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女性のライフコースの変化

～フォーディズム型⇒ポストフォーディズム型によるライ
フコースの多様化（岩井2011など）
・若年層で顕著な雇用の流動化による、M字型の左肩
部分の構造の複線化

・労働力人口とその学歴構成の変化、失業率、非正規
雇用の増加が若年層で増加（小杉・堀2002）
○初期キャリアがその後の職業キャリアを大きく規定
（石田2005）

成人期への移行が延長されることによる（宮本2012）、そ
の後のライフコースの延期（ex.未婚化・晩婚化）
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再就職行動

○高学歴女性の高い無職率

⇒希望と現実との就業環境のギャップ

○日本的雇用慣行や統計的差別（Thurow
1977)による構造的要因

・定着率の高い男性の雇用合理化（武石2006)

ー夫の収入に依存した無職継続（平尾2005)

再就職時の労働市場への参入メカニズム規定
要因が、初職段階とは大きく異なるのでは？
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職業キャリアの中での人的資本

○人的資本理論(Schultz 1963; Becker 1964)や
シグナリング理論（Spence 1974）に基づく

アプローチ

・初職⇒「学歴」＝職業遂行能力（荒井1995）と
して初期キャリアに影響（石田 2005）

・現職⇒学歴とは独立した「職業資格」の効果
（阿形1998）や、「初職」の効果（佐藤2011）
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再就職における職業資格

再就職⇒高学歴層の無職継続（平尾 2005）

◎学歴が再就職へのプッシュorプル要因となら
ない可能性

職業中断後の職業遂行能力をより明示しうる
人的資本の指標が再就職につながるのでは？

入職後の職業キャリア、職業資格

*初職以後の資格の活用率の高さ（阿形2008）
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仮説

• 入職後の職業キャリアや職業資格といった職
業遂行能力をより明示しうる人的資本の蓄積
が再就職に結びつく。

• 職業資格の中でも、入職前の職業資格よりも、
入職後の職業資格が再就職に結びつく。

6



分析課題

• 結婚、出産を期に退職した時点からの再就職
イベントに関する人的資本の効果の検討

• 再就職イベントに対する学歴、中断前の職業
経験、資格の取得有無に関する効果の検証

◎分析①では、資格の有無による検証

◎分析②では、資格取得時期を区分した検

証を行う。
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分析課題のイメージ
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データと分析対象

・データ

「2005年社会階層と社会移動全国調査」
（SSM2005）

・分析対象

結婚または出産退職による離職経験のある女
性

9



分析方法とデータの扱い

・分析方法

離散時間ロジットモデルによる再就職ハザード
率の推定（イベントヒストリー分析）

・変数の操作

離職した年齢をリスク開始時点とし、そこから20
年以内の再就職イベントハザードの推定を行う。

10



変数
◎説明変数
―資格の有無ダミー、入職前資格ダミー、入職後資格ダ
ミー →資格に関する変数
―、夫収入（調査時）、末子3歳未満ダミー（時間依存）→
家庭環境に関する変数
―本人年齢（時間依存）、最終学歴、中断前正規職経験、
中断前就労年数→本人に関する変数
入職コーホート
◎従属変数
観測単位における再就職のハザード率

*変数の詳細は補足資料を参照
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基礎分析
～再就職者の内訳～

0 20 40 60 80 100

資格なし

入職前資格

入職後資格

(%)

0 20 40 60 80 100

資格なし

資格あり

(%)

*詳細は表0参照
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資格の有無別、離職生存率
（Kaplan-Meiyer法）～分析①～
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資格の取得時期別、離職生存率
（Kaplan-Meiyer法）～分析②～
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離散時間ロジットモデル
～分析モデル～

• model1・・・資格に関する変数＋家庭

環境を示す変数

• model2・・・model1＋個人の属性を示す変数

• model3・・・model2＋入職コーホート

• model4・・・model3＋交互作用

＊model4は、尤度比検定の結果、有意な改善が見られな
いので、今回は検討しない。
＊分析結果の詳細は補足資料参照
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資格の有無別再就職イベント
（ハザード比）～分析①～
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結果の要約（分析課題①）

◎資格を持つ女性は持たない人に比して再就
職しやすいが、入職コーホートを統制すると差
はみられない。

• 離職前の正規職を経験した女性は再就職し
やすい。
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結果の要約（分析課題②）

◎入職前の資格は、資格がないものと比して再
就職イベントに差は見られないが、入職後の資
格をもつ女性は再就職に有意な効果を持つ。

◎入職後資格や正規職経験など、労働市場参
入後の変数が再就職に結びつきやすい。これ
は学歴を統制した上でも残る独自の効果であ
る。
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結果のイメージ
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考察

• 壮年期における労働市場の再参入において、学歴が
人的資本の指標として評価されにくいのでは？

→入職後の初期キャリア段階での人的資本の蓄積と、
そのシグナルとなりえる資格が職場復帰へのプッシュor
プル要因として機能

・職業キャリアの中で先の見えないライフコース探索

・雇用の流動化によるライフコースの移行リスクの拡大・
不安定化（宮本 2011）→キャリア形成の遅延と複線化が、
結婚、出産後の遅延化、再就職の遅延化にも影響
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課題

◎職業資格が活用されうるような職場への復
帰に効果があるのか不明

◎中断の前後における職業のリンケージの記
述（職業、産業、従業地位、収入などの変化の
記述）や再就職者の質的差異の検証

◎労働市場の構造的要因の統制・検証
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