
第 1章 学歴はなぜ所得格差を産み出すのか 

学歴は所得を決める要因か 

 学歴の高い人の所得はなぜ高いのでしょうか。意外に思われるか

もしれませんが、その理由は単純ではありません。実際のところ、

この問題を詳しく研究してノーベル賞を受賞した経済学者が何人

かいます。 

 第１章と第２章では、主として大学教育に焦点を当てながら、こ

の問題を経済学的に考えてみましょう。その際、大学（あるいは有

力大学）に進学すれば、どのようなよいこと（便益ないしは収益）

があるのか、またどのような費用を負担しなければならないのか、

という問題も考えてみましょう。 

 それらを考えることによって、学歴に対する向き合い方のヒント

を得ることもできるはずです。とくに受験生の読者ならば、自分か

現在している勉強の意味や人生におけるその位置づけも、よりよく

理解できるようになります。そしてそれは、勉強の仕方や進路の決

定にも参考になるでしょう。 

 教育の経済学の話に入る前に、現実のデータを確認しておくのが

有益だと思われます。表１-１を見てみましょう。それは 2004 年

における高卒男性と大卒男性の平均賃金を比較したものです。それ

によると、40 歳代後半において両者問に年間で約 274 万円の差が

あります。50 歳代後半になると、その差は約 308 万円になります。

換言すれば、これらの年齢段隋において、大卒男性は高卒男性の

1.5 倍以上の給与を得ていることになります。もちろん、この表に

示したのは平均賃金なので、有名大学の出身者は概してそれよりも

高い賃金を得ていることになります。多くの人たちか大学、またで

きるだけ有名な大学に入学しようと必死になることの重要な一因

は、このような学歴間賃金差の存在にあります。 

 教育の経済学の基本的な課題のひとつは、なぜ高学歴者がこのように高い賃金を得るのかという疑問に答え

ることです。次第におわかりになると思いますが、この作業によって、多数の興味深い事実が明らかになり、

奇抜な考え方も生まれてきます。その意味で、教育の経済学は経済学のなかでもとくに興味深い分野です。 

 現時点で、右の疑問に対してまとまった回答を提供しているとみなされている理論はふたつあります。シュ

ルツやベッカーによって開発された「人的資本論」と、スペンスによって生み出された「シグナリング理論」

です。これらの経済学者はいずれもノーベル賞を受賞しました。もちろん、多数の経済学者がそれぞれの理論

の発展に寄与しています。 

 学問をして面白いと感じるときのひとつは、同一の現象に対してまったく異なる理論が提起されていること

に遭遇するときです。これからみる人的資本論とシグナリング理論の共存が、その典型になります。両者を検

尉することで、読者の皆さんには知的興奮を感じていただけるはずです。 

 本章では人的資本論を、そして次章ではシグナリング理論をある程度詳しくみていくことにしましょう。 

 

人的資本とは何だろうか 

 人間が作り上げたり蓄積したりしたもので、長期間にわたって便益（収益）を生み出すものを、経済学は「資

本」と呼びます[1]。たとえば発電所で使うタービンは、人間が作り出したもので長期間にわたって発電に使



うことができ、便益を生み出すので、資本の例になります。同じように考えれば、工場施設や空港も資本の例

であることかわかるでしょう。 

 

[1]本書は「便益」と「収益」をほとんど同義に使いますが、厳密にいうと違いもあります．すなわち、収益は後でみる「投資」

に対応した概念で、投資後に発生する利益を意味します．それに対して便益はもっと広い概念で、必ずしも投資に対応していな

くてもよく、消費によって得る利益も含まれます。後で触れる「現在消費」の便益がその例です．したがって収益は便益の一部

分です。 

 

 すると、教育によって身に付く知識や技能も、資本とみなせることがわかるはずです。なぜなら、努力して

それらを身に付ける（蓄積する）ことによって、長期間にわたって高い賃金あるいは高い生産性などの便益を

得るようになるからです。 

 ただし便益は金銭的なものに限りません。賃金がそれほど高くなくとも、好きな職業に就くことができると

いう精神的便益か発生する場合もあります。大学入試合格をめざして日夜勉強している受験生も、知識という

資本を蓄積しているといえます。 

 先に見た大卒と高卒の賃金差は、大学教育がそれを受けた者の知識や技能を増大させ、それによって彼らの

生産能力が上がったために発生したと人的資本論は考えます。 

 こうした教育の便益は教育を受けた個人だけに発生する場合もありますが、社会全体ないしは複数の個人に

発生する場合もあります[2]。社会の人たち全員が基本的な言語・計算能力を身に付けると、彼らの間のコミ

ュニケーションが容易になり、取引やチーム生産の能率が上がったり規律が維持されたりして、社会（集団）

全体か便益を得る場合が後者の例です。 

 このように、教育によって人問のなかに蓄積された知識や技能を「人的資本」と呼びます。正確にいうと、

独習によって蓄積された知識や技能も人的資本に含まれます。自分で自分を教育したとみなすことができます。 

 関連した用語の説明を追加しておきましよう。資本の量を増大させること、あるいは新たに資本を作り出す

ために支出することを、経済学では「投資」と呼びます。銀行が最新式の大型コンピュータを購入すれば、長

期間にわたってそれ以前よりも単位時間当たり多くのサービスを提供できる便益が死生します。そのため、大

型コンピュータは資本で、それを購入・設置することは投資になります。 

 同じように考えれば、個人が教育を受けることや、政府か特定の年齢層に教青を施すことは投資ということ

になります。なぜなら、それらによって人的資本（知識や技能）の量が増大するからです。教育は「人的資本

投資」とみなすことができるのです。 

 人的資本と対比するとき、機械や工場施設などの資本は「物的資本」と呼ばれます。人的資本の概念を基に

して、教育などを論ずる考え方が「人的資本論」です。 

 人的資本という言葉をはじめて目にする読者は、それに冷たさを感じたり違和感を抱いたりするかもしれま

せん。機械などをイメージさせる「資本」という語に「人的」という修飾語か付いているからです。しかし、

人的資本諭は決して人間を機械とみなす考え方ではありません。教育活動のなかに、物的資本に対する投資と

類似の性質が見られることを強調する考え方にすぎません。 

 

[2]経済学で問題となる個人は、多くの場合にその家族も含みます．子どもが大学に進学すると、その親も精神的な満足などを

得ます。また親が高学歴であればその子どもも利益を得ます．多くの場合に、これらは同一個人内の問題であると経済学では考

えます．経済学の個人は最小の意思決定主体を意味します。 

 

教育を経済学的に考えることの利点 

 大学教育を例にして、教育の便益をもう少し詳しく考えてみましよう。表１-１では、40 歳代後半の平均的



大卒男性か、同年齢の平均的高卒男性よりも、約 274 万円多い年間賃金を得ていました。この金額は、大学

教育が 40 歳代後半の平均的大卒男性に生み出す一年間の便益であるとみなすことができます。もちろん、こ

のような便益は年齢によって異なります。先に見たように、50 歳代後半になると、それは約 308 万円になり

ます。 

 ただし、大学教育の便益は、このような賃金差に限られるわけではありません。そのほかに精神的な便益な

どもあります。そのことは後でも触れます。データが得やすいこともあって経済学では金銭的な側面が強調さ

れがちですが、本書では精神的な側面も重視して議論したいと思います。教育（とくに大学教育）には大きな

精神的便益があるし、また教育は一国の文化の形成にとってきわめて重要だからです。 

 医学部や工学部で学んだ人ならば、大学で得た知識や技能が碓実に自分の所得に貢献していると実感できる

でしょう。他方、経済学やロシア文学を学んだ会社員は、その実感が弱いかもしれません。たしかに、大学で

得た経済学やロシア文学の知識を仕事で直接使う会社員はそれほど多くないと思います。しかし、仕事をする

上で直接的に有用な知識や技能を提供することのみが大学教育の目的ではありません。また、そのような知識

や技能だけが、大学教育の便益を生み出すわけでもありません。 

 思考力・分析力・応用力・判断力などの養成も大学教育の重要な目的である、と人的資本論は考えます。こ

うした能力があれば、情報を収集して解読したり、技術変化に対してうまく適応したり、あるいは自ら技術革

新を行ったりすることができるようになります。管理者として、集団や組織を適切に統率することもできます。

経済学部を卒業した人も、大学入学前と卒業後の自分を比べれば、思考力や判断力に大きな相違が生まれてい

ることに気づくでしょう（ただし、熱心に勉強した者に限ります）。 

 米国では、農業経営者の人的資本に関する研究なども多く行われています。そして、高学歴の農業経営者は、

新しい農業技術に関する情報を容易に収集することかでき、新技術に対してスムーズに適応できることが発見

されているのです。 

 ここまでにみた教育の便益を、ある程度厳密に定義し盤理しておきましょう。大学教育のような一まとまり

の教育の便益は、それを受けることによって追加的に生み出される利益と定義されます。「追加的に」とは「そ

の教育を受けない場合と比べて余分に」という憲味です。表１-１を使うと、大学教育を受けた平均的男性は、

40 歳代後半の一年間に追加的に（大学教育を受けない場合と比べて余分に）約 274 万円の利益を得るため、

この金額はこの年齢段階における大学教育の金銭的便益とみなすことかできます。 

 また、次の点もきわめて重要です。すなわち教育の便益は、教育を受けた個人（学生の家族も含む）に発生

するものと、その個人を含めた社会全体に発生するものがある点です。前者を「私的便益」、後者を「社会的

便益」と呼びます。定義から私的便益は社会的便益の一部分になります。教育は、それを受けた個人だけに利

益を生み出すのではありません。 

 表１-１の大卒・高卒賃金差は、大学教育を受けた個人が追加的に得た利益なので、大学教育の私的便益に

なります[3]。それに対して、義務教育が個人間のコミュニケーションや経済的取引やチーム生産を容易にす

ることは、先述のように、私的便益だけでなく社会的便益も生みだすことを示唆します。後述のように、大学

教育にも社会的便益があります。 

 なお、ここで導入したいくつかの経済学用語は、経済学の歴史のなかで鍛えられた厳密な概念です。これか

らも多くの経済学用語か登場します。教育を経済学の視点から考察すると、そうした厳密な経済学概念を使う

ことのできる利点も生まれます。議論に曖昧さが少ないことや、因果関係に関して明確な議諭の行われる傾向

があることなどが、経済学的な思考の利点の例になります。 

 

[3]厳密にいうと。表 1-1 の数値は税引き前の賃金なので、私的便益を計算するには税引き後の賃金に変換して使う必要があり

ます。 

 



高学歴の多様な利益 

かつて私は、オーストラリアのメルボルンにある自動車工場を見学したことがあります。案内していただい

た方の説明によれば、気温が 40℃以上になると、工場が閉鎖されて労働者は仕事を免除されるということで

した。すると、気温か 38℃や 39℃ならば。ブルー・カラー労働者は冷房のない工場で働くことになります。

メルボルンでは、このような気温になる日が一年に何日かあります。高温のなかで働くことは、つらいもので

す。 

 それとは対照的に、ほとんどの大卒ホワイトーカラー労働者は冷房の利いたオフィスで仕事をします。した

がって、大卒労働者は高卒労働者よりも好ましい労働条件の下で働いていることになります。これは、大学教

育の非金銭的な便益の一種になります。非金銭的な便益はほかにもあり、たとえば付加給付（非賃金給付）で

も大卒者は有利です。さらに、大卒者は昇進に有利なので、大きな精神的便益も享受できます。 

 学問では、ときにあることに関して異常に詳しい研究の行われることかあります。大学教育の便益の研究も

その例になります。実際のところ、大卒者は子どもの教育や家族の健康管理が非大卒者よりも上手であること

が実証されています。避妊も大卒者のほうが上手だという研究もあります。 

 また大学教育は、人間関係を築いたり、配偶者を選んだりすることにおいても便益を生み出します。つまり、

大学を出ているとそれらが容易になります。さらに、大学教育による情報収集・分析能力やコミュニケーショ

ン能力の増大が、金融商品や耐久消費財を購入する際にも利益を生み出すことが研究されています。人的資本

は体内に蓄積されるため、仕事以外の場でも常時活用できるのです。 

 さらにまた大学在学中に、フランス語の勉強に興味を持ったり、課外活動を楽しんだりすることがあるでし

ょう。高卒で働いた場合と比較して得られるこうした利益も、大学教育の便益です。ただし、それは大学在学

中に得られるものなので、投資的便益（収益）ではなく「現在消費」の便益になります。 

 大学在学中に得た知識によって、卒業後に消費生活を楽しめる便益が発生することもあります。たとえば英

語の週刊誌が読めたり、気楽に海外旅行が楽しめたりできる便益です。これらも消費的便益ですが、将来に発

生するので投資的便益に分類されます。 

 

教育は被教育者以外にも利益をもたらす 

 教育を経済学的に考えると、その「外部経済」も議論できます。一般に外部経済とは、ある個人（企業でも

よい）の活動が、市場を経由しないで他の個人に与える好ましい効果を意味します。無報酬で他者に与える便

益です。したがって教育の外部経済は、教育を受けた個人（その家族も含む）以外に、市場を経由しないで発

生する便益といえます。 

 今日の教育論議では、外部経済があまり問題にされていません。正しい経済学的思考がなされていないのが

一因です。社会一般で利己主義が跋扈していることももうひとつの要因です。外部経済のコンセプトを欠いた

教育論議には欠陥があるといえます。 

 ちなみに、他人に好ましからざる効果を与える現象は「外部不経済」と呼ばれ、エリートの犯罪などが教育

の外部不経済の例になります。外部経済と外部不経済を合わせて「外部性」と呼びます。その具体例を意味す

るときは「外部効果」という用語も使われます。 

 教育の外部経済にはいくつかの例があります。学校が社会的価値や行動規範を教えれば、その好ましい効果

は社会全体に及びます。すなわち、社会一般の人たちが利益を得ます。この利益は義務教育においてとくに大

きいでしょう。教育の再生に関しては規律教育もきわめて重要ですが、それは外部経済を高める努力であると

みなすことができます。 

 教育の外部性の善し悪しや程度は、明らかに教育内容に依存します。そして、外部経済を意識した教育をし

なければ、つまり自己利益の追求に迎合した教育ばかりをしていれば、外部経済は小さいものになったり、外

部不経済が発生したりします。 



 今日の世相を反映して、多くの大学がそこで学ぶと個人的にトクすることを盛んに宣伝しています。また、

一流大学入試にわが子を合格させるための書籍や雑誌か人気を博しています。多くの人はそうしたことに関心

かあると推察されますが、「日本全体や世界全体をよくするためには、大学でどのような教育を行うべきか」

という問題も真剣に考える必要があります。 

 大学教育の外部経済の例を考えてみましょう。首相が適切な政策を推進することによって、そうでない場合

と比較して経済成長率か１％増大すると、ごく大雑把にいって、その政策判断は当該年に５兆円ほどの利益を

生み出したことになります（わが国の国内総生産は約 500 兆円）。このように、指導者の賢明な判断は大きな

利益を生み出します。それと比べたら首相の報酬は微々たる額（数千万円）です。したがって大学教育が優れ

た指導者を生み出せば、膨大な外部経済が期待できるのです。 

 個別にはこれほど極端でなくとも、大学教育が優れた教師や管理者や研究者を多数生み出せば、日本全体と

しては莫大な外部経済か発生します（彼らの報酬もとくに高くはありません）。皆さんは、いい先生やいい上

司にめぐり合えてよかったと感じた経験があるでしょうか。多くの人がそのような人にめぐり合えるほどにな

れば、大学教育は（教育を受ける個々人だけでなく）社会全体に対しても大きく貢献していることになります。

また、優れた研究者は、日本文化の向上や経済発展に寄与します。ノーブレス・オブリージュ（エリートが社

会全体に対して抱くべき道徳的義務）も外部経済の一種です。 

 先に指摘したことですが、基礎的な言語能力や計算能力の増大は、コミュニケーションや経済的取引やチー

ム生産を容易にしたり、規律を高めたりします。ここにも外部経済がかなり含まれています。教育がそれを受

け個人以外に対しても便益を生み出すということは十分に強調されるべきです。 

 

正確に理解されていない教育の費用 

 世界的にみて、わが国はとくに大学教育の学校納付金額のきわめて高い国です。欧州の大学の授業料は一般

に低く、日本と比べると取るに足りない額でしかありません。奨学金が格段に充実している国もあります。米

国でも、大多数の大学生が授業料の安い州立大学で学びます（親が税金を払っているので、授業料は安くすべ

きだという論理です）。日本では私大進学者が多いので、大学生の親はたいへん苦労することになります。 

 このように、個人（学生だけでなくその親も合む）の負担する教育費用は国によって大きく異なります。教

育の経済学では、一個人の負担する教育の費用は「私的費用」と呼ばれます。それに対して、当該の個人を含

めて社会全体で負担する費用は「社会的費用」と呼ばれます。前者は一個人の視点から見た教育費用、後者は

社会全体の視点から見たものといえます。たとえ日本と外国の間で教育の社会的賢用にあまり差がなくとも、

私的費用には大きな差がありうるのです。 

 もう少し正確に説明すれば、次のようになります。大学教育のような一まとまりの教育の私的費用は、それ

を受けるために個人が追加的に（大学教育を受けない場合と比べて余分に）直接負担する費用です。ここでの

「直接」とは、税金によって間接的に負担する額を除くことを意味します。私的費用に対して、ある教育の社

会的費用は、それを実施するために当該個人だけでなく社会全体が追加的に負担する費用です。これらの費用

概念は便益概念と対応していることが理解できると思います。 

 私的費用のなかには学校納付金、課外活動費、修学費（書籍・パソコンなどの費用）、および通学費がある

ことは誰でも理解できるでしょう。私大の医・歯学部などでは、施設設備費・実験実習費・教育充実費などの

学校納付金も要求されます。（私が英語の著書を出版したときに、「教育充実費」をどのように英訳したらよい

のか困りました。） 

 さて、教育の経済学の視点からみると、通常の学校納付金より高額な私的費用がほかにあります。それは「放

棄稼得」です。たとえば大学教育の私的放棄稼得は、個人が高卒労働者として働いたならば得られる稼得に等

しくなります[4]。大学で学ぶことによってそれを放棄するからです。これは経済学で機会費用と呼ばれるも

のの例です。ただし、大学在学中にアルバイト収入があれば、それを右の稼得から差し引いた額が、私的放棄



稼得になります。発展途上国では、初等教育の授業料がゼロであっても就学しない子どもが多数存在します。

放棄稼得（親の仕事の手伝いが生み出す価値）が大きいからです。 

 大学生の子どもを持つ親ならば、子どもの食費や光熱費や住居費もたいへんな額になるというでしょう。し

かし、これらの費用は教育の費用とみなされません。なぜなら、それらは大学に進学しなくとも発生するから

です。大学の教育費は、あくまで大学に進学しない場合と比べて余分にかかる費用です。 

 説明の最後に、社会的費用について簡単に触れておきましょう。一般に私的費用は社会的費用の一部ですが、

そのほかに政府が負担する教育費（公的補助金）も社会的費用となります。 

 

[4]ここでは賃金に諸手当（時間外手当・家族手当・賞与など）を加えた額を稼得と呼ぶことにします。実収賃金とも呼ばれま

す。稼得に配当・利子収入などの不労所得を加えた額が所得になります。賃金と普通呼ばれているものの多くは実のところ稼得

です。 

 

人的資本論の論理 

 学歴はなぜ所得格差を生み出すのでしょうか。ここまでの準備によって、本章のタイトルとなっているこの

疑問に対し、人的資本論の立場から答えることができます。 

 人的資本論は次のように主張します。「高学歴者は多大な金銭的費用（学校納付金など）や時間的費用（放

棄稼得）を負担して、知識や技能を修得してきた。そのため彼らの能力は高く、生産活動に従事したときの生

産性も高い。生産性の高い人が高い賃金を得るのは当然である」[5]。生産性の高い労働者に低賃金しか支給

しなければ、他企業がもっと高い賃金で彼（彼女）を引き抜くでしょう。生産性の高い人には、高い賃金を支

払ってもペイするからです。 

 この主張を言い換えれば、高学歴者は自分が行った多量の人的資本投資の収益を得ていると表現できます。

投資量が多ければ、毎年得る収益の合計も通常は多くなります。つまり、毎年得る賃金も高くなるのです。学

歴の低い者は、教育投資量が少ないので毎年得る収益の合計が少なくなります。 

 学歴が生み出す所得（賃金）格差に関して、人的資本論の支持者は一般に次のような意見を持っています。

「所得の低い人は人的資本の量が少なすぎる。低い賃金を嘆くのならば、もっと勉強して（教育投資をして）、

自分の人的資本の量を増大させる必要がある」。ほぼこのような意見です。 

 ただ同一の費用をかけても、潜在能力の高い個人は多くの知識や技能（人的資本）を蓄積することができる

ように思われるかもしれません。しかし、「生まれつきの能力の差はあまり重要でない」と人的資本論の多く

の支持者は考えます。実際のところ、賃金に対する知能指数の効果が学歴効果との関連で経済学的に調べられ

ていますが、一般にそれほど大きくないという結果が得られています。 

 ならば、高賃金を得るためには、際限なく学校教育に投資するのがよいのでしょうか。そうではありません。

教育投資量を多くするにしたがって、投資一単位あたりの収益は小さくなる、と人的資本論は考えます。つま

り、教育投資の能力増大効果は、次第に弱くなると考えます。そのため教育投資量には、過剰でも過少でもな

い最適量が存在することになります。 

 経済学的には、長期間にわたる教育投資の費用と収益（便益）から、最適投資量を決定する理論を構築する

ことができますが、その話は長くなるので、ここでは省略したいと思います。ただし、教育投資の収益率につ

いて、若干の説明を付加しておきましょう。 

 

[5]本書で能力ないしは生産能力と生産性は次のように区別します。すなわち、（生産）能力は個人の体内に存在するものである

のに対し、生産性は生産活動において生み出される成果です。 

[6]関心のある読者は荒井一博「教育の経済学・入門」（勁草書房 2002）を参照して下さい。 

 



教育投資の収益率 

 あなたか 100 万円を支払って購入した金融商品が、毎年 2 万円の収益を永遠に生み出すと仮定してみまし

ょう。するとこの金融商品の収益率は、2％ということになります。 

 同様な考え方を適用して、教育投資の収益率（正確には内部収益率）も計算できます。ただこの金融商品と

の相違は、教育投資支出は複数年にわたって行われることと、収益の得られる期間が有限（数十年間）である

ことです。 

 私は実際に大学教育の収益率を計算したことがあります。データは多少古いのですが、1980 年代に男子の

大学教育の私的収益率は 6％台でした。私的収益率とは、私的費用と私的収益から計算された値です。ただし、

データの得られない精神的便益などは含まれていません。収益としては、表１-１でみたような平均的大卒・

高卒賃金差を使いました。 

 この 6％台という収益率は実質で、その当時としても非常に魅力的な水準です。また、大学教育投資の収益

率は長期間にわたってかなり安定的な水準を維持する傾向があります。そのため平均的にみると、大学教育投

資は十分に有利な投資機会なのです。 

 興味深いのは、今日高い人気を得ている医学教育の収益率です。私は 1980 年代初期におけるその水準も計

測したことがあります。それによると、私立大学の医学教育の私的収益率は 8.7％、国立大学のそれは 17.1％

でした。これは勤務医の給与データを用いて計算した値です。開業医の所得は勤務医の２倍ほどあるといわれ

ているので、開業医のデータが入手できれば、ずっと高い収益率になると推測されます。 

 私立大学医学部の学校納付金は高額ですが、私的収益率は十分にペイする水準になっています。国立大学医

学教育の収益率は異常といえるほど高水準です。医学部入学競争が激化しているのは当然の現象です。 

 以上、本章でみてきたように、人的資本論の主張は、教育投資が個人の能力（生産性）を高めるから高学歴

者の所得（賃金）は高くなるというものでした。もしこの論理が正しければ、学歴がなくとも能力の高い個人

は高賃金を得るはずです。学歴は能力を高めるための手段であって、学歴自体が高い報酬を生み出すわけでは

ないからです。 

 しかし、経験からそうした人的資本論の考え方に賛成できない人はたくさんいます。明らかに自分より能力

のない人が、学歴が多少いいために高いポジションに就いているのを知っているからです。そもそも学歴が高

くないと、挑戦の機会さえ与えられないのも普通です。次章では、こうした問題に答える理論を検討してみま

しょう。 

 

第２章 学歴はなぜ所得格差を生み出すのか 

シグナルとは何だろうか 

 人的資本論のポイントは、教育が人的資本（知識や技能）の量を増大させ、生産能力を高めるというところ

にありました。教育を受けた個人は、この高い能力のために仕事において高い生産性を発揮できるので高い賃

金が得られる、と人的資本論は主張します。しかし意外にも、教育によって生産性が高くなることを正確に計

測した研究はほとんどありません。生産性の計測はきわめて雛しいからです。そのため、教育が生産性を高め

るという主張は仮説に過ぎないといえます。 

 こうした事情があるので、高学歴者が高賃金を得るのは人的資本論とは違った理由によるのではないかとい

う考え方が提起されています。その最も有力なものがシグナリング理論です。本章は、この理論の検討から始

めたいと思います。 

 シグナリング理論を理解するには、例を使ったわかりやすい説明が有用です。人的資本論よりは『ひねり』

のある考え方だからです。シグナリング理論を理解すると、社会に対して今までと違った見方もできるように

なります。1970 年代の初期にこの考え方を提起したスペンスは、主としてその業績によって後にノーベル賞

を受賞しました。 



 シグナリング理論は情報伝達に関する経済理論です。個人間に情報のギャップが存在するとき、どのように

してそれを埋めるかという問題に関係します。例として、ＡさんとＢさんか初めて顔を合わせる場面を想定し

ましょう。互いに相手に対して何の予備知識もありません。ＡさんはＢさんにどれほどの財力があるかを知り

たいと思っていると仮定しましよう。シグナルにはこのように俗っぽい例が多くあります。また、後で判明す

るように、教育投資にも俗っぽさが隠れています。 

 Ｂさんに財力があれば、ＡさんはＢさんと取引ができると考えているのかもしれません。しかし、Ａさんは

Ｂさんに「資産をどれだけ保有していますか」と直接聞くわけにはいきません。このような不躾な質問をする

人間はまずいないでしようし、たとえ質問しても正直に答えてくれるとは限りません。金融機関も教えてくれ

ません。しかし、それを間接的に知る方法があります。 

 ＡさんはＢさんが身に付けている物、すなわちスーツ・ネクタイ・腕時計などを観察することができます。

財力のある人ならば、高級なものを身に付けているでしょう。また、交換した名刺からも重要な情報が得られ

ます。Ｂさんの所属や肩書きが財力に関する情報を提供してくれるからです。さらに、自宅の住所も有力な情

報になります。地価の高い地域に住んでいれば、財力があるといえるでしょう。Ａさんがもっと正確な情報を

入手したければ、Ｂさんの住宅かどの程度豪華なのかを何らかの方法で実際に調べるでしょう。 

 このように、身に付けている物や肩書きや居住地から、Ｂさんの財力に関するかなり豊富な情報が得られま

す。Ｂさんの立場からいうと、それらを適切に選択することによって（努力が必要な場合もあります）、自分

の財力をＡさんなどの他者に知らせることができます。このとき、身に付けている物や肩書きや居住地は「シ

グナル」とみなせるのです。 

 シグナルは、直接的には観察できない事実を間接的に示す手段です。スペンスは、学歴が個人の能力に関す

るシグナルの役割を果たすと考えました。次にその考え方を検討してみましょう。 

 

シグナリング理論の基本的なアイディア 

 学歴が個人の能力に関する情報を発信することは、誰でも知っています。「大卒者は高卒者よりも平均的に

有能である」と誰でも信じているはずです。「一流大学」出身者は、「三流大学」出身者よりも能力があると多

くの人が考えています。スペンスの基本的発想自体は、とくに奇抜ではありません。実際のところ、彼は妻の

話をヒントにシグナリング理論を開発したといっています。 

 スペンスの優れた業績は、学歴がシグナルとして機能するメカニズムをモデルによって明らかにした点と、

経済学においてシグナル一般を分析するための道を新たに切り開いた点にあります。スペンスのアイディアは

ゲーム論の進展に大きく貢献しました。シグナルの概念は、教育の経済学だけでなく、金融論など経済学一般

でも重要になっています。たとえば金融機関は、融資の意思決定をする際に、潜在的な借り手の返済能力を各

種のシグナルを基に推定する、とみなすことができます。 

 スペンスがシグナルを議論する際に取り上げたのは、企業が新たに労働者を採用し、彼らの処遇（賃金）を

決定する問題です。以下でもその問題を取り上げて、シグナルの機能するメカニズムを検討してみましょう。 

 ここでまず重要となる概念が、「情報の非対称性」です。求職する労働者自身は自分の能力をよく知ってい

るのに、採用を考えている企業はそうでないという状態です。一股に情報の非対称性とは、取引に関して保有

する情報の量が、取引する主体間で異なることを意味します。 

 シグナリング理論のエッセンスを一言で表現すると、「学歴は情報の非対称性を解消する」となります。能

力は観察できませんが、学歴は簡単に観察できるため、そこから能力を推定できるというのがその意味です。

応募者に卒業証明書や成績証明書を提出させれば、学歴や試験結果は判明します。企業はそれを基にして能力

を推定し、応募者の処遇を決めることかできます。これは一見当然のように思えますが、これが成立するメカ

ニズムを考え出した点にスペンスの貢献があります。 

 求職者の立場からいえば、自分に能力があることを企業に知らせるためには、高い学歴を取得しなければな



りません。高能力者でも学歴がなければ、高い能力があるとは誰も認めてくれません。そのため、高い給料や

高い地位を得ることは困難になります。 

 シグナリング理論の最も重要な特徴は、大学が学生の能力をまったく向上させなくとも、個人は自分の高い

能力を企業（や社会一般）に知らせるために、大学あるいは有名大学に進学しようとする点にあります。これ

は人的資本論と完全に異なる考え方です。先に強調したように、教育は個人の能力を高めると人的資本論は考

えているからです。 

 

最も平易な説明 

 ここでは、シグナリング理綸の論理を生かしたまま、そ

の内容を世界で最も平明に説明してみましょう。次の「学

歴が能力を示すメカニズム」の項の末尾に、まとめとして

図を使った説明があるので、理解が混乱したときはそれを

参照してください。 

 まず、生産能力が異なる多数の求職者が存在すると仮定

します。話を単純化して、高能力者と低能力者の二種類の

求職者かいるとします。求職者はただちに就職することも、

あるいはまず大学に進学してから就職することもできま

す。 

 「大卒者は非大卒者よりも生産能力が高い」と企業は信

じていると仮定します。現実社会の多くの人がこう確信し

ているので、これは妥当な仮定といえるでしょう。ここに

は二種類の求職者しかいないので、この確信は「大卒者は

高能力で、非大卒者は低能力である」と言い換えることも

できます。 

 前章でも述べましたが、生産能力の高い（と推察される）

労働者に対して、企業は高賃金を支払います（さもなけれ

ば、他企業が高賃金で彼または彼女を奪ってしまいます）。大卒者は高能力であると企業は信じているので、

彼らに高賃金を支払うことになります。非大卒者には低賃金しか支払いません。そして、これらのことを公表

し約束します（さもなければ大卒者が集まりません）。 

 話を単純にするために、賃金水準は採用時に決め、後に変更しないと仮定します。これは一見極端なようで

すが、論理的には問題ありません。また現実においても、各労働者の将来賃金は学歴に応じて就職時におおよ

そ決まってしまいます[7]。 

 

[7]今日では成果主義賃金制度が取り入れられていて、かつてよりは将来賃金が不確実です。しかし、非大卒者が大卒者並みの

賃金を得ることは容易ではありません。また、以下の説明において理論の仮定を一般的にしすぎると、議論が複雑になって理解

しにくくなるという難点も発生します。 

 

 学歴で賃金水準が決まるので、非大卒者はどんなに能力があっても高賃金か得られません。こうした事態に

直面する個人はどう行動するでしょうか。自分が求職者になったつもりで考えてみましょう。低賃金よりは高

賃金のほうかいいので、多くの人が大卒学歴を獲得したいと考えるでしょう。 

 しかし、ここで問題が発生します。高賃金は確かに好ましいのですか、大学卒業証書を得るには費用がかか

①はじめに企業は「大卒者は高能力、非大卒者は低

能力」という信念を持っています。 

↓ 

そしてそれに基づいて、②のように、大卒者に高賃

金、非大卒者に低賃金を支給します。 

↓ 

すると③のように、高能力者は大学に進学し、低能

力者は大学進学を断念します。高能力者の教育費用

は低く、低能力者のそれは高いからです。 

↓ 

そのため何年か経過した後で、④のように、大卒者

の生産性は高く、非大卒者のそれは低いことか判明

します。 

かくして、①の信念が結局正しかったと確認される

ことになるのです。 



ります。大学受験のための勉強は、かなりの時間的・精神的費用をともないます。大学に入学してからも次々

と試験があります。勉強しないで留年などすると、金銭的費用もかさみます。そのため、これらの費用を考慮

しても、大卒賃金が魅力的か否かを判定する必要かあります。 

 注意すべきは、ここで挙げた費用の額に個人差かあることです。理解のはやい人や手際よく勉強のできる人

は、低い精神的・時間的費用で大学を卒業できるでしょう。そうでない人にとっては、大学で勉強することは

苦痛です。 

 そのため、教育費用の低い人は大学に進学します。他方、教育費用の高い人は、苦労して大卒学歴を得て高

賃金にありつくよりは、非大卒労働者として低賃金を甘受したほうが有利であると考えて、大学には進学しま

せん。 

 

学歴が能力を示すメカニズム 

「高能力者は勉強も仕事も能率よくできる」とスペンスは仮定しました。大学で要領よく勉強して苦労せず

に卒業単位を取得できる者は、就職してからもてきぱきと仕事をすることができると考えたのです。多くの人

たちもそう考えるでしょう。 

 勉強が能率よくできる個人は、教育費用の低い人です。そのような個人は仕事も能率よくできるわけですか

ら、この仮定は「大学教育の費用が低い個人は、就職後に高い生産性を達成できる」と言い換えることができ

ます。個人の教育費用と就職後の生産性の間には負の相関があるとも表現できます。 

 高能力者は低費用で大学を卒業でき、卒業後に高賃金を得られるので、先述のように大学に進学します。低

能力者は卒業証書を得る費用が高く、大学進学が割に合わないので進学しません。そのため、実際に大学卒業

証書を持っている求職者は高能力者のみになります。また、卒業証書を持っていない求職者は、低能力者のみ

になります。 

 すると、企業は求職者の能力を問わずに学歴だけを観察して大卒者に高賃金を支給するとしたにもかかわら

ず、実際に高賃金を支給することになる労働者は高能力者だけになります。他方、低賃金を支給することにな

るのは低能力者だけです。これは一見不思議に思われるかもしれませんが、この論理を検討してみれば、当然

であることがわかります。 

 企業と求職者の間に生産能力に関して情報の非対称性が存在することが、ここまでの議論の前提でした。し

かし、就職してから 10 年、20 年と時間が経つと、各労働者の能力が企業にも次第にわかるようになり、非対

称性が解消されていきます。 

 しかし、それが解消される段階になって、各労働者の生産性と賃金を点検してみると、高賃金労働者は高い

生産性を発揮する者のみであることが判明します。なぜなら、大卒者のみが高賃金を得ており、彼らだけが高

能力者だからです。他方、低賃金労働者は低い生産性の者のみであることも判明します。なぜなら、非大卒者

のみが低賃金を得ており、彼らだけか低能力者だからです。 

 当初、企業は「大卒者は非大卒者よりも生産能力が高い」と信じて学歴によって賃金に差をつけました。と

ころが結局のところ、高能力者は全員が大学を卒業し、低能力者は誰も大学に進学しないので、この信念は正

しかったと後に確認されることになります。すなわち、当初のこの信念は変更する必要がないことになります。

このような状態をスペンスは「シグナリング均衡」と呼びました。 

 以上のシグナリング理論は、図に要約されています。①のように、はじめに企業は「大卒者は高能力、非大

卒者は低能力」という信念を持っています。そしてそれに基づいて、②のように、大卒者に高賃金、非大卒者

に低賃金を支給します。すると③のように、高能力者は大学に進学し、低能力者は大学進学を断念します。高

能力者の教育費用は低く、低能力者のそれは高いからです。そのため何年か経過した後で、④のように、大卒

者の生産性は高く、非大卒者のそれは低いことか判明します。かくして、①の信念が結局正しかったと確認さ

れることになるのです。 



 

シグナリング理論の解釈 

 この説明は、直観を重視したものです。経済学の正式の議論では、シグナリング均衡が成立するための条件

や、さまざまな性質の現れる条件か詳しく分析されています。ここではそうした議綸をしないで、重要な注意

点をいくつか付加しておきたいと思います。そこからも、教育の本質に関する示唆が得られます。 

 先述のように。教育に能力を増大する効果がなくとも、シグナリング理論は成立します。大学が学生の能力

を高めなくとも、高能力者は大学に進学するのです。この点が人的資本論との根本的な相違です。（ただし、

大学教育が能力を高める機能とシグナルを発する機能の両方を持つ理論も作られています。） 

 大学教育に（生産能力増大機能がなく）シグナルを発する機能しかない場合、大学が存在することは好まし

いことなのでしようか。大学が存在しない場合には、高能力者と低能力者が識別できないので、彼らの平均生

産性に対応した賃金が各人に支給されると仮定しましょう。すると、大学が存在することによって低能力者は

確実に不利となります。なぜなら、彼らは学歴によって低能力者と識別され、彼らの低い生産性に対応した低

賃金を支給されるからです。 

 それに対して高能力者は、大卒学歴によって高能力者と認識されるので、必ず有利になるように思えます。

もちろん、そういう場合があります。しかし、彼らも不利になる場合があるのです。 

 それは、大多数（たとえば九割）の求職者が高能力であるような場合です。そうした場合に高能力者が識別

されても、彼らの生産性は、識別されないときの平均生産性と大きく異なりません（大多数が高能力者なので）。

識別されることによって彼らの賃金が多少増えても、大学教育を受けることの費用を考慮すると、不利になり

うるのです。条件によっては、すべての大学を廃止してしまえという「暴論」も実は正論になります。 

 シグナリング理論では大学教育の内容がほとんど問題にならないことも注目に値します。教育の内容は会計

学でも天文学でも古代ペルシャ語でもかまいません。教育費用が生産能力と負の相関をしさえすればいいので

す。あえていえば、この条件か満たされるかぎり、教えられる内容は学問である必要さえなく、たとえば囲碁

や占星術でもかまいません。 

 実際のところ、ここまでに検討してきたシグナリング理論では、大学教育投資に社会的な収益がありません。

一部の人たちが大学を卒業しても、あるいは誰も大学に進学しなくても、経済全休の生産物の量は同じです。

大学は学生の生産能力を上げないからです。経済全体から見たら、大学の存在は完全な資源の浪費になります。 

 では、大学はどのような機能を果たしているのでしょうか。人々を識別して、パイ（企業ないしは経済全体

の生産物）の配分の仕方を変える機能を果たしているに過ぎません。大学が存在するために、高能力者は高賃

金、低能力者は低賃金を得るようになるのです。 

 これは次のように言い換えることもできます。企業のなかで高能力者と低能力者が一緒に働いている場合に、

企業全体の生産量は明確にわかりますが、それに対する各人の貢献がよくわかりません。高能力者は、自分が

高能力で企業に大きく貢献していることを示すために、わざわざ大学で苦労して勉強し、高能力の認定（大学

卒業証書）を得るのです。 

 

お金がなくて大学に行けない場合は？ 

 スペンスの理論のなかで大学に進学する人は進学前から能力のあった者、進学しない人は進学前から能力の

なかった者ということになります。これを聞けば、少なからざる人たち（とくに年輩者）が心中穏やかでない

でしょう。高校でかなり勉強ができたのに、親にお金がなかったので大学に進学できなかった人たちかいるか

らです。彼らは能力がなかったから大学に行かなかったとは絶対に認めないと思われます。 

 このような問題が出てくるのは、スペンスの理論か暗黙のうちに単純な仮定を導入して議論しているためで

す。それは資本市場の完全性の仮定です。資本市場の完全性とは、競争的な利子率で資金の貸借が自由に（無

制限に）行える状態です。この仮定が導入されると、親にお金のない人も、資本市場でお金を借りたいだけ借



りて大学教育に投資できます。 

 それに対して資本市場が不完全であれば、貧乏人の子どもが大学で学ぶためには、辛いアルバイトをしたり、

高利の融資に頼ったりしなければなりません。働きながら勉強することは精神的にきわめて辛く、教育費用は

高いものになります。高利の融資に頼ることも教育費用を高めます。現実社会にはこういうことか普通に発生

し、高能力者でも教育費用か高くなることかあるのです（とくにかつてはそうでした）。そのために、そうし

た人たちは大学進学を断念するのです。 

 資本市場が完全なときは、貧乏人の子どもも辛いアルバイトをすることなく、金持ちの子どもと同じ条件で

教育投資をすることかできます。そのため、スペンスの理論のように、生産能力が同一の個人は同一の教育費

用に直面し、同じような投資行動をするとみなすことができるのです。スペンス理論は「同能力同費用」を仮

定しているのです。 

 多くの場合、資本市場の完全性の仮定は経済の議論をするときに曲者となります。暗黙のうちにそれを仮定

した議論の結論が、一人歩きすることは少なくありません。いつのまにかその仮定が忘れられ、それなしでも

理論が成立するかのように思い込まれてしまうのです。シグナリング理論がその例になるでしょう。 

 自由競争を賛美する今日隆盛な議論も、暗黙のうちに資本市場の完全性を前提としているはずです。さもな

ければ、貧乏人は新事業を行う資金を調達することが困難で、なかなか下層階級から抜け出せないからです。

努力さえすれば貧乏人も金持ちになれるというような議論においては、資本市場の完全性が必要条件になりま

す。 

 ここまであえて明言しませんでしたが、人的資本理論も多くの場合に資本市場の完仝性を仮定して議論され

ます。前章の議論も例外ではありません。たとえ教育投資の収益率が高くとも、資本市場が不完全で親に資金

がなければ投資することは困難です。つまり、高い収益を生み出す投資機会を活用することができないのです。 

 経済学ではかなり以前から、各国における個人の教育投資量の決定要因がデータを使って分析されてきまし

た。そのほとんどすべての結果において、親の富裕度（所得または資産の額）は子どもの進学に強く影響して

います。現実経済では、資金の確保が教育投資に絶対必要なのです。 


