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1.　問題の所在

　少子高齢化社会となった日本では昨今，労働力
人口の減少による雇用確保のために，働く意思と
能力を有する女性労働力を，積極的に活用できる
労働市場に向けた改善や施策に取り組むことがま
すます重要となっている（労働政策研究・研修機
構 2008）．さらには，女性の高学歴化と雇用機会
均等法や育児・介護休業法といった女性の労働参
加を促す社会変化と法的整備も進み，性別に関係
なく，労働意欲や能力を発揮できるような社会の
実現が先進社会に共有の重要な政策課題となって
いる（中井 2011）．
　そうした中で，女性のライフコースはM字型
雇用と呼ばれ，職業キャリアを中断した後に再就
職するといった構造が維持されている（岩井 
2011）．こうしたM字型雇用は東アジアに特有の
雇用カーブであることが知られている．厚生労働

省の21世紀出生児縦断調査からは，妊娠・出産を
理由として退職するケースが多いことが労働参加
の阻害要因と考えられ，前述した法整備がうまく
機能していないことがうかがえる．というのも，
日本では企業内訓練を通じた職業能力形成に重き
を置いており（小池 2005），人的資本を蓄積させ
るうえで，定着率の高い男性を中心に据えた雇用
のほうが，より合理的であるとみなされてきたた
めである（武石 2006）(1)．
　このような労働市場において，女性のキャリア
形成は断続的なものとなり，男性とは異なる労働
市場に置かれていると考えられてきた（渡邊 
2008）．こうした労働市場では，高学歴女性が就
業継続や再就職に対して有利とならないことが示
されており（樋口 2007），むしろ再就職を遅延す
るという研究もみられる（平尾 2005）．同様に，
就労経験年数や経験職種といった人的資本におい
ても，その効果は必ずしも一貫したものではない
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（平尾 2005; 坂本 2009）．このように女性労働力
とその人的資本が活用されない労働市場は，個人
においても日本社会全体においても大きな損失で
あり，少子高齢化社会の中でますます大きな問題
点となることが予想される．
　こうした知見が得られている一方で，先行研究
でいまだ未検証な人的資本の指標として職業資格
がある．日本の労働市場への参入に際しては，ド
イツやイギリスなどの職業資格を前提とした労働
市場への参入を行う国と異なり，一部の職業を除
けば必ずしも職業資格は労働市場への参入に必要
ではないとされてきた（阿形 2008）．学校と企業
との実績関係に基づく市場参入と（苅谷 1991），
その後の企業内訓練を通じた職能形成を重視した
雇用慣行が成立し（小池 2005），現職に対する効
果を検証する際には，学歴や初期キャリアが現職
に及ぼす影響が伝統的に検討されてきた．再就職
移行に及ぼす効果の検討においてもそれを援用す
る形で学歴や初期キャリアの指標を用いた研究が
多く，職業資格に対する関心は希薄であったとい
うことが未検証である理由の一つであると考えら
れる． 
　こうした現状がある中で，労働政策研究・研修
機構（2008）の再就職女性に対する調査に目を向
けると（実際に再就職した人が対象），再就職の
ための事前の準備として，46.5%の人が職業資格・
免許を取得している．この調査結果から，職業資
格がもつ直接の効果は不明であるものの，何らか
のメカニズムを通じて職業資格が再就職に結びつ
く可能性が示唆される．人的資本の蓄積が断続す
る女性キャリアの中で，特定分野の職能に直結
し，それを採用側により明示しうる職業資格が，
他の人的資本の指標と異なる独自の効果をもつこ
とは十分に考えられる．雇用の流動化によって労
働市場への参入やその後のキャリア形成が困難に
なりつつある中で（本田 2005），日本的雇用慣行
との接点が希薄であったからこそ，職業資格の普
遍的な効果の可能性に着目することが重要となっ
てくるのではないか．
　以上のような問題背景から，人的資本の中でも

職業資格に着目し，再就職移行における効果を検
証する．

2.　先行研究と分析課題

2.1　 人的資本の形成プロセスとその職業達成に
対する効果

　これまで，多くの先行研究において，学歴や初
職といった人的資本の指標を用いて労働市場参入
メカニズムや，その格差が検討されてきた．中で
も，人的資本理論（Schultz 1963; Becker 1975）
とシグナリング理論（Spence 1973）に基づくア
プローチが代表的である．人的資本理論アプロー
チでは，例えば大学進学について考えてみると，
大学進学によって自分の経済的価値が高まると判
断するため，追加的な教育投資の誘因が高まると
考える．経済的価値は労働市場における職業遂行
能力とみなすことができ，大学は人々の職業遂行
能力を高めているため，必然的に労働市場におい
て優位となりえるという理論である．これに対し
てシグナリング理論アプローチでは，追加的な投
資によって能力が高まるのではなく，これまで形
成してきた人的資本を他者に明示するためのシグ
ナルを得るために追加的な投資，つまり大学進学
を行うという理論である．
　先行研究を概観すると，人的資本形成プロセス
は，入職前と入職後に形成されるものに大きく区
分されてきた．前者は，主に学校教育を通じて形
成された人的資本によって測定することが一般的
で，学歴や学校歴といった指標が頻繁に用いられ
る．後者は，職種や勤続年数，さらには企業内訓
練に代表されるような同一企業内でも差異がみら
れる指標を用いることが多い．こうした入職前，
入職後の人的資本の効果は，職業段階によってそ
の効果に違いがみられることが知られている（竹
内 1995）．つまり，前述した2つの理論も，キャ
リア段階ごとに，制度的，構造的な文脈の中でと
らえていく必要が生じる．
　まず，入職前の人的資本の指標の代表である学
歴の効果をみていく．学歴と初職との関係に関し
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て，石田（2005）では男女別の分析を行い，学歴
の初職に対する効果は男女ともみられるが，特に
女性でより強い効果をもつことを示している．一
方，佐藤（2011）が行った男女をプールした分析
では，出身階層や学歴を統制したうえでも，女性
は非正規雇用になりやすいことを示している．こ
れらの結果から，女性はそもそも初職でいい仕事
に就くチャンスが男性より恵まれず，高い学歴を
得ることが男性に比べて重要であることが考えら
れる．次に，学歴の現職に対する効果について，
石田（2005）では，女性では学歴の直接効果がな
く，初職のみが効果をもつことを示している．一
方，佐藤（2011）の分析では，無職と比べた場合
の現職での正規雇用のなりやすさに関して，初職
が正規雇用であることのプラスの効果だけでな
く，学歴の直接効果が残ることも示している．た
だし佐藤（2011）では，婚姻状況を統制した分析
であるため，石田（2005）と異なる結果が得られ
た可能性が高い．最後に，再就職移行に対する効
果として，女性は学歴が高いほど再就職移行が遅
れるといった結果が示されている（平尾 2005; 樋
口 2007）．つまりこれらの結果から，キャリアの
後半期ほど，入職前に取得した人的資本の効果は
消失していくことが示唆される．
　次に入職後に形成した人的資本の効果に関して
みていく．石田（2005）では先ほどと同じ分析枠
組みの中で，男女ともに，初職で正規雇用，大企
業であるといったことが現職で有利な職への移行
にプラスの効果をもつことを示しており，佐藤
（2011）の分析でもほぼ同様の結果を得ている．
また，企業内訓練の効果を検討した戸田・樋口
（2005）では，企業内訓練を受けることでその後
の賃金が上昇することを確認している．しかし原
（2011）による非正規社員に対する企業内訓練効
果の分析では，非正規から正規雇用への転換確率
や仕事能力の向上に関して効果をもつが，賃金の
引き上げ効果をもたないことが確認されているよ
うに，働き方によっても企業内訓練の効果に違い
がみられる．これらの結果から，初職で正規雇用
であれば，その後の企業内訓練を受ける機会にも

恵まれ，結果として現職でよい仕事に就けると
いったプロセスが予想される．しかし，再就職移
行に対する効果についてみると，平尾（2005）で
は，中断前の職種や就労年数といった人的資本の
蓄積は再就職移行に対して効果をもたない，もし
くは再就職を遅らせるような結果を示している．
しかし坂本（2009）では，むしろ再就職移行を早
めるといった逆の効果が確認されている．調査地
域や調査対象年齢などの違いがあるにせよ，再就
職移行において，これらの人的資本が機能すると
は断定できないことが既存の研究からわかる．
　今回注目したい，職業資格の効果に関して検証
した研究は阿形（1998, 2000, 2008）や阿部ほか
（2004）などが挙げられるが，前述した2つの研
究に比べるとその蓄積は乏しい．その中で阿形
（1998）では，職業資格が出身階層，学歴，初職
とは別に現職に独自の効果をもつのか，検証して
いる．その結果，男性では有意な効果はみられな
かったものの，女性では収入や職業威信への効果
をもつことが明らかにされている．さらに，職業
資格の取得時期とその資格の活用率を検討した阿
形（2008）では，取得時期が遅い資格のほうが，
現在の職業と結びつきやすいという結果が得られ
た．また，阿部ほか（2004）でも資格が転職時の
内定に対して効果はないが，書類通過率を高める
効果があることを確認している．こうした職業資
格の効果に関して阿部ほか（2004）では，労働市
場において求職者と採用者の間の情報の非対称性
に着目し，資格がスキルレベルを示すメルクマー
ルとして機能することでマッチングを促進すると
考察している．

2.2　分析課題
　先行研究から，入職前の人的資本は初期キャリ
アに対して効果をもつが，再就職移行に対しては
効果をもたないことが分かる．また，入職後の人
的資本の効果については，先行研究で一致した結
果が得られず，その効果について検証の余地が残
る．一方，職業資格は，取得時期の遅い資格が現
職での活用率が高いことや，情報の非対称性を埋
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め合わせるうえで有効に機能しうることが示さ
れ，他の人的資本の指標とは異なる独自の効果を
備えていることが予想される．
　というのも，日本の労働市場において，学歴は
職場での教育訓練可能性の指標として評価され
（苅谷 1991），企業は新卒者の企業内訓練を通じ
て職業能力を形成してきた．よって，再就職移行
においては，教育訓練可能性，すなわち学歴は効
果をもたらさないといえる．また，初期キャリア
は，教育訓練を通じて一定の職業能力の指標と
なって再就職移行に効果をもたらす場合と，職業
能力を採用側に明示できないため，効果をもたな
い場合が考えられる．しかし，職業資格について
考えると，特定の職業能力を示す指標となり，ま
たそうした能力を示すシグナルとしての機能が学
歴や初期キャリアよりも明示的であることが，企
業側の採用を誘因するプル要因機能を果たす可能
性が期待される．
　これらを踏まえて本稿では，再就職移行に際し
て職業資格が他の人的資本の指標とは別に独自の
効果をもたらすのか検討する．その際，職業資格
の有無だけでなく，その取得時期と種類に着目し
て効果の違いを測定する．

3.　データと変数

　今回使用するデータは，『2005年社会階層と社
会移動全国調査』である（以下，SSM2005）．全
国の満20～69歳の男女を母集団とした調査で，そ
のうち，結婚または出産退職による離職経験のあ
る女性を分析対象とした(2)．これらのサンプルに
対して離職年齢をリスクスタート時点とした再就
職ハザード率を検証した(3)．分析手法は，離散時
間ハザードモデルを用いた．この方法は，イベン
トヒストリー分析のうち，時間tが離散的に測定
されている場合に用いる方法で，再就職イベント
の発生の有無とその早さY(t)を従属変数とした手
法である．実際の推計に際しては，パーソンピリ
オドデータに対してロジスティック回帰分析を行
うことに等しい．詳細は筒井ほか（2011）を参考

されたい．
　次に，用いる変数の説明を行う．まず，説明変
数に関して，今回焦点を当てる職業資格に関する
変数としては，職業資格を入職前と入職後に区分
した入職前資格ダミーと，入職後資格ダミーを作
成した（基準は資格なし）．こうした区分を行う
のは，初期に形成された人的資本はキャリアの後
期になるほど効果が弱まることが先行研究から考
えられるので，職業資格についても同様に，キャ
リアの段階を区分した分析を行うこととした．
　また，資格の種類に関する分類方法として，阿
形（2000）による職業資格の4類型を参考にした．
阿形（2000）では，数量化3類を用いて，「伝統型」，
「女性専門職型」，「建設ホワイト型」，「男性工業
型」の4類型を行っている．そのうち，比較的女
性の取得者が多い，「伝統型」と「女性専門職型」
を女性に特有の資格と考え，他の資格とは異なる
独自の効果をもつのか検証するために，それらを
統合して「女性専門職・伝統型（資格）」ダミー
変数と，「その他（資格）」ダミーとに下位分類し
た分析も同様に行う(4)．また自動車免許や，「語
学・スポーツ・生活・教養群に属する資格」は除
外して分析を行った(5)．
　続いて，職業資格以外の人的資本の指標となり
うる変数を説明する．最終学歴として専門・短
大・高専卒ダミーと大卒以上ダミー（基準は高卒
以下）を，入職前の人的資本を示す変数とする．
さらに，離職前の職業経験を示す変数として，正
規職経験ダミー，専門・管理職経験ダミー，官公
庁・大企業経験ダミー，離職前就労年数を投入
し，入職後の人的資本を示す変数とする．
　最後に，先行研究によって再就職移行に効果を
及ぼすことが示された変数として，夫収入（デー
タの制約上調査時点のもので，第1階級を最も低
収入として5階級に区分），末子3歳未満ダミー（時
間依存共変量），そして本人年齢（時間依存共変
量）と初職入職コーホートの効果を統制して，分
析を行う(6)． 
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4.　分析結果

4.1　基礎分析
　詳細な分析に先立ち，職業資格の取得状況によ
る再就職行動の違いをみるために，記述統計量
（表1）と，カプランマイヤー法による離職状態
の生存関数のグラフを示す（図1）．
　表1から，入職前のほうが，入職後よりも職業
資格の取得率が高いことが分かる．また，「その
他」にはかなり多くの職業資格が含まれるにもか
かわらず，「女性専門職・伝統型」の資格を取得

している女性が多く，「女性専門職・伝統型」が
女性に根差した職業資格であることがうかがえる．
　再就職への移行に関して，図1をみると入職前
資格取得のグループでは資格なしのグループとの
間に有意な差をもたないのに対して，入職後資格
グループは，有意な効果をもっていることがログ
ランク検定の結果から導き出されている．また，
入職後資格グループの離職生存率は10%以下で多
くのものが再就職していることが分かる．

表1　記述統計量

平　　均 標準偏差 最 小 値 最 大 値
入職前資格あり　　　　 0.23 0.42 0 1
うち女性専門職・伝統型 0.09 0.28 0 1

うちその他 0.14 0.34 0 1
入職後資格あり　　　　 0.06 0.23 0 1
うち女性専門職・伝統型 0.03 0.16 0 1

うちその他 0.03 0.17 0 1

夫の収入5分位 第1階級 0.14 0.35 0 1
第2階級 0.18 0.38 0 1
第3階級 0.26 0.44 0 1
第4階級 0.19 0.39 0 1
第5階級 0.22 0.42 0 1

最終学歴 中学・高校卒 0.82 0.39 0 1
短大・高専・専門学校卒 0.12 0.33 0 1

大学・大学院卒 0.06 0.24 0 1

正規職経験ダミー 0.91 0.29 0 1
専門・管理職経験ダミー 0.14 0.35 0 1

官公庁・大企業経験ダミー 0.26 0.44 0 1
離職前就労年数 6.44 4.65 0 31

入職コーホート 63年以前 0.22 0.42 0 1
64～72年 0.27 0.44 0 1
73～82年 0.23 0.42 0 1
83～91年 0.18 0.38 0 1
92年～ 0.11 0.31 0 1

サンプル数*  632
年齢 33.38 6.37 17.00 50.00

末子年齢3歳未満 0.19 0.39 0 1.00
ケース数* 7442

（注） 「サンプル数」は分析対象者数，「ケース数」は各分析対象者の観測回数の合計を表す．時間不変共変
量は「サンプル数」，時間依存共変量は「ケース数」を用いた統計量を示している．
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4.2　離散時間ハザードモデルによる検討
　次に，離散時間ハザードモデルにより，再就職
移行に関する職業資格の効果を検討する（表2）．
model1では，入職前，入職後に取得した資格に
分類した結果，model2では，それをさらに「女
性専門職・伝統型」と「その他」の資格に分類し
た分析結果を示している．
　まず，統制変数の効果を簡潔にまとめると，年
齢が高い，夫収入が低い，末子が3歳未満である，
入職コーホートが近年のものほど，再就職しやす
いことが示された．また，職業資格以外の人的資
本の指標となる変数の効果として，学歴は有意な
効果とならず，離職前の職業経験のうち，正規職
経験のみが再就職を促進する変数であることが示
された．つまり，入職前の人的資本は再就職移行
に効果をもたず，入職後の人的資本も再就職移行
に対して一貫した効果をもたないことが示され
た．これはどちらのmodelでも同様の結果となる．
　次に入職前，入職後に分類した職業資格が他の
人的資本の効果を統制した上でも再就職に対して
独自の効果をもつのか検討する．model1をみる
と，資格をもたないものと比較して，入職前の職
業資格は再就職に効果をもたないが，入職後の職
業資格のみが再就職を促進する効果をもつ．
　model2では，具体的にどういった職業資格が
再就職に効果をもたらすのか検討している．その
結果，model1と同様に，入職前の職業資格はそ

の種類によらず，再就職を促進しないことが分か
る．次に，入職後の職業資格では，「女性専門職・
伝統型」資格も，「その他」資格も再就職に効果
をもたらすことが分かる．つまり，入職後資格の
効果というのは，今回用いた資格分類の枠組みで
は，その種類にかかわらず再就職に対して効果を
もつことが分かる(7)．
　最後に，再就職先に関する情報を補足しておく
（表は省略）．入職後の「女性専門職・伝統型」
を取得した17人中7人が看護師資格を有し，全員
が看護師へと再就職している(8)．残りの10人中2
人は再就職しておらず，8人は直接に職業資格と
結びつかない再就職者である．一方で，入職後の
「その他」のものは，総務・企画事務員に代表さ
れる「事務的職業」に従事するものが多いことが
分かった．ただし，「その他」の職業資格で最も
取得割合が高いのは，「簿記」であったが，実際
に資格が有効に活用されたのか不明である．いず
れにせよ，職業資格を保持しないものに比べれば
再就職しやすいことは確認された．

5.　考察

　女性の再就職移行における人的資本の効果につ
いて本稿で得られた知見を示す．（1）入職以前の
人的資本の指標となる最終学歴は効果をもたない
こと（2）入職後の人的資本の指標となる職業経
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験の効果は一貫したものではないこと（3）入職
後に職業資格を取得した者は再就職に移行しやす
く，そのほとんどが20年以内に再就職しているこ
と（4）入職後の職業資格の効果は，他の人的資
本の指標となる変数を統制したうえでも独自の効

果をもつことが示された．最初の2点は，先行研
究の結果をほぼ追認する形の結果が得られ，労働
市場の再参入段階においては，初期段階で形成し
た人的資本のシグナリング効果が希薄化すること
を示唆する結果といえよう．次に，本稿で得られ

表2　再就職移行に関する離散時間ハザードモデル

model1 model2
Coef. Std. Err. Coef. Std. Err.

切片 ‒5.40 0.45 *** ‒5.41 0.45 ***
年齢 ‒0.05 0.01 *** ‒0.05 0.01 ***
職業資格取得時期と種類（基準：資格なし）

入職前資格　　　　　　 ‒0.06 0.16 ***
うち女性専門職・伝統型 ‒0.12 0.24 ***

うちその他 ‒0.02 0.18 ***
入職後資格　　　　　　 ‒0.60 0.19 ***
うち女性専門職・伝統型 ‒0.76 0.30 ***

うちその他 ‒0.47 0.22 ***

夫収入5分位（基準：第1階級）
第2階級 ‒0.61 0.21 *** ‒0.61 0.21 ***
第3階級 ‒0.41 0.20 *** ‒0.42 0.20 ***
第4階級 ‒0.38 0.21 † * ‒0.38 0.21 † *
第5階級 ‒0.54 0.21 *** ‒0.55 0.22 ***

末子3歳未満ダミー ‒0.61 0.18 *** ‒0.61 0.18 ***
最終学歴（基準：高卒以下）

専門学校・短大・高専卒 ‒0.18 0.21 *** ‒0.17 0.21 ***
大学・大学院卒 ‒0.47 0.29 *** ‒0.45 0.30 ***

正規職経験ダミー ‒0.61 0.25 *** ‒0.60 0.25 ***
専門・管理職経験ダミー ‒0.02 0.19 *** ‒0.03 0.21 ***
官公庁・大企業経験ダミー ‒0.01 0.13 *** ‒0.01 0.13 ***

離職前就労年数 ‒0.01 0.02 *** ‒0.01 0.02 ***

入職コーホート（基準：63年以前）
64～72年 ‒0.60 0.18 *** ‒0.60 0.18 ***
73～82年 ‒0.89 0.19 *** ‒0.90 0.19 ***
83～91年 ‒1.46 0.22 *** ‒1.48 0.22 ***
92年～ ‒1.93 0.31 *** ‒1.94 0.31 ***

イベント数（再就職数）  322
サンプル数  632
ケース数 7442

尤度比χ2乗値（自由度） 126.61(18) *** 126.47(20) ***
-2対数尤度 2542.79 2542.12

（注）個人をクラスターとするクラスターロバスト標準誤差を用いた
†p<0.1, *p<.05, p**<.01, p***<.001（両側検定）
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た新たな知見である，職業資格が再就職移行にお
よぼす効果に関して検討を加える． 
　職業資格が，他の人的資本の指標とは独立に再
就職に対して効果をもつ理由として，資格が特定
の職業との結びつきを強くすることが考えられ
る．入職前に取得した資格は専門職，入職後に取
得した資格は熟練職との結びつきが強いことがい
われてきたが（阿形 2008），本稿では，看護師や
保育士といった専門職だけでなく，事務職への再
就職に対しても職業資格が効果をもつ可能性が示
唆された．一方で，入職前に取得した資格は再就
職に対して効果をもたないことから，他の人的資
本の指標と同様に再就職移行との結びつきは希薄
であることが示唆される．
　さらに，職業資格が情報の非対称性を埋め合わ
せることで再就職を促進するというシグナリング
効果を備える可能性も示唆される．職業資格が職
業遂行能力を直接明示するため，本人にとって
も，採用側にとっても，他の人的資本の指標と比
較して，シグナルとしての機能性が高いと推測さ
れる．例えば，職業経験を積み職業能力を高めて
も，それを他者に明示することが困難であるが，
職業資格であれば職業遂行能力を明確な基準を
もって判断しやすくなる．採用者に対して，職業
能力を明示できることによるプル要因機能が他の
人的資本とは異なる職業資格の独自の効果である
といえよう．
　こうした職業資格のシグナリング効果が他の人
的資本とは異なる独自の効果は，日本的雇用慣行
を前提として現れるといえる．つまり，学歴は教
育訓練可能性を，初期キャリアの職業経験は非明
示的な職業能力を，職業資格は明示的な職業能力
を示している．このように考えるならば，職業資
格の取得は，そうした資格が必須となる専門職は
別として，学校から職業への移行の際には必ずし
も有効に機能しえないことに注意したい．学校経
由の就職（苅谷 1991）を利用できない再就職段
階は，学校経由の就職段階とは異なるシグナルを
備えた人的資本を初期キャリアにおいて形成する
必要性があると分析からいえよう．

　こうした提言が考えられる一方，現在の雇用流
動化によって，初期キャリア形成が困難となって
いる．若年層の非正規雇用化で，企業内訓練を通
じた人的資本形成が困難となるばかりではなく，
現場での経験と密接につながる職業資格の取得も
困難となる．学歴に加えて，入職前に取得した職
業資格も再就職移行に効果がないことが示唆され
るため，各キャリア段階において，人的資本の蓄
積の場の提供とそれを適切に評価する制度を構築
していく必要がある． 
　また，日本の雇用慣行が女性の再就職を阻害し
ている点も無視できない．高学歴女性が増加した
現代において，女性の再就職が進まないのは家事
や育児と仕事の両立が困難であるといわれる（坂
本 2008）．男性稼ぎ手モデルが揺らぎをみせる中
で，従来の雇用慣行を維持し，終身雇用を前提と
した男性労働者ばかりに過重労働を求めるのでは
なく，女性の雇用促進が個人・家族生活の安定に
重要となりえる（大和 2014）．若年労働力が減少
し，新規学卒労働力以外の労働力の重要性が増す
一方で，高い人的資本を備える女性労働者を有効
活用しうるような雇用環境の整備が求められる．
　最後に今後の課題を示す．まず，本稿における
職業資格分類はかなり大きな分類であったが，も
ちろんすべての職業資格（とくに「その他」の職
業資格）が有効に機能しているわけではないこと
は容易に推測される．データの制約上，大きな分
類に留めざるを得なかったが，詳細に効果の有無
を測定するうえでは，より適切な資格分類を考案
する必要がある．また，本稿では再就職へのアス
ピレーション効果もデータの制約から考慮できて
いない．職業資格の取得が，職業アスピレーショ
ンに対して，あるいは職業アスピレーションが職
業資格の取得に対して影響して再就職移行を促進
するといった経路が考えられ，そうしたアスピ
レーションは個人内でも個人間でも変動すると考
えられる．こうした変化の影響は，パネルデータ
等を用いて検証すべき重要な課題である．また，
再就職先の質的差異や職業のリンケージに関する
分析も課題であり，単に再就職にまとめるだけで
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なく，働き方，収入，労働環境などが前職からど
う変化したのか，といった側面から評価すること
も重要となる．また，再就職労働市場や職場環境，
雇用慣行などの要因を考慮することも重要とな
る．そうした個人の努力だけでは変えられない再
就職の阻害要因を踏まえて，人的資本の効果の違
いを検討することで政策的介入による改善策にも
つながると考えられる．

付記

　本稿の分析は，東京大学社会科学研究所附属社会調査・

データアーカイブ研究センターSSJデータアーカイブよ

り，「2005年社会階層と社会移動全国調査（2005SSM研

究会データ管理委員会）」のデータの提供のもと行った．

記して感謝いたします．

注

(1)　統計的差別（Thurow 1977）と呼ばれ，女性差別を説

明する理論としてよく知られる．

(2)　具体的には，結婚年齢または第一子出産年齢の2年よ

り以前に雇用労働経験があり，1年前からそれ以後に退

職している女性とした．また，資格に関する質問が調査

票のB票でしかたずねられていないため，A票のみに回

答したものも除外されている．

(3)　離職後20年目かつ50歳までの再就職イベントを検証

した．1年ごとに期間を区分したパーソンピリオドデー

タに変換して分析を行った．

(4)　「女性専門職型」には保育士・教員免許，「伝統型」

には美容師（管理美容師を含む）・看護師（准看護師を

含む）・調理師となっている（阿形 2000, 2008）．「女性

専門職型・伝統型」と「その他」の職業資格をともに所

持しているものは，「女性専門職・伝統型」ダミーに区

分した．

(5)　入職前も入職後も資格を取得した場合は，より早い時

期である入職前資格ダミーとみなし，分析した．資格の

分類は SSM2005アフターコード分類表を参照した．

(6)　入職コーホートの区分に関しては中澤（2011）を参考

に，高度成長期前半（63年以前），高度成長期後半（64

～72年），石油危機以降の安定成長期（73～82年），バブ

ル景気（83～91年），バブル崩壊以降（92～05年）に区

分した．

(7)　係数を比較すると，「女性専門職・伝統型」資格のほ

うが「その他」資格よりも，値が大きいものの，model1

との尤度比検定の結果，有意なmodelの改善がみられな

いため，前者の資格がより再就職に有効であるといった

解釈は避けている．

(8)　入職後に看護師資格を取得することはまれなケース

であるが，7人全員が初職入職後に最終学歴を終えた

ケースであり，そこで看護師資格を取得したことが確認

された．
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The Effects of Vocational Qualification on Transition to Reemployment among Women

 IKEDA Takehiro

　This research investigates the effect of vocational qualification on transition to reemployment 
among women in Japan. I use the Social Stratification and Mobility （SSM） survey in 2005 and apply 
discrete hazard models to estimate the effects of vocational qualification. The result shows that a 
woman who has a vocational qualification is likely to return to labor market. This finding is 
confirmed under control of other variables of human capital. This means that vocational qualifications 
link woman with a specific occupation, and inform employers of her ability to work in the case of 
considering transition to reemployment among women.

Keywords:  reemployment, human capital, vocational qualification


