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表 1 用いる変数の定義
変数 定義
従属変数
離職 t− 1時点まで離職が生起していないという条件のもと，t時点で離職が生起した場合に 1

を，それ以外で 0をとる変数．ただし離職理由が「年齢のため」「家業を継ぐため」「家業
継承」「自己都合（学校関連・入）」「自己都合（学校関連・出）」「会社都合（会社内移動）」
（後ろ 4 つはその他へのアフターコード）の場合はここでは離職とみなさず 0 をとるよう
にする．

非自発的離職 t− 1時点まで離職が生起していないという条件のもと，t時点で非自発的理由 a) による
離職が生起した場合に 1を，それ以外で 0をとる変数．

無業への移動 t− 1時点まで離職が生起していないという条件のもと，t時点で離職し，かつ 3ヶ月以上
の期間を伴う無業となった b) 場合に 1を，それ以外で 0をとる変数．

独立変数
離職経験の文脈 前職離職時の離職理由および離職後の無業期間の有無を区別するカテゴリ変数．初職継続

（前職なし），自発・無業なし（前職を自発的理由で離職し，かつすぐに次の仕事に就いた
場合），非自発・無業なし（前職を非自発的理由で離職し，かつすぐに次の仕事に就いた場
合），家庭・無業なし（前職を家庭の理由で離職し，かつすぐに次の仕事に就いた場合），
自発・無業なし（前職を自発的理由で離職し，かつ次の仕事に就くまでに 3ヶ月以上の無
業期間を経た場合），非自発・無業なし（前職を非自発的理由で離職し，かつ次の仕事に就
くまでに 3 ヶ月以上の無業期間を経た場合），家庭・無業なし（前職を家庭の理由で離職
し，かつ次の仕事に就くまでに 3ヶ月以上の無業期間を経た場合）の 7カテゴリ．

離職経験回数 0–1回 c)，2回，3回，4回以上の 4カテゴリ．
勤続年数 従業先での勤続年数およびその 2乗，3乗 d)

年齢 各時点の年齢およびその 2乗
初職入職時完全失業率 初職に入職したときの完全失業率（出所：労働力調査）
各年完全失業率 各年の完全失業率（出所：労働力調査）
学歴 中学，高校，専門，短大高専，大学大学院の 5カテゴリ
ライフステージ 配偶者なし，結婚・子なし，末子 0–2 歳，末子 3–5 歳，末子 6 歳以上の 5 カテゴリ．離

死別者は，子どもがいない場合は配偶者なし，子どもがいる場合は末子ありの該当するカ
テゴリに含める．

初職雇用形態 正規雇用（経営者含む），非正規雇用（パート・アルバイト・派遣社員・契約社員・嘱託・
臨時雇用）の 2カテゴリ

初職企業規模 従業員数 1–29人，30–299人，300–999人，1000人以上，官公庁，わからないの 6カテ
ゴリ

初職職業 SSM職業大分類にもとづいた，専門管理，事務，販売，熟練，半非熟練農業の 5カテゴリ
a) 離職理由の分類は以下のとおり．
自発的理由：「よい仕事がみつかったから」「職場に対する不満」および「その他」のうちこれに類するアフターコード
を与えられたもの．
非自発的理由：「定年，契約期間の終了など」「倒産，廃業，人員整理など」「健康上の理由」および「その他」のうちこ
れに類するアフターコードを与えられたもの．
家庭の理由：「家庭の理由（結婚，育児など）」および「その他」のうちこれに類するアフターコードを与えられたもの．
なお，前職の離職理由が「年齢のため」「家業を継ぐため」「家業継承」「自己都合（学校関連・入）」「自己都合（学校関
連・出）」「会社都合（会社内移動）」（後ろ 4つはその他へのアフターコード）の場合は欠損とする．
b)2015年 SSM調査は基本的には年単位で職業経歴を聴取しているが，無業期間については，仕事と仕事の間に 3ヶ
月以上の無業期間があった場合にはこれを報告するように指示されている．
c)0 回と 1 回を分けていないのは，離職経験の文脈に関する変数を投入することで離職経験回数 0 回と 1 回がすでに
区別されているため，離職経験回数 1回または 0回であることを示すダミー変数を投入しても多重共線性によりモデ
ルから除外されるためである．
d) 勤続年数は今回の分析においては規定ハザード関数 λj(t) の役割を果たす．生存分析において規定ハザードを
t, t2, t3 で表現することは，さまざまな形状のハザードをよく近似でき解釈も容易な点で優れている（Carter and

Signorino 2010）．今回の分析に即して言えば，勤めはじめの時期はハザードが低下しにくい傾向や長期間勤めた後に
再びハザードが上昇するといった傾向を柔軟に捉えることができる．
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表 2 離職経験の文脈がその後の離職に与える効果に関するロジットモデル

男性 女性
Pooled Random Pooled Random

離職経験の文脈（ref: 初職継続）
自発・無業なし .267∗∗∗(.050) .066 (.066) .186∗∗∗(.044) .026 (.053)

非自発・無業なし .368∗∗∗(.076) .188∗ (.091) .432∗∗∗(.065) .298∗∗∗(.075)

家庭・無業なし .306∗∗ (.102) .111 (.120) .118† (.067) .010 (.077)

自発・無業あり .474∗∗∗(.103) .289∗ (.122) .366∗∗∗(.090) .222∗ (.104)

非自発・無業あり .387∗∗ (.133) .232 (.153) .484∗∗∗(.089) .379∗∗∗(.102)

家庭・無業あり .178 (.370) .078 (.407) .209∗∗∗(.054) .009 (.065)

離職経験回数（ref: 0–1回）
2回 .089 (.057) −.069 (.068) .055 (.044) −.096† (.051)

3回 .229∗∗ (.076) −.063 (.097) .181∗∗ (.058) −.124† (.071)

4回以上 .506∗∗∗(.084) −.055 (.130) .374∗∗∗(.063) −.138 (.087)

勤続年数 .003 (.015) .033∗ (.016) .078∗∗∗(.013) .120∗∗∗(.014)

勤続年数2/10 −.037∗∗∗(.010) −.051∗∗∗(.010) −.098∗∗∗(.010) −.112∗∗∗(.011)

勤続年数3/100 .010∗∗∗(.002) .012∗∗∗(.002) .022∗∗∗(.002) .024∗∗∗(.002)

年齢 −.174∗∗∗(.016) −.161∗∗∗(.017) −.201∗∗∗(.012) −.178∗∗∗(.014)

年齢2/10 .020∗∗∗(.002) .018∗∗∗(.002) .019∗∗∗(.002) .016∗∗∗(.002)

各年完全失業率 .084∗∗∗(.020) .091∗∗∗(.022) .042∗∗ (.016) .059∗∗ (.018)

初職入職時完全失業率 .010 (.023) .011 (.027) −.032† (.019) −.056∗ (.023)

学歴（ref: 大学大学院）
中学 −.081 (.072) .040 (.093) −.291∗∗∗(.069) −.250∗∗ (.091)

高校 −.051 (.051) .004 (.064) −.171∗∗∗(.050) −.131∗ (.065)

専門 .032 (.065) .088 (.081) −.059 (.056) −.022 (.072)

短大高専 −.670∗∗∗(.164) −.675∗∗∗(.187) .004 (.053) .049 (.069)

ライフステージ（ref: 配偶者なし）
結婚・子なし −.041 (.061) −.030 (.065) 1.589∗∗∗(.041) 1.841∗∗∗(.049)

末子 0–2歳 −.301∗∗∗(.059) −.321∗∗∗(.063) .925∗∗∗(.053) 1.152∗∗∗(.062)

末子 3–5歳 −.434∗∗∗(.086) −.471∗∗∗(.090) .368∗∗∗(.074) .532∗∗∗(.082)

末子 6歳以上 −.342∗∗∗(.068) −.386∗∗∗(.077) .643∗∗∗(.058) .718∗∗∗(.069)

初職企業規模（ref: 1000人以上）
1–29人 .400∗∗∗(.053) .534∗∗∗(.070) .152∗∗∗(.041) .210∗∗∗(.055)

30–299人 .319∗∗∗(.050) .421∗∗∗(.064) .064 (.039) .101† (.053)

300–999人 .122† (.064) .159∗ (.078) .052 (.050) .053 (.067)

官公庁 −.400∗∗∗(.090) −.429∗∗∗(.104) −.622∗∗∗(.069) −.796∗∗∗(.088)

わからない .524∗∗∗(.091) .707∗∗∗(.121) .221∗∗∗(.055) .323∗∗∗(.075)

初職雇用形態（ref: 正規雇用）
非正規雇用 .406∗∗∗(.052) .563∗∗∗(.072) .285∗∗∗(.040) .378∗∗∗(.054)

初職職業（ref: 専門管理）
事務 .044 (.072) .047 (.086) .192∗∗∗(.044) .248∗∗∗(.058)

販売 .130† (.069) .192∗ (.085) .253∗∗∗(.051) .364∗∗∗(.069)

熟練 .075 (.070) .123 (.086) .254∗∗∗(.061) .321∗∗∗(.082)

半非熟練農業 .016 (.071) .056 (.087) .244∗∗∗(.054) .325∗∗∗(.073)

Constant .075 (.259) −.500 (.308) 1.214∗∗∗(.210) .529∗ (.248)

Var(ui) .371∗∗∗(.069) .396∗∗∗(.044)

Log likelihood −13991.740 −13964.093 −19040.730 −18956.761

ICC .101 .107

N of person-year 76326 58901

N of groups 3114 3632

N of events 3801 6824

† p < .1, ∗ p < .05, ∗∗ p < .01, ∗∗∗ p < .001

注）括弧内は標準誤差を示す．
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表 3 離職経験の文脈がその後の非自発的離職に与える効果に関するロジットモデル

男性 女性
Pooled Random Pooled Random

離職経験の文脈（ref: 初職継続）
自発・無業なし .321 (.211) .333 (.223) .053 (.175) .072 (.180)

非自発・無業なし .566∗ (.286) .612∗ (.304) .817∗∗∗(.208) .860∗∗∗(.217)

家庭・無業なし .073 (.481) .052 (.510) .534∗ (.239) .569∗ (.248)

自発・無業あり .844∗ (.371) .841∗ (.401) .638∗ (.287) .656∗ (.298)

非自発・無業あり 1.315∗∗∗ (.353) .560 (.483) 1.530∗∗∗(.219) 1.198∗∗∗(.282)

家庭・無業あり 1.742∗∗ (.644) 1.985∗∗ (.741) .705∗∗∗(.180) .718∗∗∗(.187)

離職経験回数（ref: 0–1回）
2回 .109 (.225) .159 (.239) .153 (.138) .152 (.143)

3回 .498† (.261) .492† (.282) .233 (.172) .200 (.180)

4回以上 .693∗ (.289) .668∗ (.319) .386∗ (.184) .355† (.195)

勤続年数 .043 (.056) .054 (.058) −.012 (.038) .001 (.039)

勤続年数2/10 −.025 (.032) −.026 (.033) −.006 (.025) −.012 (.026)

勤続年数3/100 .006 (.005) .006 (.005) .005 (.005) .006 (.005)

年齢 −.146∗∗ (.055) −.152∗∗ (.056) −.078∗ (.037) −.083∗ (.038)

年齢2/10 .024∗∗∗ (.007) .025∗∗∗ (.007) .012∗∗ (.004) .013∗∗ (.005)

各年完全失業率 .180∗ (.075) .189∗ (.078) .062 (.051) .065 (.053)

初職入職時完全失業率 .125 (.091) .118 (.098) .078 (.065) .070 (.068)

学歴（ref: 大学大学院）
中学 .230 (.271) .331 (.302) −.113 (.230) −.135 (.245)

高校 .240 (.205) .269 (.224) .097 (.179) .093 (.189)

専門 .109 (.290) .138 (.315) −.223 (.210) −.239 (.221)

短大高専 −.689 (.731) −.681 (.773) .015 (.195) .022 (.206)

ライフステージ（ref: 配偶者なし）
結婚・子なし −1.142∗∗∗ (.311) −1.191∗∗∗ (.328) .206 (.168) .236 (.173)

末子 0–2歳 −1.407∗∗∗ (.354) −1.435∗∗∗ (.359) −.452† (.260) −.440† (.264)

末子 3–5歳 −2.520∗∗∗ (.719) −2.588∗∗∗ (.723) −.685∗ (.299) −.665∗ (.303)

末子 6歳以上 −1.589∗∗∗ (.198) −1.739∗∗∗ (.232) −.181 (.171) −.176 (.180)

初職企業規模（ref: 1000人以上）
1–29人 .055 (.217) .069 (.237) .375∗∗ (.145) .390∗ (.154)

30–299人 .066 (.202) .091 (.220) .199 (.143) .207 (.152)

300–999人 .017 (.262) .038 (.283) −.010 (.195) −.022 (.206)

官公庁 −.329 (.352) −.323 (.374) −.041 (.218) −.061 (.231)

わからない .270 (.342) .381 (.385) .287 (.193) .312 (.206)

初職雇用形態（ref: 正規雇用）
非正規雇用 .640∗∗∗ (.190) .765∗∗∗ (.221) .390∗∗ (.131) .413∗∗ (.142)

初職職業（ref: 専門管理）
事務 .182 (.325) .199 (.345) .159 (.159) .163 (.168)

販売 .210 (.327) .219 (.349) .243 (.186) .269 (.198)

熟練 .173 (.324) .213 (.345) .343 (.211) .369 (.225)

半非熟練農業 .355 (.320) .357 (.342) .259 (.192) .281 (.205)

Constant −5.315∗∗∗(1.006) −5.883∗∗∗(1.075) −4.954∗∗∗(.685) −5.168∗∗∗(.714)

Var(ui) 1.043∗ (.443) .506∗ (.258)

Log likelihood −1344.192 −1340.155 −2614.593 −2612.233

ICC .241 .133

N of person-year 76326 58901

N of groups 3114 3632

N of events 3801 6824

† p < .1, ∗ p < .05, ∗∗ p < .01, ∗∗∗ p < .001

注）括弧内は標準誤差を示す．
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表 4 離職経験の文脈がその後の無業への移動に与える効果に関するロジットモデル

男性 女性
Pooled Random Pooled Random

離職経験の文脈（ref: 初職継続）
自発・無業なし .108 (.146) .161 (.154) .100 (.062) .215∗∗ (.076)

非自発・無業なし .134 (.217) .199 (.229) .415∗∗∗(.096) .575∗∗∗(.115)

家庭・無業なし .008 (.326) .054 (.344) −.100 (.092) .112 (.113)

自発・無業あり 1.270∗∗∗(.206) .803∗∗ (.268) .660∗∗∗(.121) .221 (.153)

非自発・無業あり .971∗∗∗(.267) .492 (.330) .880∗∗∗(.119) .647∗∗∗(.145)

家庭・無業あり 1.099∗ (.539) .869 (.613) .222∗∗ (.076) −.150 (.095)

離職経験回数（ref: 0–1回）
2回 .481∗∗ (.154) .483∗∗ (.163) −.049 (.063) −.132† (.075)

3回 .671∗∗∗(.189) .693∗∗∗(.204) −.010 (.087) −.194† (.103)

4回以上 .553∗ (.230) .461† (.254) .113 (.098) −.048 (.121)

勤続年数 −.009 (.040) .010 (.042) .131∗∗∗(.019) .179∗∗∗(.021)

勤続年数2/10 −.000 (.024) −.007 (.024) −.110∗∗∗(.014) −.117∗∗∗(.015)

勤続年数3/100 .002 (.004) .003 (.004) .023∗∗∗(.003) .025∗∗∗(.003)

年齢 −.205∗∗∗(.038) −.214∗∗∗(.040) −.293∗∗∗(.018) −.271∗∗∗(.021)

年齢2/10 .028∗∗∗(.005) .029∗∗∗(.005) .031∗∗∗(.002) .027∗∗∗(.003)

各年完全失業率 .210∗∗∗(.053) .225∗∗∗(.056) −.025 (.023) .002 (.027)

初職入職時完全失業率 .060 (.062) .054 (.067) −.042 (.027) −.110∗∗ (.035)

学歴（ref: 大学大学院）
中学 .146 (.189) .172 (.214) −.395∗∗∗(.100) −.442∗∗ (.139)

高校 −.061 (.137) −.074 (.152) −.166∗ (.072) −.142 (.099)

専門 −.002 (.183) .006 (.203) −.056 (.081) −.039 (.111)

短大高専 −.635 (.463) −.605 (.490) .050 (.076) .114 (.105)

ライフステージ（ref: 配偶者なし）
結婚・子なし −1.209∗∗∗(.232) −1.242∗∗∗(.242) 2.720∗∗∗(.058) 3.223∗∗∗(.074)

末子 0–2歳 −1.445∗∗∗(.244) −1.457∗∗∗(.248) 2.220∗∗∗(.070) 2.765∗∗∗(.092)

末子 3–5歳 −1.423∗∗∗(.316) −1.455∗∗∗(.321) .986∗∗∗(.118) 1.389∗∗∗(.134)

末子 6歳以上 −1.299∗∗∗(.159) −1.374∗∗∗(.177) 1.255∗∗∗(.090) 1.398∗∗∗(.110)

初職企業規模（ref: 1000人以上）
1–29人 −.156 (.148) −.159 (.164) −.006 (.058) −.015 (.083)

30–299人 −.036 (.134) −.029 (.149) −.067 (.055) −.083 (.079)

300–999人 −.093 (.173) −.080 (.189) −.008 (.070) −.028 (.100)

官公庁 −.775∗∗ (.270) −.817∗∗ (.285) −.832∗∗∗(.095) −1.084∗∗∗(.131)

わからない .385† (.216) .451† (.254) .082 (.078) .143 (.112)

初職雇用形態（ref: 正規雇用）
非正規雇用 .552∗∗∗(.132) .658∗∗∗(.156) .293∗∗∗(.059) .422∗∗∗(.084)

初職職業（ref: 専門管理）
事務 .323 (.218) .351 (.234) .300∗∗∗(.063) .440∗∗∗(.088)

販売 .481∗ (.212) .523∗ (.228) .196∗∗ (.074) .363∗∗∗(.105)

熟練 .256 (.217) .284 (.233) .284∗∗ (.088) .435∗∗∗(.126)

半非熟練農業 .311 (.216) .324 (.233) .253∗∗ (.079) .397∗∗∗(.112)

Constant −2.548∗∗∗(.673) −2.861∗∗∗(.715) 1.345∗∗∗(.302) .461 (.364)

Var(ui) .742∗∗ (.246) .946∗∗∗(.093)

Log likelihood −2551.952 −2544.815 −10418.652 −10295.435

ICC .184 .223

N of person-year 76326 58901

N of groups 3114 3632

N of events 3801 6824

† p < .1, ∗ p < .05, ∗∗ p < .01, ∗∗∗ p < .001

注）括弧内は標準誤差を示す．
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