307 -0.077
[0.117] [0.117] [0.114] [0.249] [0.114] [0.150] [0.400] [0.162]
-0.163 -0.171 -0.143 0.052 -0.137 -0.183 -0.565 -0.123
[0.146] [0.146] [0.145] [0.322] [0.146] [0.200] [0.466] [0.191]
0.038 0.053 0.003 0.439 0.044 -0.001 0.49 0.11

[0.142] [0.142] [0.143] [0.270] [0.141] [0.191] [0.615] [0.190]
-0.16 -0.158 -0.152 0.276 -0.14 -0.135 -0.536 -0.145

[0.122] [0.121] [0.118] [0.238] [0.119] [0.160] [0.552] [0.161]
-0.121 -0.126 -0.117 -0.231 -0.084 -0.061 0.352 -0.153

[0.069]* [0.069]* [0.068]* [0.132]* [0.079] [0.103] [0.229] [0.092]*
-0.142 -0.144 -0.131 0.029 -0.126 0.044 -0.025 -0.258

[0.086]* [0.086]* [0.082] [0.134] [0.087] [0.115] [0.294] [0.116]**
- - - 1.058 - 0.433 - -
- - - [0.368]*** - [0.304] - -
- - - 1.081 - 0.143 - -
- - - [0.291]*** - [0.223] - -

2.859 2.757 3.149 -8.284 1.948 1.624 5.736 2.285
[0.705]*** [0.706]*** [0.689]*** [1.302]*** [0.992]** [0.958]* [3.115]* [0.961]**

- - - -14.426 - -0.604 - -
- - - [0.604]*** - [0.570] - -

N 2,032 2,032 2,032 2,032 2,032 2,032 1,916 1,916

注1：[]内の値はWhite(1980)の一致性を持つ標準誤差を表す。
注2：***は1%水準、**は5%水準、*は10%水準で有意であることを示す。

操作変数
（90年以前
に転職との

比較）
1990年代に転職

ρ

biprobit

2000年代に転職

_cons

１０００人以上

転
職
後
企
業
規
模

（
1
0
人

未
満
と
の
比
較

）

１０人以上５０人未満

biprobit

調査年2002年ﾀﾞﾐｰ

調査年2004年ﾀﾞﾐｰ

前
職
企
業
規
模

（
1
0
人
未

満
と
の
比
較

）

１０人以上５０人未満

５０人以上１００人未満

１００人以上３００人未満

３００人以上５００人未満

５００人以上１０００人未満

５０人以上１００人未満

１００人以上３００人未満

３００人以上５００人未満

５００人以上１０００人未満

１０００人以上

公務（他に分類されるものを除く）

分類不能の産業

前
職
職
種
属
性

（
事
務

職
と
の
比
較

）

専門的・技術的職業従事者

管理的職業従事者

販売従事者

サービス職業従事者

運輸・通信従事者

転
職
後
職
種
属
性

（
事

務
職
と
の
比
較

）
運輸・通信従事者

分類不能の産業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術サービス業

専門的・技術的職業従事者

管理的職業従事者

販売従事者

サービス職業従事者

教育，学習支援業

医療，福祉

サービス業（他に分類されないもの）

公務（他に分類されるものを除く）

前
職
業
種
属
性

（
製
造
業
と
の
比
較

）

建　設　業

情報通信業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

生活関連サービス業，娯楽業

教育，学習支援業

宿泊業，飲食サービス業

医療，福祉

サービス業（他に分類されないもの）

転
職
後
業
種
属
性

（
製
造
業
と
の
比
較

）

建　設　業

情報通信業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術サービス業

宿泊業，飲食サービス業

生活関連サービス業，娯楽業

Pscoreweight-probit

 


