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要約 

本稿の目的は、Propensity Score Matching 法を用い、労働者のセルフ・セレクションを

考慮した上で、自己啓発が労働者の再就職、失業や賃金に及ぼす影響を検証することであ

る。分析の結果、次の 3 点が明らかになった。第一に、自己啓発が就業者の無業化を抑制

する効果が複数の分析結果で確認できた。特に通学や通信以外のその他の自己啓発に無業

化を抑制する効果が確認できた。第二に、自己啓発が無業者の再就職を促進する効果につ

いても複数の分析結果で確認できた。中でも通学の就業促進効果が強く見られた。加えて

雇用形態別には、非正規よりも正規雇用を促進する影響が見られた。第三に、自己啓発の

実施が賃金に及ぼす効果については、男性、女性とも自己啓発実施 3 期後、4 期後の賃金が

上昇する傾向が見られた。ただし、自己啓発の種類によって賃金に及ぼす影響が異なって

いた。 

概ね自己啓発の実施は、就業状態の維持・促進や賃金上昇に影響しており、労働者の雇

用や収入の安定に寄与するものと考えられる。また企業主体の教育投資が近年減少しつつ

ある中では、社会的にも自己啓発活動の重要性はこれまで以上に増していると考えられる。

重要性の高まりに即して、自己啓発コストの補助など何らかの政策的補助もこれまで以上

に整備される必要があるのではないか。 
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第 1 節 問題意識 

 

 本稿の目的は、Propensity Score Matching 法を用い、労働者のセルフ・セレクションを

考慮した上で、自己啓発が労働者の失業、再就職や賃金に及ぼす影響を検証することであ

る。 

 近年、労働者の自己啓発に対する注目が高まっている。この背景にはバブル崩壊以降の

長期不況によって変化した企業と労働者の関係がある。従来、我が国の企業では年功賃金

制度をとることによって労働者の定着率を高めると同時に、OJT を通じた企業内での教育

訓練を実施することで生産性を高めてきた。これら制度の存在は、人々の生活そのものに

も重要な影響を与えていたはずである。例えばこれら制度によってもたらされる、一企業

における長期雇用や長期勤続に伴う賃金上昇は、人々の長期的なライフプランの計画を可

能にし、その維持を担保してきたことも否定できない。しかし、バブル崩壊以降、経済成

長率の低下や経済のグローバル化による企業間競争の激化によって、企業業績は悪化し、

全ての労働者の雇用を守ることが困難となってきている。企業は、人件費を削減するため

にも、早期退職優遇制度等を活用した人員削減や、正規労働者から非正規労働者へ代替な

どを進めてきた。これ以外でも、コスト削減のために企業が教育訓練費用を減少させてい

ると指摘されており、厚生労働省の『能力開発基本調査』でも近年、OJT、OFF-JT を実施

している事業所の割合が緩やかに低下する傾向が見られる。このようにバブル崩壊以降、

企業の雇用保障は低下し、能力開発の面においても存在感が薄れてきている。 

 このような状況を背景に、労働者が自ら能力開発を行うことで、どの企業でも通用する

一般的人的資本を蓄積し、予期せぬ倒産や解雇に備える動きが出てきた。藤村(2003)が指摘

するように、雇用が不安定な状況において、能力開発の主体が企業から労働者に代わりつ

つある。 

 これを受け、近年では個人の能力開発である自己啓発が賃金や就業に及ぼす影響につい

て研究が蓄積されてきた。但し、自己啓発の効果を判断する際には、そもそも能力が高く、

実施効果の大きい者ほど自己啓発をしている可能性に注意を払いつつ検討する必要がある。

これまでの先行研究でも、このようなバイアスを取り除く様々な工夫がなされてきた。中

でも吉田(2004)は、Propensity Score Matching 法を用い、女性の自己啓発が月収や年収に

及ぼす影響を分析し、自己啓発を行っても月収は変化しないが、 通学講座や通信講座を受

講すると 4 年後に年収が上昇することを明らかにした。この吉田(2004)は、自己啓発が月

収や年収に及ぼす影響を検証した興味深い研究であるだけでなく、自己啓発が労働者に及

ぼす影響に関する他の 2 つの効果についても指摘している。1 つ目は、企業内の他の労働者

よりも相対的に生産性が上昇し、失業確率を低下させる効果である。2 つ目は、労働者が失

業した場合に再就職確率を上昇させる効果である。これら 2 つの効果を検証することは、

自己啓発が労働者の賃金を高めるだけではなく、雇用保障を高めたり、再就職を促進する

効果があるかどうかを明らかにすることにつながるため、研究意義が大きい。しかし、吉
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田(2004)ではこの 2 点については分析対象から外れているし、その後の研究でもわずかに平

野(2007)によって女性の就業継続や再就職への影響が分析されたのみであり、研究例はまだ

少ない。 

 そこで、本稿では『慶應義塾家計パネル調査(以下、KHPS)』を用い、自己啓発が労働者

の失業、再就職に及ぼす影響を検証する。なお、本稿では自己啓発が賃金に及ぼす影響も

併せて検証していく。本稿の分析を通じて、自己啓発の実施が労働者の就業行動や賃金に

及ぼす影響を明らかにしたい。 

 本稿の特徴は、次の 2 点である。1 点目は、先行研究では主に女性の自己啓発の効果を分

析対象としていたが、本稿では男性も分析対象に含め、自己啓発の効果を包括的に検証し

ている点である。先に述べたような一企業における長期勤続、年功賃金を元にしたライフ

プランも、一般的には男性がこれら雇用慣行の主たる対象であった側面を考えると、男性

についての分析を加える必要性は大きいと考えられる。2 点目は、自己啓発による効果が期

待される労働者ほど、自己啓発を実施しやすいために発生する上方バイアスをパネルデー

タを用いることで、データに現れない労働者個々の特性も含めて考慮している点である。

またこれについては、吉田(2004)と同様に Propensity Score を用いた DID Matching 法を

用いた分析を行うとともに、固定効果推計や階差モデル推計なども同時に行うことで、よ

り安定的な検討を加えて行くことも本稿の特徴の一つに挙げられる。る。 

 本稿の構成は次のとおりである。第 2 節では先行研究について概観し、本稿の位置づけ

を確認する。第 3 節ではデータについて述べ、第 4 節では推計手法について説明を行って

いく。第 5 節では推計結果について述べ、最後の第 6 節で本稿の結論と今後の研究課題に

ついて言及する。 

 

第 2 節 先行研究 

 

 本節では自己啓発に関する先行研究を概観し、本稿の位置づけを確認する。自己啓発に

関する先行研究を見ると、賃金に関する影響を検証した研究が多い。例えば、北九州市で

行われたアンケート調査を用いた Kurosawa(2001)は、企業による教育訓練や自己啓発が賃

金に及ぼす影響を分析している｡その結果、企業による教育訓練は賃金を上昇させるが、自

己啓発は影響を及ぼしていないことを明らかにした。これ以外の研究では『消費生活に関

するパネル調査』を用いた奥井(2002)、Kawaguchi(2003)、吉田(2004)がある。奥井(2002)

と Kawaguchi(2003)は、時給に関する階差モデルを用い、自己啓発が賃金に及ぼす影響を

分析している。その結果、奥井(2002)は仕事に役立てる目的で過去 2 年間に通信教育を受

けた場合に時給が上昇し、企業による教育訓練を過去 2 年間続けて受けた場合でも時給が

上昇すると指摘した。これに対して Kawaguchi(2003)は、企業による教育訓練だけでなく、

通学講座や通信講座といった自己啓発も時給に影響を及ぼしていないを指摘した。 

これら奥井(2002)と Kawaguchi(2003)は主に時給に関する階差モデルを用いることで、
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自己啓発による効果が期待される能力の高い労働者ほど自己啓発を実施しやすいために発

生する上方バイアスを考慮している。このようなバイアスは、セルフ・セレクションと呼

ばれている。このセルフ・セレクションによる影響が大きい場合、自己啓発を実施する労

働者ほど賃金が上昇していたとしても、それは自己啓発による影響ではなく、背後にある

もともとの能力の高さを反映している恐れがある。このため、自己啓発による効果を適切

に検証する際、如何にしてこのバイアスに対処するかが重要となってくる。その方法の 1

つとしては、奥井(2002)や Kawaguchi(2003)で用いられている階差モデル、また固定効果

モデルなどパネルデータを用いた代表的な分析手法があげられるが、これら分析はデータ

に現れない固定的な影響を除去した回帰分析と捉えることができ、酷似した分析方法と考

えられる。また、もう 1 つの方法として近年利用が進んでいる Propensity Score Matching

法がある。Propensity Score Matching 法とは、自己啓発を行ったグループ（トリートメン

ト・グループ）に対して、さまざまな個人属性が同じであるが自己啓発を行っていないグ

ループ(コントロール・グループ)を作成し、その両者を統計的手法によってマッチングさせ、

効果を測定する分析手法である。この手法は階差モデルや固定効果モデルとは分析手続き

が大きく異なるため、階差モデルや固定効果モデルだけでなく、Propensity Score Matching

法による分析も同時に行うことで、より綿密に自己啓発の影響を見てゆくことは重要であ

ろう。この方法による分析を行った研究が吉田(2004)である。ここでは『消費生活に関する

パネル調査』を用いることで、データに現れない特性も考慮した Propensity Score 

Matching 推計が行われている1。 

 次に自己啓発が就業に及ぼす影響を分析した先行研究を見ると、平野(2007)や石井・佐

藤・樋口(2011)、樋口・佐藤・石井(2012)がある。平野(2007)は『消費生活に関するパネル

調査』を用い、自己啓発の実施が女性の継続就業や新規就業に及ぼす影響を分析している。

その分析の結果、いずれの種類の自己啓発を行っても継続就業には影響を及ぼさないもの

の、通信教育といった形で自己啓発を行うと新規就業確率が上昇することが明らかになっ

た。石井・佐藤・樋口(2011)は、ワーキング・プアの現状を明らかにするとともに、自己啓

発の実施が非正規から正規雇用の転換に及ぼす影響を Probit 分析を用いて分析している。

その分析の結果、主に女性において自己啓発が非正規から正規雇用への転換確率を上昇さ

せていることを明らかにした。男性の場合、派遣、契約・嘱託の場合において限定的に自

己啓発の効果が確認された。また、樋口・佐藤・石井(2012)は KHPS を用い、自己啓発や

企業での教育訓練の受講が非正規から正規雇用への転換に及ぼす影響を Propensity Score 

Matching 法を用いて分析している。その分析の結果、女性の場合、自己啓発は非正規から

正規雇用への転換確率を上昇させていたが、男性の場合、自己啓発の効果を確認すること

はできないことを明らかにした。また、男性、女性とも会社からの教育訓練・研修の受講

                                                   
1 クロスセクションデータを用いた Propensity Score Matching 法では観察されない変数は分析で考慮す

ることができないため、観察されない要因によって結果が大きく左右される場合は、そのバイアスを取り

除くことができないという限界がある。しかしパネルデータを用いる場合には、後述するように、観察さ

れない要因も考慮した Propensity Score Matching 法が可能となる。 
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が非正規から正規雇用への転換確率を上昇させる効果のあることを明らかにした。 

以上、簡単に自己啓発の効果を検証した先行研究を概観してきたが、自己啓発が就業に

及ぼす影響を分析した研究は平野(2007)や石井・佐藤・樋口(2011)、樋口・佐藤・石井(2012)

と限られている。さらに、石井・佐藤・樋口(2011)、樋口・佐藤・石井(2012)は自己啓発の

正規・非正規転換への影響に注目しているため、本稿の問題意識のひとつである「自己啓

発が労働者の失業や再就職に及ぼす影響」が分析された研究としては平野(2007)のみで研究

蓄積はまだ少ない2。加えて、平野(2007)の分析では(1)分析対象は主に女性であり、男性が

分析対象外となっている、(2)セルフ・セレクションが推計結果に及ぼす影響を十分考慮で

きていないといった課題3が残っている。また、自己啓発の賃金への影響についても、複数

の研究蓄積はあるものの、必ずしも一致した結論は得られておらず、さらなる検証を加え

る必要があると考えられる。そこで、本稿では KHPS を用いることで男女両方ともを分析

対象とし、Propensity Score Matching 法を用い、セルフ・セレクションに対処した上で自

己啓発が労働者の再就職、失業や賃金に及ぼす影響を分析する。 

 

第 3 節 データ 

 

使用データは、慶應義塾家計パネル調査を用いる。本稿では自己啓発に関して同じ質問

が行われている 2005 年から 2012 年 1 月実施の調査（以下 KHPS2005-KHPS2012 と呼ぶ

こととする）を分析で用いている。4 

KHPS2005-2012 では自己啓発に関する質問として「あなたは昨年 2 月から現在までの 1

年間の間に、自分の意志で仕事にかかわる技術や技能の向上のための取り組み（例えば、

学校に通う、講座を受講する、自分で勉強する、など）をしましたか。」と聞かれており、

「1.現在行っている 2. 行ったことがある 3. 行わなかった」の 3 つの選択肢が用意されて

いる。本稿ではこのうち 1 と 2 に回答された者について自己啓発実施者と定義をする。さ

らに次の質問では、実施した自己啓発の内容について聞かれており、11 の選択肢が用意さ

                                                   
2自己啓発ではなく、企業での教育訓練が就業に及ぼす影響を分析した研究に労働政策研究・研修機構

(2010)がある。労働政策研究・研修機構(2010)では、独自調査によるデータを用い、非正規から正規雇用

への転換に企業内訓練の受講が及ぼす影響を分析している。分析の結果、前の勤務先で非正規労働者だっ

た人に限定しても、同一職種間の転職の場合、前職での Off-JT を受講したことがある人の方が正規労働者

としての転職確率が統計的に有意に高いことがわかった。 
3 平野(2004)では固定効果ロジット分析によって、自己啓発を実施した者の元来の能力のコントロールを

試みている。しかし固定効果ロジット分析では就業状態が変化していないサンプルの多くが分析から落ち

てしまうという課題が残される。 

4 この調査は、第 1 回目の 2004 年 1 月 31 日時点における満 20 歳～69 歳の男女 4005 名を調査対象とし

ており、毎年調査を実施している。現時点では 2012 年調査が最新年度となっており、9 年分のデータが蓄

積されている。各年の調査は毎年の 1～2 月に実施されているため、2011 年の調査は東日本大震災前に調

査が完了している。なお、KHPS2007 では新たに 1419 名、KHPS2012 では 1012 名が追加サンプルとし

て調査の対象となっているが、KHPS2007 の追加サンプルについてのみ分析対象に加える。 
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れている。その中で本稿では「通学に関するもの(選択肢 1～5)」、「通信教育に関するもの(選

択肢 6～7)」、「その他（選択肢 8～11）」と、自己啓発の内容を 3 つに分けることでそれぞ

れの実施によって効果が異なるかどうかについても検討する。 

調査対象者の就業状況については調査前月の就業状態に関する質問から、調査時点で仕

事に就いているかどうか、またその仕事内容が確認できるようになっている。さらに別の

設問で調査 1 年内で新規に就職したのかどうかが聞かれている。本稿では調査時点の就業

状態だけでなく、無業の者が新規就業したかどうかの変数も被説明変数として用いた分析

を行う。また無業の者が就業した場合にはその雇用形態別にも分析を加える。但し、学び

が本分である学生については自己啓発と就業との関わりを検討する本稿の目的上分析対象

として相応しくないと考えられる。そこで、学業の傍らに就業をしている者及び 25歳未満

のサンプルを分析から省くことで、一般に学業中心の生活を終えていると考えられる者の

みを対象とした。分析に用いたデータの基本統計量は表 3－1 の通りである 

 

第 4 節 自己啓発の実施と再就職、失業、賃金の関係 

 

 自己啓発を実施することは、その後の再就職、失業、賃金にどのような影響を及ぼして

いるのだろうか。本節ではこれらの関係について図表を用い、確認していく。 

 図 4-1 は t-1 期に無業者であった人が t 期に就業した割合と t-1 期に就業していた人が t

期に無業化する割合を自己啓発の実施有無別に見ている。この結果から、自己啓発を行っ

た場合の就業率の方が約 6 ポイント高い傾向にあることがわかる。また、自己啓発を行っ

た場合の無業率の方が約 5 ポイント低い傾向にあることがわかる。これらの結果から、自

己啓発の実施は、次期の就業率を高め、次期の無業化率を抑制する効果があると考えられ

る。 

 次の図 4-2 は時間当たり賃金の変化額の推移を自己啓発の実施有無別に見ている。この結

果から、自己啓発を行った場合の賃金変化額は上昇傾向にある反面、自己啓発を行ってい

ない場合だと大きな賃金変化は見られない。自己啓発の実施は、賃金上昇にも正の効果が

ある可能性が考えられる。 

 以上の結果から、自己啓発の実施は、労働者の無業化を抑制し、再就職を促進するだけ

でなく、賃金上昇にも正の効果をもたらす可能性がある。しかし、これらの結果はさまざ

まな個人属性の違いやセルフ・セレクションをコントロールしていないため、自己啓発の

効果を適切に検証できていない。そこで、次節以降でさまざま要因をコントロールできる

手法を用いた分析を行う。 

 

第 5 節 推計手法 

 

 本稿で行う具体的な分析は平野(2007)に準じ、大きく 2 段階の分析手順をとる。第一には、
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自己啓発の実施について Probit 分析を行い、自己啓発を行う者の特徴を明らかにする。第

二には、自己啓発の就業状態への影響や賃金への影響について Propensity Score Matching

法を用いた分析を行う。これにより自己啓発を行いやすい者の特性をコントロールしたう

えでも、自己啓発の実施が期待されるような効果をもっているのかどうかついて確認する。

以下では、自己啓発の実施に関する分析手続きについて、また Propensity Score Matching

法の分析手続きについて具体的に述べる。 

 

1．自己啓発の実施に関する推計手法 

 まず、どのような要因が自己啓発の実施に影響を与えるのかについて、以下の Probit モ

デルの分析を行う。 

 

)()|1Pr()( 1 tttt XXDXP                        (1) 

 

Dは次期自己啓発の実施を表すダミー変数とする。 X は説明変数であり、本稿では年齢

や性別、学歴、世帯年収、未既婚、子どもの有無などを含める。また平野(2007)や就業希望

状況調査（総務省統計局平成 14 年）でも指摘されるように、自己啓発の実施は求職活動と

強く関係していることが考えられる。そこで KHPS の 1年間の求職活動に関する質問から

t+1 期の求職活動の有無ダミー、また年間の求職活動を行った月数を説明変数に含めコント

ロールする。なお、本稿では (1)式およびそれ以降の分析についても、就業状態にある者と

無業状態の者とでサンプルを分けてることとする。 

 

2．自己啓発の実施が再就職、無業抑制、賃金に及ぼす影響に関する推計手法 

次に自己啓発の実施が就業者の無業化抑制や再就職の促進に効果があるか、また賃金を

高める効果があるかどうかについて Propensity Score Matching 法を用いた分析を行う。以

下では Propensity Score Matching 法を用いた分析の枠組みについて簡単な説明を加える5。 

Propensity Score Matching 法では、(1)式の分析で求められた自己啓発の実施確率の理論

値を算出し、これが同様の者の中で実際に自己啓発を実施した者と実施していない者との

比較を行うものである。つまり、セルフ・セレクションを考慮したうえでも自己啓発が就

業者の無業化や再就職の確率に影響を及ぼすなら、自己啓発を実施しやすい特徴を同様に

持つ者の中でも、実施した場合と実施しなかった場合で結果に差が生まれることになると

考えられる。その結果の差である ATT(Average Treatment effect on the Treated)は以下の

(2)式で求められる。 

 

                                                   
5 本項の説明は、黒澤(2005)及び奥平他(2011)を参考にしている。 
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)1|()1|()1|( 0101  DYEDYEDYYEATT        (2) 

 

 (2)式のうち、Y は就業状態や賃金など自己啓発の影響を判断する際の結果となる変数 

である。また Y1は自己啓発を実施した場合の結果を示し、Y0は自己啓発を実施しなかった

場合の結果を示している。D は自己啓発の実施状況を示し、自己啓発を実施した場合に 1、

自己啓発を実施しなかった場合に 0 となる。(2)式のうち )1|( 0 DYE は、自己啓発を実施

しているときの値であるため、実際には観測することができない仮想現実の値となってい

る。このため(2)式のままでは ATT を計測することはできない。実際には )1|( 0 DYE を観

測可能な変数で代替するため、(2)式は(3)式に変形される。 

 

)}1|()0|({)0|()1|()1|( 000101  DYEDYEDYEDYEDYYEATT (3) 

 

(3)式では )1|()0|( 00  DYEDYE が新たに追加されており、この部分が 0 と等しく

ならない限り推計結果にバイアスをもたらすこととなる。 

この問題に対して、Rosenbaum and Rubin(1983)は次の 2 つの仮定を置くことでこのバ

イアスを回避できることを明らかにした。なお、(4)式及び(5)式の X は観察可能な個人属性

とする。 

 

XDY |0                  (4) 

1)|1Pr(  XD               (5) 

 

(4)式は独立性（unconfoundedness）の仮定と呼ばれ、個人属性 X を所与とした場合、 0Y

は自己啓発実施の有無と相関を持たないことを意味している。(5)式は重複（overlap）の仮

定と言われ、自己啓発を実施する全員に対して、属性の類似する自己啓発を実施しないサ

ンプルが存在することを意味している。この(4)式及び(5)式が成立する場合、(3)式の後半部

分が消え、バイアスがない形で ATT を推計することが可能となる。 

 しかし、ここで問題となるのは、観察可能な個人属性 X の数である。本来であれば、学

歴、年齢、性別、世帯年収等の個人属性がすべて等しいトリートメント・グループとコン

トロール・グループの結果を比較することが望ましいが、個人属性 X の数が多くなるにつ

れて望ましい比較対象となるサンプルを見つけることが困難となる。これは、

Dimensionality 問題と言われ、マッチング法を利用する際の問題となっていた。この問題

を克服したのが Propensity Score Matching 法である。この方法では、(4)式が満たされる
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場合、個人属性の代わりにトリートメント・グループになる確率（ )()|1Pr( XPXD  ）

を条件づけた場合にも独立性の仮定が満たされることを利用し、個人属性が似た者同士で

はなく、 )|1Pr( XD  が似た者同士についてマッチングを行う。この )|1Pr( XD  は、

Propensity Score と呼ばれ、一般的には Probit モデルや Logit モデルで推計される。この

Propensity Score を用いた場合、ATT は次式で表すことができる。 

 

))}(,0|())(,1|({|{

))}(,1|())(,1|({|

)1|(

011)|(

011)|(

01

XPDYEXPDYEE

XPDYEXPDYEE

DYYEATT

DXP

DXP









     (6) 

 

 このように Propensity Score を用い、トリートメント・グループとコントロール・グル

ープをマッチングさせることで ATT の一致推計量を得ることができる。ATT は次式で示さ

れ、この推計量はクロスセクション・マッチング推計量とも呼ばれる。 

 

   


1 0

}1{1 }0{11

1

),(
1 n

Di

n

Dj ojics
i i

YjiWY
n

ATT

        (7) 

                   

 n1は自己啓発実施者の標本数、n0は自己啓発未実施者の標本数を示す。また、 ),( jiW は

Propensity Score に基づく自己啓発未実施者サンプルへのウェイトであり、 1),(  j
jiW

となる。 

 但し上記の分析ではデータから観察されない要因の影響は考慮しきれない。この問題を

解消するために、本稿では吉田(2004)と同様に Heckman, Ichimura and Todd(1997)を嚆矢

とした DID マッチング推計法を使用する。DID マッチング推計法では、自己啓発実施者と

自己啓発未実施者のマッチングを自己啓発実施前後の賃金（就業状態）の差について行う

ことで、観察できない要因が自己啓発実施に及ぼす影響を考慮できるという利点がある。

この場合、ATT は次式のとおりとなる。 

 

   


 












t
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i
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n
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n
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0
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1}0{1

1

1
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1

),(
1

(8) 

 

 ただし、t は自己啓発実施後の時点、s は自己啓発実施前の時点を示しており、n1tと n1s

は各時点の自己啓発を実施した標本数を示している。以上の推計手法を利用し、自己啓発

の実施が労働者の就業や賃金に及ぼす影響を検証していく。 
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この Propensity Score Matching 法を用いる際、注意すべき点が 3 点ある。1 点目は、コ

モン・サポートに関する問題である。分析ではすべてのトリートメント・グループのサン

プルに対して比較可能なコントロール・グループのサンプルが存在することを仮定してい

るが、実際の場合、この仮定が成立していないことが多い。この仮定が成立していない場

合、適切な比較対象がないサンプルを含めて推定することによるバイアスが発生してしま

うことが Heckman, Ichimura and Todd(1997)で指摘されている。このため、Propensity 

Score について似通ったコントロール・グループのサンプルが存在しないトリートメント・

グループのサンプルを分析から除外する必要がある。今回の分析ではそのような比較対象

のないサンプルを除外し、推計を行っている。 

 2 点目は、Propensity Score を推計する際の説明変数についてある。使用した説明変数は

Dehejia and Wahba(1999, 2000)による Balancing Property に基づく検定で棄却されない

ことが必要となる。今回の分析に使用した個人属性 X については Balancing Property に基

づく検定を行っており、いずれも棄却されていない。 

 3 点目は、推計におけるコントロール・グループへのウェイト ),( jiW の付け方である。

本稿の分析では、吉田(2004)を参考にトリートメント・グループとコントロール・グループ

のマッチングの方法としてNearest Neighbor MatchingとKernel Matchingの 2種類を使

用している。Nearest Neighbor Matching ではトリートメント・グループのサンプルの

Propensity Score との差が最も小さい参加確率を持つコントロール・グループのサンプル

を 1 つだけマッチさせるという方法である。Kernel Matching ではトリートメント・グル

ープのサンプルに対してある一定の距離内のコントロール・グループのサンプルの加重平

均をマッチするという方法である。 

 

第 6 節 推計結果 

 

1．自己啓発の実施に関する推計結果 

本節では先に述べた複数の分析のそれぞれについて、分析結果を確認し、自己啓発がも

たらす就業への効果について一定の解釈を加える。まず、自己啓発の実施に関する分析結

果から確認する。先の(1)式について、就業者、無業者のそれぞれについて Probit 分析を行

った結果が表 5－1 である。 

表 5－1 のうち、まず(1)～(6)列より自己啓発実施の要因について確認すると、女性就業

者以外では年齢が若いほど、就業者では女性ほど、無業者では男性ほど実施されている様

子が確認できる。また、男性無業者以外では大学大学院卒ほど自己啓発を実施しており、

やはり教育投資を過去にも行ってきた投資効果の高いと考えられる者ほど自己啓発を行っ

ている様子が見られる。また求職活動に関する変数は男性に限ったサンプル以外ではすべ

て有意にプラスとなっており、求職活動を行っていることと自己啓発が相関関係にあるこ

とが分かる。平野(2007)や就業希望状況調査（総務省統計局平成 14 年）の指摘と同様に本
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分析結果においても、自己啓発は求職活動と結びついていることが窺える。 

次に表 5‐1 の (7)～(12)列より、通学の実施について確認する。ここでも年齢や性別、

求職行動の特徴については内容を問わない自己啓発実施の分析結果とほぼ同様である。大

きく異なる点は「未就学児あり」が男性無業者以外の全てで有意にマイナスとなっており、

未就学児が居ることが通学に高い障壁となっていることが分かる。 

また(13)～(18)列より通信教育の実施について見ると、求職活動の変数がほとんど有意な

結果を示していない。同じ自己啓発の中でも通学と通信教育とで目的が異なっている可能

性が考えられる。また、性別や未就学児変数などその他の変数も有意となる結果が少ない

中、学歴については通学の分析結果と同様に高学歴の者ほど通信教育を実施している様子

が確認できる。 

最後に(19)～(24)列からその他の自己啓発の実施について見ると、ここでも学歴の高い者

ほど実施していることが窺える。以上の複数の分析結果から、やはり元々能力が高く、学

習効果の期待できる者ほど自己啓発を行っているものと考えられる。また特に通学につい

ては求職を目的とした自己啓発が行われている可能性があり、自己啓発が就業に及ぼす影

響を分析する際には、能力や求職活動の要因を極力コントロールし、検討する必要がある

と考えられる。 

 

2.自己啓発の実施が就業に与える影響の推計結果 

次に、自己啓発の実施が就業者の無業化を抑制する可能性や、無業者の再就職を促進す

る可能性についての推計結果を見てゆく。事前確認として、まずは全サンプルの自己啓発

の実施状況ごとに次期の就業状態を Propensity Score Matching 法によって確認して行く。

分析結果は、表 5－2 に掲載した。結果を見ると、男女計や男性に共通して、自己啓発の実

施やその中でも「通学」が就業にプラスの影響を与えていることが確認できる。自己啓発

は就業促進に繋がっていそうではある。 

では以上の結果は、就業者の無業化抑制と無業者の就業促進のどちらによって特にもた

らされているのだろうか。またはどちらの経路の影響も確認できるのだろうか。次にはサ

ンプルを無業、就業者にそれぞれ分けた場合の分析結果を確認してゆく。 

まずは、就業者に限定したサンプルについて次期の無業化に関する Propensity Score 

Matching 法による分析結果を見る。就業者に関するマッチング法の分析結果は表 5‐3 に

掲載した。表 5‐3 より t 値が 2 以上の有意性の高いものについて確認すると、自己啓発の

実施は男女計と男性の無業化への影響において、Nearest Neighbor Matching でも Kernel 

Matching でもその可能性を低くしている様子が見られる。また自己啓発の内容別には、「そ

の他の自己啓発」が、男性と女性の無業化についてNearest Neighbor MatchingでもKernel 

Matching でもその可能性を低くしている。特に「その他の自己啓発」については男女計で

も Kernel Matching では無業化の可能性を低くしている様子が確認できる。就業者におけ

る自己啓発は無業化を抑制する働きをも持ち、なかでも「その他の自己啓発」にその効果
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があるのではないかと考えられる。また「通信」は、Kernel Matching の結果によると男

女計でも男性でも女性でも無業化を抑えている。しかし Nearest Neighbor Matching の結

果は有意にならず、「通信」の影響については限定的であるかもしれない。一方「通学」は

多くの結果で有意とならず、無業化を抑える様子が確認できない。ではなぜ自己啓発の中

でも特に「その他の自己啓発」が無業化を抑えていたのだろうか。KHPS 調査票よりその

他の自己啓発の選択肢の内訳を見てみると、「テレビ、ラジオの講座や書籍で学んだ、各種

講演会やセミナーに参加した、社内の自主的な勉強会に参加した、その他」となっている。

これらの中でも特に社内の勉強会や各種講演会やセミナー参加などについては、現業の特

殊技能に関する能力形成と強く結びついている可能性が考えられる。本稿で設定したその

他の自己啓発とは、一般的スキルを高めるだけでなく、内部労働市場における評価を高め

る働きも含むために、より強く無業化の抑制に影響しているのではないだろうか6。 

 では次に、自己啓発の無業者に対する次期就業移行への影響についてはどうであろうか。

これについては、正規・非正規雇用別に 2 期後 3 期後についての影響についても確認した

い。まずは次期新規就業への影響について見ていく。なお、無業者については男性の無業

者が 200 名程度と非常に少なかったことから男女計、女性サンプルについて分析を行って

いる。Propensity Score Matching 法による分析結果を示した表 5－4 を見ると、Kernel 

Matching では自己啓発の実施は男女計、女性サンプルともに就業にプラスとなっている。

マッチングの方法によって有意にならない結果も見られるが、マイナスに有意になる部分

はなく、自己啓発の実施は概ね新規就業を促進させていると考えられる。さらに自己啓発

の内容別に見ると、「通学」が男女計では Nearest Neighbor Matching、Kernel Matching

ともに共通して、女性では Kernel Matching による結果で新規就業にプラスに働いている。

また「その他自己啓発」も女性については Nearest Neighbor Matching、Kernel Matching

ともに共通して新規就業にプラスに働いている。一方で、「通信」については有意な結果が

あまり得られず、就業を促進させている様子は確認できない。 

これらの結果より、自己啓発は無業者の就業促進に影響していると考えられ、内容別に

は「通学」の影響が大きく、次いで「その他の自己啓発」も就業促進に繋がっていると言

える7。 

 さらに次期就業の中でも正規、非正規就業に分けた場合の分析や、2 期後 3 期後について 

の正規就業、非正規就業への影響についても Propensity Score Matching 法の分析を行った。 

分析結果を示した表 5－5 より、まず正規就業への影響について見ると、男女計サンプルの

2 期後、3 期後では Nearest Neighbor Matching の一部を除き、共通してプラスの影響が

確認される。また 1 期後についても Kernel Matching の結果では男女計、女性ともに正規

就業を促進させている様子が確認できる。概ね自己啓発は無業者の正規就業を促進させて

                                                   
6 同様の目的のもとに固定効果分析も行ったが、やはり自己啓発は無業化にマイナスに働く分析結果が複

数で得られ、特にその他の自己啓発は男性の無業化に有意にマイナスとなっていた。 
7 新規就業についても同様に固定効果分析を加えて行ったが、やはり自己啓発の実施が無業者の新規就業

にプラスに働き、中でも通学やその他の自己啓発が有意にプラスとなる結果が複数で得られた。 
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いると言えよう8。 

次に非正規就業への影響について見ると、Kernel Matching の結果では、次期や 2 期後

の非正規就業については男女計、女性ともプラスに働いている。しかし 3 期後については

男女計では有意にならず、女性では Kernel Matching ではプラスに有意、Nearest 

Neighbor Matching ではマイナスに有意になるなど、結果が安定していない。非正規就業

の場合には正規就業に比べ同じ雇用形態に留まらない者も多いことや、雇用も不安定であ

ることから、安定的な影響が確認できないのかもしれない。また固定効果分析の結果でも

自己啓発の非正規就業への影響を強く解釈できる結果は得られず9、非正規就業については

解釈が難しい。以上の結果からは、自己啓発が就業促進への効果は確認でき、なかでも正

規就業に繋がる影響を持っていると考えられるのではないだろうか。 

 

4.自己啓発の実施が賃金に与える影響の推計結果 

 次に自己啓発の実施が賃金に及ぼす影響の結果を検討する。表 5－6 の自己啓発を実施し

た場合の結果を見ると、男女計、男性、女性ともに 3 期後の賃金について、Nearest Neighbor 

Matching 、Kernel Matching 双方の結果で賃金が上昇する傾向にあった。また、4 期後に

ついても Nearest Neighbor Matching 、Kernel Matching のどちらかについては男女計、

男性、女性ともに有意に賃金を高めている様子が見られる。一方で 1 期後、2 期後について

は有意な結果はほとんど見られない。これらの結果から、自己啓発の効果は、その実施直

後に表れるのではなく、数年たった後に顕在化する可能性があると考えられる。 

 次に自己啓発の内容別の分析結果を確認する。まず「通学」を行った場合、男性では 3

期後に賃金が低下し、女性では 3 期後に賃金が上昇する傾向にあるものの、4 期後には賃金

が低下する傾向が見られる。「通学」の場合、男女間やマッチング方法で結果が異なってお

り、安定した結果は確認できなかった。 

 次に「通信」を行った場合、男女計では 2 期後、3 期後で賃金が低下する傾向が見られた。

また男性では、1 期後の結果はマッチングの方法によって異なるものの、2 期後の賃金が低

下する傾向が見られた。女性では、2 期後、3 期後にかけて賃金が低下している。これらの

結果から、「通信」の場合、男性、女性とも自己啓発による賃金上昇効果が限定的であり、

むしろ賃金が低下する場合が多く見られた。「通信」で自己啓発を行う場合、賃金を上昇さ

せる効果はあまりないと考えられる。 

 最後に通学、通信以外の自己啓発を行った場合の結果を見ると、男女計の場合では 1 期

後に賃金が低下するものの、4 期後の賃金が上昇する傾向にあった。また、男性の場合、1

期後の賃金が低下している。女性の場合、1 期後に賃金が低下するものの、2 期後以降の賃

金が上昇する傾向にある。「その他の自己啓発」の場合、3 期後、4 期後といった自己啓発

                                                   
8 ここでも正規就業についての固定効果分析を行ったところ、次期の正規就業については男女計で有意に

正規就業を促進させていたが、2 期 3 期後については有意にならなかった。 
9 非正規就業についても固定効果分析を行ったが、次期非正規就業については有意な結果が得られなかっ

た。 
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を行ってから数年後に賃金を上昇させる効果があると考えられる10。 

 

第 7 節 結論 

 

 本稿の目的は、Propensity Score Matching 法を用い、労働者のセルフ・セレクションを

考慮した上で、自己啓発が労働者の再就職、失業や賃金に及ぼす影響を検証することであ

った。分析の結果、明らかになったことは、以下の 3 点である。 

 第一に、自己啓発の実施が就業者の無業化を抑制する効果については、複数の分析結果

で概ね自己啓発が無業化を抑制している様子が確認された。特にその他の自己啓発に無業

化を抑える働きが確認できた。本稿で設定したその他の自己啓発は、現業の企業特殊的技

能を高める働きが予想される項目が複数含まれており、一般的技能だけではなく企業特殊

的な技能も向上させる影響を含み、より強く無業化の抑制に寄与している可能性が考えら

れる。 

 第二に、自己啓発の実施が無業者の再就職を促進させる効果については、多くの分析結

果に共通してその効果を肯定する結果が示された。中でも通学の就業促進効果が強く見ら

れた。加えて就業促進効果を正規・非正規別にみた場合、特に正規就業を促進させる様子

が確認できた。これらの結果から、自己啓発の実施は就業者の無業化を抑える働きや、無

業者の再就職を促進させる働きを持つと考えられる11。 

 第三に、自己啓発の実施が賃金に及ぼす効果については、男性、女性とも自己啓発実施 3

期後、4 期後に賃金が上昇する傾向が見られた。ただし、自己啓発の種類によって賃金に及

ぼす影響が異なっており、通学や通信の場合は安定した結果は得られず、特に通信の場合

については、賃金にマイナスの影響となる結果も複数見られた。一方、その他の自己啓発

の場合だと 3 期後、4 期後といった自己啓発実施数年後に賃金を上昇させる効果が確認され

た。 

 以上の複数の分析結果より、政策的にはどのような議論が可能であろうか。近年、経済

環境の激しい変化とともに長期雇用慣行は薄れ、企業による能力開発も消極的になってき

ている。このような中で労働者の自主的な能力開発である自己啓発には、無業に陥らない

継続的な就業や再就職の可能性を高める効果が確認できた。これは労働者自身のコスト負

担によって労働者自身だけでなく、企業にとっても、また社会的にも有益な効果があると

                                                   
10 固定効果を考慮するために差分をとった賃金関数を回帰分析によって推計し、自己啓発が賃金に及ぼ

す影響を確認した。その分析の結果、自己啓発実施 3 期後、4 期後において、男女計及び男性の賃金が上

昇することが確認された。これに対して女性の場合、自己啓発は 3 期後、4 期後の賃金に有意な影響を及

ぼしていなかった。これらの結果から、推計手法を変えた場合でも、自己啓発実施 3 期後、4 期後に男女

計、男性の賃金が上昇する傾向は見られ、これらの推計結果は頑健なものだと考えられる。 
11 自己啓発と年齢階層ダミーとの交差項を用いた固定効果分析、Propensity Score Weighting 推計により、

自己啓発の影響が特にどの年齢階層に強い影響を持つかどうかについても分析を行った。分析の結果、就

業者の無業化への影響については年齢階層ダミーとの交差項はほぼ有意にならず、年齢階層による影響の

違いは確認できなかった。また、無業者の新規就業への影響についても一部で有意になる結果もあったも

のの、系統的な特徴は確認できず、年齢階層による影響の違いを言明できない結果となった。 
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いうことである。今後、労働者の自己啓発実施をより強く促していくことは政策的にも重

要であると思われる。しかし、現状の自己啓発の促進政策である給付金制度は雇用保険の

条件による制約12を受ており、また雇用保険であるために企業・労働者双方がコストを負担

していることもあって、自己啓発のための労働者自身による実質的なコスト負担は大きい

と思われる。労働者の自己啓発コスト負担を軽減させるような政策的補助をより充実させ

てゆくことは今後強く求められるのではないだろうか。また自己啓発の内容別によって効

果の有無に違いが見られたが、現制度下で給付金対象になっている項目が多かった「通信」

よりも、むしろ給付金対象から外れる項目が多い「その他の自己啓発」の効果が大きかっ

たことから、給付対象となる自己啓発の内容の再検討も必要であるかもしれない。 
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表 3－1 分析に用いたサンプルの基本統計量 

 

 

図 4－1 就業者の無業化と無業者の新規就業移行 

 

 

図 4－2 自己啓発実施者有無別の就業者の賃金変化（単位：円） 
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表 5-1 自己啓発の実施に関する分析結果 
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表 5‐2 Propensity Score Matching 法による就業状態への自己啓発の影響 

 

表 5－3 Propensity Score Matching 法による就業者の無業化への影響 
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表 5－4 Propensity Score Matching 法による無業者の次期新規就業への影響 

 

 

 

 

 

表 5－5 Propensity Score Matching 法による無業者の将来的正規・非正規就業への影響 

 

 

 



21 

 

表 5－ 6  Propensity Score Matching 法による就業者の将来賃金変化への影響
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同（自己啓発内容別） 
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付表 1（表 5‐3 との対比） 固定効果分析による就業者の無業化への自己啓発の影響 

 

同（自己啓発内容別） 
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付表 2（表 5－4 との対比）固定効果分析による無業者の次期新規就業への影響 

 

同（自己啓発内容別） 
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付表 3（表 5－5 との対比）固定効果分析による無業者の正規・非正規就業への影響 

 

 

 

付表 4（表 5－6 との対比）固定効果分による就業者の将来賃金変化への影響 
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同（自己啓発内容別） 

 

 

付表 6 年代との交差項による就業者の無業化に関する分析 
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付表 7 年代との交差項による無業者の新規就業移行に関する分析 

 


