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はじめに

目的

• 平尾・梅崎・田澤（2015）において，大学院卒の就職プレミアムを分析したが，残さ
れた課題がある。新たなデータを入手し，分析を行う。

• 前論文：https://researchmap.jp/read0195712/published_papers/14742052

• 平尾・梅崎・田澤（2015）は，後に梅崎・田澤（2019）に第5章として所収。

• 前論文では，データの限界（横断面データの利用）から欠落変数バイアスの処理を
した分析ができなかった。

• 今回，同一個人を2時点で補足できるパネルデータを入手することができた。

• この問題に対して，幾らかでも対処した分析を行うことで，前論文の分析結果が頑
健かどうかを検証する。

• 近年の先行研究ともあわせて大学院卒（修士卒）の就職について，議論を行う。
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（宣伝）
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はじめに

欠落変数バイアスにより生じる問題

1. 院卒は，そもそもの能力が高いため，教育に関わりなく学部卒より就職結果がよ
い。

2. 院卒は，大学院教育という良質の教育を受けることができたため，学部卒より就
職結果がよい。

3. 院卒は，そもそも能力が高いため，大学院教育を受けることができ，その結果と
して学部卒より就職結果がよい。

• どれが真なのか？

• 学歴変数と就職結果変数の両方に向かう個人効果のパスを何らかのかたちで統
制しなければ，学歴が就職結果に与える純粋な効果を計測できない。
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欠落変数バイアスの問題

個人の能力

就職結果学歴
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前論文の概要

調査概要

• 文系学部卒，理系学部卒，文系院卒，理系院卒，この4グループの内々定獲得確
率の比較を行った。

• データ：マイナビの内定率調査（2011年8月実施）。

• 調査対象：マイナビに登録している日本全国の大学4年生・修士2年生。

• サンプルサイズ：分析に使用したのは3050人。

変数

• 被説明変数：内々定獲得ダミー，内々定獲得状況

• 説明変数：文系学部卒，理系学部卒，文系院卒，理系院卒

• 統制変数：大学ランク，就職活動量，性別，居住地域
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前論文の概要

主要な分析結果

• 就職結果は，①理系院卒，②理系学部卒・文系学部卒，③文系院卒の順番でよ
い。

• 苅谷（2011）のいう「学歴インフレ」を文系院卒の就職という観点からおおよそ実証
した。

「学歴インフレ」

• 「日本の高学歴化は（理工系を除き）教育年数の増加と教育内容の高度化をとも
なわないものであり，大学入学偏差値という選抜基準が上方にシフトするふるい
分けの面での変化である」（苅谷2011）
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前論文の概要

分析結果の一部（内々定獲得を決定する要因：プロビット分析）
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限界効果
学歴・専攻

文系大学院 -0.156 ** 0.068

理系大学院 0.132 *** 0.035

文系大学 ref.

理系大学 0.026 0.024

標準誤差
モデルA1（全体）



先行研究

• 平尾・梅崎・田澤（2015）の公表前後から，大学院教育の効果に関する実証研究
がいくつか発表されている。

• 柿澤ほか（2014）は，就業構造基本調査の個票データを用いて，大学院教育の賃
金プレミアムを計測している。

• 「大学院進学に関する内部収益率を計算した結果、博士前期課程（修士）に進学
した場合、男性は11.4%, 女性は10.1%, 博士後期課程（博士）まで勉学を続けた場
合、男性は5.9%, 女性は5.7%となることが示された。」

その他の日本の大学院教育の賃金プレミアムを計測している研究

• “The postgraduate wage premium relative to undergraduates is approximately 30–
40 percent, which is similar in magnitude for male and female workers.”
(Morikawa 2015)

• 「大学院卒の就業者は平均的に大学卒と比べて所得が高い傾向にある」（村田・
下山 2018）

• “The postgraduate wage premium remains positive and significant, ranging from 
16.5 to 23.7% for men and 13.5-26.4% for women.” (Suga 2020)

8



先行研究

• 「人文科学の学部卒に対する各専攻の賃金プレミアムについては，（中略）大学
院では社会科学が28.1％, その他が22.6％, 人文科学が18.3％, 自然科学の
11.4％という順であった。女性については，（中略）大学院ではその他が77.1％, 人
文科学が33.2％, 自然科学が23.5％, 社会科学が22.0％という順であった。」（安井
2019）
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先行研究

• その他，教育社会学分野においても，いくつかの大学院教育とその効果に関する
研究が刊行されている。

• 「大学院修了という肩書きだけでは賃金の格差は生じにくく，人的資本理論・シグ
ナリング理論では説明は難しい。むしろ，その学歴に望ましい仕事を得ることで初
めて大学院相応の能力を発揮し，結果としてそれが賃金につながることが期待さ
れるのであるから，（中略）仕事競争モデルが大学院修了者には当てはまるのか
もしれない」（村澤2020, p.34）

• 「文系大学院修了者に対する労働市場からの（中略）ネガティブな評価は，（中略）
多分に事務系職種の仕事の仕方やその論理に起因する」（吉田2020, p.154）

• 「事業のグローバル展開のなかで学歴格差に直面する経験，大学院生の面接経
験，あるいは評価者本人の大学時代における学習経験が乏しければ，人材として
の大学院生の価値に気づくことは難しい」（濱中2015；のちに吉田2020所収）

• その他，吉田（2014），佐藤ほか（2014）など

• 文系理系別，学部卒・院卒別の分析は多くはない。

• 測定指標として賃金ではなく就職を取り扱う。
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データ

マイナビ2022年卒大学生活動実態調査（4月・5月）

• 4月調査詳細：https://career-research.mynavi.jp/reserch/20210512_9320/

• 5月調査詳細：https://career-research.mynavi.jp/reserch/20210607_10543/

• 以下，内定率調査という。

• 2021年4月末と5月末に就職活動中の全国の大学4年生・修士2年生に対して実施
されたインターネット・モニター調査。

• 4月調査では8408名，5月調査では7252名から回答を得ている。

• 内々定獲得数，学歴（文系・理系，学部卒・院卒），大学・大学院名，性別，就職活
動量，居住都道府県

朝日新聞出版『大学ランキング』2020年版

• 内定率調査で大学・大学院名がわかるので，大学の学力偏差値を突合した。

• 元データは学部単位だが，各学部の平均をとって機関（大学）単位に変換した。

• 各大学における各学部の学力偏差値を平均した数値をその大学の学力偏差値と
して使用する。
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データ

パネルデータの作成

• 内定率調査はパネル調査ではない。

• ただし，4月調査データと5月調査データには個人ID情報が含まれる。

• 両データをID情報で突合することで2ヶ月2期のパネルデータを作成することが可
能となる。

問題点と解決策

• 4月調査のみ回答した者（40.1％），5月調査のみ回答した者（30.5％），4月と5月
の両調査に回答した者（29.5％）が含まれる

① 5月調査のみ回答した者：脱落？復活？新規？

– 5月調査のみに回答した者を除外し，4月調査（初回調査）に回答した者をサン
プルとして追跡する。

② 4月調査に回答した者をサンプルとして追跡するとしても，4月調査のみ回答した
者，すなわち，脱落と判断できるサンプルが比較的多い。

– IPW（Inverse Probability Weighting）法による脱落補正を行う。
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変数

被説明変数

• 調査時点の内々定獲得数（0～7）

• ゼロの多いカウントデータのためポアソン回帰モデルを使用する。

説明変数

• 文系学部卒，理系学部卒，文系院卒，理系院卒（ダミー変数）

統制変数

• 時点（5月ダミー）

• 大学ランク

• 性別

• 就職活動量（応募した企業の数）

• 居住都道府県
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内々定獲得数の分布（全サンプル）
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記述統計量
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平均 標準偏差 最小 最大 平均 標準偏差 最小 最大
内々定数 0.879 1.230 0 7 0.831 1.186 0 7
時点（5月） 0.461 0.498 0 1 0.314 0.464 0 1
大学文系 0.647 0.478 0 1 0.642 0.479 0 1
大学理系 0.243 0.429 0 1 0.243 0.429 0 1
大学院文系 0.011 0.106 0 1 0.011 0.104 0 1
大学院理系 0.099 0.298 0 1 0.103 0.305 0 1
大学ランク 49.485 7.462 35 68 49.458 7.474 35 68
女性 0.654 0.476 0 1 0.654 0.476 0 1
活動量 13.098 10.852 0 41 12.913 10.762 0 41
注：観測数は全サンプル14829，4月回答サンプル10712である。
出所：筆者作成。

全サンプル 4月回答サンプル



分析方法 その1

変量効果モデル

• 5月調査のみ回答した者も含めて全サンプルを使用して変量効果モデルで分析を
行う。

• t 時点における個人 iの内々定獲得数（被説明変数）の値を 𝑌𝑖𝑡 とし，他の説明変
数を省略して学歴をDEGREEとすれば，推定モデルは以下のようになる。

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2𝐷𝐸𝐺𝑅𝐸𝐸𝑖 + 𝜐𝑖𝑡
𝜐𝑖𝑡 = 𝛾𝑖 + 𝜀𝑖𝑡

• 誤差項𝜐𝑖𝑡を時間によって変化しない個人効果である𝛾𝑖と時間とともに変化する𝜀𝑖𝑡
に分ける。𝛾𝑖と𝛽1𝑋𝑖𝑡および𝛽2𝐷𝐸𝐺𝑅𝐸𝐸𝑖の相関を認めない。

• 𝛽1𝑋𝑖𝑡は時間とともに変化する変数（例えば就職活動量）， 𝛽2𝐷𝐸𝐺𝑅𝐸𝐸𝑖は時間とと
もに変化しない変数（学歴）をあらわす。
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分析方法 その2

混合効果モデル（マルチレベルモデル）

• 4月調査に回答した者をサンプルとして，脱落補正を施した上で，混合効果モデル
を用いて分析を行う。

• i時点における個人 j の内々定獲得数（被説明変数）の値を𝑌𝑖𝑗とし，時点MONTH

と学歴DEGREEを説明変数として，個人間で切片が異なるランダム切片モデルを想
定した場合，推定モデルは以下のようになる。

𝑌𝑖𝑗 = 𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗𝑀𝑂𝑁𝑇𝐻𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗

𝛽0𝑗 = 𝑀00 + 𝜐0𝑗 + 𝛾01𝐷𝐸𝐺𝑅𝐸𝐸𝑗

• パネルデータで個人の情報を使用してネスト構造を考える場合，レベル1が時点，
レベル2が個人となる。

• 時間の経過とともに内々定獲得数は変化（増加）していくと考えられるが，本研究
では個人ごとの切片の高さを考慮する。
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分析方法 その2

• 𝑀00は切片𝛽0𝑗の切片（切片の全体平均），𝜐0𝑗は切片 𝛽0𝑗の誤差（個人ごとの誤

差）である。
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モデルの妥当性

変量効果モデルの採択

• プールドポアソン回帰モデル VS 変量効果ポアソン回帰モデル

• ブラシュ・ペーガンLM検定

• 帰無仮説：プールドモデルの誤差項がゼロ

• 帰無仮説の棄却→誤差項に個体の異質性が残存→変量効果モデルの採択

混合効果モデルの採択

• プールドポアソン回帰モデル VS 混合効果ポアソン回帰モデル

• （個人間の差を仮定しない推定モデル VS 個人間の差を仮定した推定モデル）

• 尤度比カイ二乗検定

• パラメーターを追加する前と後のモデルを尤度比で比較

• 有意であれば階層構造を考慮したことでモデルが改善している

• 級内相関係数は0.739（補正なしモデル）と 0.909 （補正ありモデル） と十分に高
い値である。
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脱落補正

• 内々定を獲得した者が就職情報サイトから退会（パネル調査から脱落）し，サンプ
ルが未内定者に偏るというサンプル・セレクション・バイアスが起こりうる。

• パネル調査からの脱落による内々定獲得数の推計への影響としては，被説明変
数に対する説明変数の効果が過小推定されることが考えられる｡

• 内々定獲得数に対して効果を持つ説明変数が過小に推定される。

• 混合効果モデルの分析において，パネル脱落補正を行った（IPW法）。

• パネル調査からの脱落は観測可能な変数の値に依存する（Missing At Random: 
MAR）と仮定する。

• 継続回答するか否かを被説明変数，内々定獲得数，国立ダミー，公立ダミー，女
性ダミー，理系ダミーを説明変数としたプロビット分析を行い，継続回答確率の推
定値を計算し，その推定値の逆数を求める。これをウェイト変数とする。

20



分析結果
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時点（5月） 0.378 *** 0.486 *** 0.373 *** 0.398 ***
(0.017) (0.018) (0.013) (0.013)

大学文系 ref. ref. ref. ref.

大学理系 0.217 *** 0.295 *** 0.254 *** 0.307 ***
(0.021) (0.029) (0.029) (0.032)

大学院文系 -0.609 *** -0.715 *** -0.773 *** -0.814 ***
(0.126) (0.178) (0.181) (0.194)

大学院理系 0.205 *** 0.286 *** 0.284 *** 0.374 ***
(0.026) (0.039) (0.039) (0.042)

大学ランク 0.018 *** 0.024 *** 0.019 *** 0.022 ***
(0.001) (0.002) (0.002) (0.002)

女性 -0.129 *** -0.156 *** -0.130 *** -0.130 ***
(0.019) (0.027) (0.027) (0.029)

活動量 0.016 *** 0.023 *** 0.018 *** 0.020 ***
(0.001) (0.001) (0.001) (0.001)

都道府県 yes yes no no

注：数値は限界効果。括弧内はデルタ法による標準誤差。
　　***0.1％，**1％，*5％，+10％水準で有意。
出所：筆者作成。

パネル分析 マルチレベル分析
全サンプル 4月回答サンプル

プールド 変量効果 補正なし 補正あり



分析結果のまとめ

• 欠落変数バイアスの問題を考慮してもなお，前論文と同様の結果が得られる。

1. 文系学部卒に対する文系院卒の劣位

2. 文系に対する理系の優位

3. 文系学部卒に対する理系の優位

–前論文は理系院卒のみ正で有意な結果だった（理系学部卒と文系学部卒の
差はなかった）。

–変量効果モデルでは，①理系学部卒，②理系院卒，③文系学部卒，④文系
院卒の順番となる。

–混合効果モデルでは，①理系院卒，②理系学部卒，③文系学部卒，④文系
院卒の順番となる。
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前論文と本研究の違い

前論文 本研究

被説明変数 内々定獲得ダミー 内々定獲得数

大学ランク 学校名よりダミー変数化 学力偏差値（連続量）

活動量 ダミー変数 連続量

地域変数 10地域 都道府県

観測数 3050 14829, 10712

調査時期 2011年8月 2021年4月・5月
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データと分析結果が意味するところ

• 「内定率調査」データ

–新規大卒労働市場において採用活動を行う企業がマイナビを利用

–新規大卒労働市場において求職活動を行う大学・大学院生がマイナビを利用

–人気のある条件のよい企業への早期の内々定獲得を巡る競争

• 分析結果

–前論文の分析結果が頑健である。

–前論文に妥当性があるとすれば，2011年（前論文の調査時期）から2021年
（本研究の調査時期）まで10年の時間が経っているが，この間，日本の新規大
卒・院卒労働市場の構造は変わっていないことになる。
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議論

なぜ文系大学院卒の民間企業への就職結果はよくないのだろうか？

1. 民間企業には文系修士号取得者のスキルを評価できる人事担当者がいない。

–濱中（2015）の結論と関係する

2. 民間企業には，文系修士号取得者の能力を活かせる仕事がなく，人事管理の蓄
積もない。

–吉田（2020）の結論と関係する

3. 文系修士号取得者の労働需要は，民間企業ではそもそも低調。

4. 文系修士号取得者は，民間企業の新規学卒労働市場には参入しない。

–公務員，法曹，会計士，税理士，教員などの就職希望。

–しかし，民間企業という間口は最大だろう。
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