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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、学校教育の収益率を賃金分布の各分位（各賃金層）で推定し、その収益率
が分位によりどの程度異なるのか、またコホートによってどの程度異なるのかを確認することである。欧米の既存研究
と同様にクロスセクション・データを用いると、高分位の収益率が低分位の収益率よりも高く、その差は欧米諸国と同
程度であった。しかしながら、サンプルを若年層に限定するとそのような傾向は確認されず、中高年層においてそのよ
うな傾向が顕著であった。また、若年層のサンプルでコホート別の分析を行ったところ、コホート間で大きな違いは観
察されなかった。

研究成果の概要（英文）：The purposes of this study are to estimate returns to education by using Quantile 
Regression and to examine how different they are by quantiles and by cohorts. Using cross-sectional data, 
which existing studies in western countries also used, I found that returns of high quantiles are higher t
han those of low quantiles and the difference in returns is comparable in size to those of existing studie
s in western countries. However, when I restricted the sample to young people, there isn't a difference be
tween returns of high quantiles and those of low quantiles. When I used the sample of old people, I found 
larger difference in returns than that of the whole sample. Lastly, I estimated returns to education by co
horts using young sample and I didn't find differences among cohorts.
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１．研究開始当初の背景 
（１）「学校教育の世代別収益率の推計」に
ついて 
教育が果たす役割のひとつは、人的資本の

蓄積を通じて生産性を上昇させることによ
り所得獲得能力を高めることにある。そのよ
うな経路を通じた、教育がもたらす賃金の割
増分の程度を推計することは、人的資本の蓄
積、経済成長、賃金格差などを考える上で重
要であると同時に、高等教育に対する財政的
な支出をどの程度行うべきかを含む教育政
策のあり方を議論するためにも重要である。 
一般的には、賃金の対数値を教育年数に回帰
したときの教育年数の係数が教育の収益率
であると解釈されており、ここでもその定義
に従うこととする。Card（1999）、安井・佐
野（2009）などにまとめられているように、
この教育の収益率が正であることを報告す
る研究の蓄積は膨大であるが、そもそも日本
における研究の蓄積は乏しい。 
欧米における教育の収益率についての研

究 に 対 し て 、 Heckman, Lochner and 
Todd(2007)は多くの批判をしている。その批
判のひとつは、既存研究が、どの世代におい
ても教育の収益率は同一だという仮定を置
き、クロスセクション・データを用いて収益
率を推計していることに対する批判である。
環境の変化が大きいときの教育の効果を知
る上で、このような仮定は問題があり、繰り
返しクロスセクション・データかパネルデー
タを用いて同じコホートの情報を用いた分
析をすることが望ましい。 
また、Angrist and Pischke (2009)は、教

育の収益率を計測する際の賃金関数におけ
る“Bad Control”の問題を指摘している。
一般的に賃金関数を推計する際には、労働者
が働く産業や勤務する企業の規模について
の情報をコントロールする。しかしながら、
大学に進学することにより生じる賃金の割
増は、高卒では働けないような産業や企業で
働けるようになることからも発生するが、産
業や企業規模をコントロールするとその効
果は教育の収益率に反映されない。これが、
“Bad Control”の一例であり、多くの研究
がこの問題を抱えている。 
（２）「学校外教育の収益率の推計」につい
て 
 日本における労働者の最終学歴を決定す
る要因としては、子どものころに塾に通った
り、家庭教師をつけて勉強するという学校外
教育を受けることが挙げられるかもしれな
い。仮に学校外教育を受けることが最終学歴
を引き上げ、賃金を上昇させるとしよう。そ
うだとすると、育った家庭の貧富の差によっ
て学校外教育を受けられるかどうかが決ま
り、その結果、将来の労働者としての賃金格
差に影響するという可能性が生じる。よって、
学校外教育が進学率に影響を与え、将来の労
働者としての賃金に影響を与えるかどうか
を実証的に明らかにすることは重要な課題

であるが、そのような研究はこれまでになさ
れていない。 
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２．研究の目的 
個人の生産性を引き上げるという経路を

通じた、教育がもたらす賃金の割増分の程
度（以降、教育の収益率）を推計すること
は、人的資本の蓄積、経済成長、賃金格差
などを考える上で重要であると同時に、高
等教育に対する財政的な支出をどの程度行
うべきかを含む教育政策のあり方を議論す
るためにも重要である。本研究の第 1 の目
的は、学校教育の収益率を推計し、その収
益率が世代によってどの程度異なるのかを
確認することである。第 2 の目的は、日本
において学校教育と同様に重要と考えられ
る塾などの学校外教育の収益率を計測する
ことである。 
 
３．研究の方法 
（１）「学校教育の世代別収益率の推計」に
ついて 
“Bad Control”の問題が生じないような

説明変数の選択を行ったうえで、教育の収益
率を推計する。Heckman, Lochner and 
Todd(2007)の批判に対応するためにも、サン
プルサイズが大きい 1982-2007 年の就業構
造基本調査の個票データ（repeated cross 
section）を用いて、コホート別の教育の収益
率を推計し、教育の変数としては教育年数と
学歴ダミーを用いる。 
（２）「学校外教育の収益率の推計」につい
て 

2002 年の日本版総合的社会調査（JGSS）
は、一般的に賃金関数を推計するのに必要な
情報のほかに、子どものころに学校外教育を
うけたかどうかについての情報を含まれて
いるので、そのデータを用いて、学校外教育



の効果を推計する。因果的な効果を推計する
ために、操作変数として、子どものころの居
住地における子ども一人あたりの塾の数な
どを用いて推計する。 
 
４．研究成果 
（１）「学校教育の世代別収益率の推計」に
ついて 
欧米の既存研究と同様にクロスセクショ

ン・データを用いて、Quantile Regression
により日本の学校教育の収益率（男性）を推
定したところ、諸外国と同様に 10 パーセン
タイルよりも 90 パーセンタイルの収益率の
方が大きいことが分かり、教育が賃金格差拡
大の要因となっていると解釈できる。10 パー
センタイルよりも 90 パーセンタイルの収益
率の差は欧米諸国における差と同程度であ
った。また、低賃金層における教育の収益率
は、1982 年から 2007 年にかけて、低下する
傾向を持つことも確認された。 
次に、1950～59 年生まれ、1960～69 年生

まれ 1970～79 年生まれというコホート別の
分析を行った。サンプルの対象は 23～37 歳
である。その結果、コホート間で大きな違い
は観察されなかったが、クロスセクション・
データを用いた推定結果と比較すると、教育
年数の収益率が小さくなること、分位間の収
益率のばらつきが小さくなることなどが確
認された。 
この違いが、コホート分析をしたからなの

か、サンプルの対象が若年層に限定したため
なのかを明らかにするために、サンプルを若
年層（23～37 歳）と中高年層（38～59 歳）
に分けてクロスセクション分析を行った。得
られた結果は、若年層では、教育年数の収益
率は小さく、分位間の収益率のばらつきも小
さく、低賃金層の教育の収益率が低下するト
レンドを持つこともなかったが、中高年層で
は、教育年数の収益率は大きく、分位間の収
益率のばらつきも大きく、低賃金層の教育の
収益率が低下するトレンドを持つことが明
らかにされた。 
 
（２）「学校外教育の収益率の推計」につい
て 
 学校外教育の収益率を因果的な効果を推
定するためには、妥当性の条件と外生性の条
件を満たす操作変数を見つけだす必要があ
るが、そのような操作変数を見つけだして利
用することができなかったので、適切な分析
結果が得られなかった。 
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