年齢別に見た男性労働者の賃金関数の推定
中野
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1. はじめに

最近の日本の労働市場をみると，大きな変化を経験している。労働供給要因で見ると，女
性労働者の進出や，高齢化に伴う中高年の労働者の増加がみられている。一方で，労働需要
の要因でみると，経済のソフト化・ＩＴ化にともない，そのような経済に対応した技能を要
する労働者に対する需要シフトがあげられる。
こうしたことを背景として，我が国独特の日本型雇用システムの雛型として機能してきた
終身雇用制にともなう年功序列型賃金システムは変化が見られるようになっている。すなわ
ち，このような労働環境の変化が，年齢別にみた労働者の雇用や賃金構造に変化を及ぼして
いる。
そもそも我が国において，配置転換や昇進，それにともなう賃金管理において，企業のな
かの慣行・管理がその決定を担っている部分が大きい。しかし一方で，市場競争モデルに基
づく外部労働市場の円滑な機能により，高度成長以降の産業構造の変化や情報通信技術革新
に対応して，依然として日本型雇用慣行のスタイルを残しつつも，我が国の雇用システム・
賃金決定は柔軟に変化している。三谷（2005）は，過去 20 年のあいだに，男性労働者の年齢
間賃金格差が縮小していることを指摘している。その主な要因として先行研究が明らかにし
たことは，第一に，日本経済が高度成長から低成長へ移行する過程のなかで，企業の期待成
長率が低下したことにより，企業は労働者の企業内訓練を手控えたために，労働者の生産性
の伸びが低下したこと，第二に，技術進歩が中高年のもつ技術を陳腐化させたこと，第三に
定年の延長，第四に，団塊の世代が中高年に移行したことである。
本稿の分析では，女性労働者と技術進歩の役割に着目し，男性の賃金水準を年齢ごとに見
た場合，女性労働者が増大したことや技術進歩はどのように男性の年齢別賃金水準に影響を
当たるのかに着目した。
ここ 20 年の間，若年労働者を基準にすると，高学歴女性の割合が急激に高まっている。
高学歴女性は多くが学卒後に労働市場に入り，労働者全体のなかでその割合を大きくその比
率を増やしてきた。本稿のねらいは第一に，高学歴女性の高まりにともなう女性労働者の割
合の飛躍的上昇は，男性の賃金構造や雇用の決定に影響を与えたのではないかということを
明らかにすることである。
賃金構造や雇用の決定に対しては，労働者が保有する学歴・スキルの水準や年齢が影響を
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与える。一般に，学歴や保有するスキルが高いほど，そして年齢が上昇するほど，賃金の水
準は高くなる。女性の労働者比率の変化は，このような学歴間格差や年齢間格差に対してど
のような影響を与えるのであろうか。
本稿では，年齢という属性に焦点を当てた分析を行い，女性労働力の増加と年齢別男性労
働者の関係についての検証を試みた。女性の高学歴化と社会進出により，多くの女性労働者
が進出した場合，男性労働者の年齢間賃金格差はどのように変化するか。たとえば，女性労
働者が増えたことにより，若年男性や壮年男性，あるいは高齢男性の賃金水準はどのような
影響を受けるのか。
そのひとつの手法として，女性労働者と各年齢層で区分した男性労働者の間の代替・補完
関係の計測を試みた。女性労働者が男性労働者と代替関係にあるのか，それとも補完関係に
あるのか，そしてさらに，女性労働者はどの年齢層の男性労働者とどのように相関しあって
いるのかを計測することを本稿の目的とする。
本稿の構成は以下の通りである。続く第 2 節では，先行研究の概観を行う。第 3 節では理
論モデルを提示し，第 4 節では実証分析を行う。第 5 節では，本稿で得られた結論を述べる。

2. 先行研究の概観

ある特定の属性をもつ労働者のグループ間の代替関係を計測した先行研究について説明す
る。正規労働者と非正規労働者との間の代替・補完関係を検証したものとして，原（2003）
がある。原は，
『企業の福利厚生制度に関する調査（1998 年）』の個票データを用いて，
Hicks の補完の偏弾力性の計測を行った結果，経済全体でみた企業ベースでは正規労働と非
正規労働の間には補完関係があることが示された。さらに，従業員規模 1000 人以上の大企
業では正規労働と非正規労働の間には補完関係があるが，30 人以上 100 人未満の小企業では
代替関係となっていることが示された。
三谷（2005）は，最近の日本における賃金プロファイルのフラット化と年齢間代替の関係
について分析している。相対賃金の変化を労働需要要因と労働供給要因に分解するモデルを
用いて分析を行った結果，第一に，賃金プロファイルのフラット化の要因として，人口要因
による影響が大きかったこと，第二に，団塊の世代の影響については，1985 年から 1993 年
の期間では男性 40 歳代および男性 50 歳代以上年齢層がともに当該年齢層の賃金を押し下げ
る働きをもたらしていたが，バブル崩壊後の 1993 年から 2000 年の期間では 50 歳代以上層に
より強い効果が見られることが確かめられたこと，第三に，女性パートタイム労働者の増大
は，男女高齢層の賃金を押し下げる要因であることが確かめられている。
日本の学歴間賃金格差の実証分析として，野呂・大竹（2006）は，Card and Lemieux（2001）
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表 1 女性が占める割合（学歴別）
教育水準
1985

1990

1995

2000

小中・新中卒

31.1

29.8

28.6

25.2

中卒・新高校卒

34.8

33.9

33.1

30.4

高専・短大卒

62.1

63

61.2

57.6

7.9

8.6

11.3

13.9

大学卒以上

出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

の年齢間不完全代替性を計測している。分析の結果，日本においては，高卒の年齢グルー
プ間代替性は完全であるが，大卒の年齢グループ間代替性は不完全であることが示されてお
り，さらに，大卒においても団塊の世代と年齢が近い高年齢層グループは代替性が高く，高
年齢層グループと中年層，若年層とは不完全代替であることが示されている。このように年
齢間の代替性が不完全であることが，日本においても学歴間賃金格差の変化が世代によって
異なることを説明する要因であることが明らかになっている。
一方，アメリカでは 1970 年代初頭よりスキルによる賃金格差が拡大しているが，Topel
（1997）は，地域別にみた技能間賃金格差の拡大要因について実証分析を行なった。
アメリカでは，高学歴化にともなう高技能労働者の供給の相対的増加と女性労働力の供給
の増加がみられているが，そのような労働力構成の変化がスキル格差に基づく賃金格差の拡
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大の要因であることを示している。地域別データを用いた実証分析より，あまり高技能労働
者の供給が増えなかった地域ではスキルに基づく賃金格差は縮小することが示された。ま
た，女性労働力は男性低技能労働者と代替関係にあることが確かめられ，女性労働力の高ま
りが盛んであった地域では低技能労働者の賃金が低下することがわかった。スキルに偏った
技術進歩はすべての地域に中立に高技能労働者の需要を高める効果を及ぼし，地域に関係な
く高技能労働者の賃金を押し上げたという結果が得られている。
わが国では，特定の属性をもつ労働者間の代替補完関係が推定された研究として，正規・
非正規間の関係や学歴間の関係があるが，女性労働者と男性労働者の関係について推定さ
れた研究はまだほとんど行われていない。本稿では，日本の公表データを用いて，上述の
Topel のモデルを推計し，女性労働者と各年齢層の男性労働者の代替・補完関係を検証する。

3. モデル

この章で展開されるモデルは Topel（1993）によるものである。Topel のアメリカのデータ
を用いた分析では，スキルによる属性について計測を行っているが，モデルは年齢という属
性にも対応されうることが述べられている。
まず労働需要の決定のモデル展開からみていく。労働力を 10 歳代，20 歳代，30 歳代，40
歳代，50 歳代，60 歳以上という 10 歳刻みの年齢によって区分された男性労働者と年齢に区
分されない女性労働者の計 7 つの労働力に分類する 1）。
ここで，m 番目の地域市場における産業ｊの生産関数を次の式で表されるものとする。

（1）

は産業ｊにおける年齢層 i の雇用量（ベクトル），
（ベクトル）
，

はある年齢層に偏った技術進歩

は中立的技術進歩を表すものとする。ここで，技術進歩は各年齢層及び労

働者が従事する産業に特殊的であると仮定する。
式と生産関数がホモセティックであるという仮定から 2），費用関数（ベクトル）は，

1）女性労働者について年齢区分を行わなかったのは，女性の割合が男性に比べてまだまだ少ないた
め，結果の信頼性が損なわれることを回避するためである。
2）生産要素 i のシェアを

とすると，ホモセティックの条件から，各要素の費用シェアをウエイトと

したときの生産要素需要の生産要素価格弾力性の平均は 0 となる。すなわち，
＝0

という式が成り立つ。
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（2）
なお，
（2）式は微分可能であるとする。この式にシェパードの補題をあてはめることによ
り，

（3）

は年齢層 i の賃金に関する弾力性，
格，

は各年齢層のシェアである。

影響を及ぼす。w は相対賃金，

は年齢層 i の生産物価格弾力性，

は生産物価

は偏った技術進歩を表し，各年齢層に対する需要に

は攪乱項である。

生産関数のホモセティックの条件を用いて，産業ｊにおける労働投入の変化率の平均値を
求めると，

（4）

（4）式は産業全体でみた場合の雇用量の変化率を表す。
（4）式より（3）式を引くと，

（5）

（5）式は，年齢層 i の相対雇用量の変化は，生産要素価格の変化，偏った技術変化および
それらの項によって説明されなかった他の要素需要ショックの変化によりもたらされるとい
うことになる。
（5）式を変形することにより，女性労働者の賃金を雇用量に置き換えると，

（6）

j

ただし， Fi がマイナスの値をとれば，男性労働者にとって女性労働者は代替関係にある
ということがいえる。
市場均衡が成り立つとき，労働需要と労働供給が等しくなり，次の式が成り立つ。
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（7）
は，年齢層 i が産業 j に従事する雇用者割合を表す。（6）式の労働需要決定式を（7）式の
均衡条件式に代入することにより，

（8）

m

ここで， Ei は補完の弾力性である（Hicks, 1932）。
（8）式は，相対賃金の変化を表しており，それは，次の 5 つの要因によって以下のような
影響をうけるものである。

は純供給を表す 3）。もし年齢層 i の供給量が当該年齢層に対する需要を上回

・

れば当該年齢層 i の賃金は下落する。
・第二項目は，女性労働力による影響を示し，女性労働者が男性労働者と代替関係であるな
らば，女性労働者の供給が増加するとき男性労働者の賃金が下落する。
・第三項目は，特定年齢層に偏った効果をもつ技術進歩である。すなわち，ある年齢層に対
する需要を相対的に高めるような技術進歩である。
・第四項目は，説明変数によって説明されない要因である。
本稿の実証分析の手順としては以下の通り。
まず，（6）式を各年齢層について産業ごとに推定し，
らの推定値を（8）式の賃金関数に代入して
いて，求めた

の推定値を得る。そしてこれ

の推定値を求める。女性労働者の効果につ

の推定値がマイナスであれば女性労働者と男性労働者は補完関係であ

り，プラスであれば両者の関係は代替関係であるといえる。

4. 実証分析

本稿では『賃金構造基本統計調査（賃金センサス）』の 1990 年と 2000 年の都道府県データ
を用いる。バブル経済崩壊以後の 1990 年からの 20 年間を対象として分析を行う。分析にお
いて，賃金は所定内給与額を用いており，男性労働者の賃金の平均により相対化したものを
用いている。また，女性労働者については正規社員のみを分析対象としており，女性パート

3）

は労働供給の変化であり，
る。

は産業構造のシフトによりもたらされる労働需要の変化であ
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タイム労働者を含まない 4）。記述統計は図表 2 に示されており，欠損値を除いた標本数は 123
となっている。標本数が 123 というのは，4 つに区分された企業規模別のオブザーベイショ
ンを含むことである。
実証分析では，10 歳代と 60 歳代の男性労働者については，欠損値が多いため，分析対象
から除外している。
ここで，推定に用いる式を示しておくと，

ただし，添字は年齢グループを示している。また，後段の

は，上段の推定からの残差

として求めた。
（8）式の SUR（Seemingly Unrelated Regression）による推定結果は図表 3 に示されている。
（8）式の推計結果から言えることは，第一に，純供給の効果は，40 歳代男性労働者のケー
スを除いて，統計的に有意にマイナスの結果が得られている。これは，当該年齢層の労働力
の供給が増加した場合，その年齢層の相対賃金が下がるということが確認できる。労働需要
が一定とした場合，労働供給が増えると賃金が下落するという市場メカニズムが機能してい
ることを支持する結果と言える。ここで着目すべきは，純供給の増加が相対賃金に与える負
の影響は，50 歳代労働者のケースがもっとも大きいことである。過去 20 年間に，壮年・高
齢労働者の割合が高まっているが，50 歳代層についていえば，当該年齢層の労働供給が増
加したことがその年齢層の賃金水準を押し下げ，年齢―賃金プロファイルの傾きが緩やかに
なったこととして捉えることが可能である。
女性労働者の効果は，40 歳代の男性労働者のケースを除き，有意に負の符号を示してい
る。これは，女性労働者は男性労働者と代替関係にあることが確かめられ，女性の職場進出
が高まると，20 歳代，30 歳代および 50 歳代男性労働者の相対賃金が下落する傾向にあるこ
とが示されているといえる。
また，女性労働者は 50 歳代男性と強い代替関係にあるということが確かめられるが，女
性労働者の進出は高い程度で 50 歳代年齢層の相対賃金を下落させるということがいえる。
これまでわが国において，社会慣習を理由として女性や高齢層の採用が積極的にすすめられ
ていなかったものが，1990 年代から，女性労働者の就労の高まりと定年延長にみられる 50
4）パートタイム労働者の影響は大きいものと考えられるが，本稿で用いたデータからは，正規従業員
のデータしか得られなかった。
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歳代男性の雇用の高まりが同時にみられているが 5），1990 年から 2000 年の間に，女性労働者
の増加とともに，50 歳代男性の賃金が低下していることが示唆される。
技術進歩の効果は，20 歳代男性と 30 歳代男性，50 歳代男性の相対賃金を下落させるとい
うことが確かめられる。技術進歩にともない，通信情報技術が発達した社会においては，一
般的に，技術に対応したスキルを持つ者に対する労働需要が相対的に高まり，相対賃金に正
の影響が与えられることが考えられる。本稿の分析では，年齢によって区分された労働者グ
ループを捉えているが，技術進歩は 40 歳代層を除いて一様に男性労働者の賃金水準を下落
させたことがいえる。それは，新しい技術の導入のために，企業が生産・販売活動より得ら
れた売上げの分配を，労働者への所得分配から新しい情報技術に対応した旺盛な資本財投資
へシフトさせた効果を示唆しているのではないかと考えられる。
また，技術進歩の効果は，50 歳代男性に対して最も大きいマイナスの結果が得られてい
るが，これは，情報技術の飛躍的向上が，50 歳代層が培ってきた経験・技術を陳腐化させ
る効果が大きかったことがいえる。

5. おわりに

本稿で得られた結果をまとめると，まず，ある年齢層の労働供給が増加すると，当該年齢
層の相対賃金が下落するという需要―供給メカニズムによる賃金決定の関係が成立してい
ることが確かめられた。とりわけ 50 歳代高齢男性労働者について言えば，年齢―賃金プロ
ファイルの傾きが緩やかになったことの要因として確認された。
第二に，女性労働者は，20 歳代，30 歳代および 50 歳代男性と代替関係にあることが確認
されており，女性労働者が増えると，男性労働者の相対賃金が下落する可能性が示されてい
る。過去 20 年の間に，年功賃金のフラット化がみられているが，50 歳代高齢男性労働者に
ついて言えば，女性労働者の増大が要因のひとつとして考えられるということを示唆する結
果が得られたという点が本稿の分析により明らかになった。
今後は，少子化社会にともない労働力不足が予測されている。今後，労働供給が労働需要
よりも不足する状態にあっては，高齢者層の活用と，女性の積極的登用が課題となると思わ
れる。後者の女性労働力の役割については，男性労働者と代替関係にあること，すなわち男
性労働者と同様に基幹的役割を担っていく性質の労働力として考えることができならば，女
性労働者は男性労働者と同様の役割として，労働需要側から期待されることになる可能性を
考えられる。
5）1990 年代から，政府は女性の就労支援と高齢層男性の雇用促進に対する政策を積極的に行うように
なった。
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最後に今後の課題を述べる。今回の分析に用いたデータに学歴や勤続年数区分，正社員と
パートタイムとの区分がなかった。今後の課題として，このような問題を解決しうるデータ
の出現が望まれる。
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Summary
THE ESTIMATION OF MALE WAGE EQUATIONS BY AGE
AI NAKANO

In this paper, we estimated the relationships between women and men in the context of promotions to managerial positions and estimated wage equations by age. Our empirical interest concerns
whether an increase in women’s labor supply causes an increase in male wage level. Through the use
of publication data, we found that, with the exception of male employees in the age group of forty, the
relationship between female and male employees was mainly characterized by substitution.

