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１９７０年代から９０年代後半に至るまでの約四半世紀の間、経済協力開

発機構（ＯＥＣＤ）加盟諸国に課せられていた経済政策面での最大の課題

は、ケインズ的な需要管理政策の破綻と第一次石油ショックに起因した大

インフレーションを克服し、物価の安定を図ると共に、持続的な経済成長

と低水準の失業率を中長期的に実現することであった。こうした長い期間

にわたる努力の後、近年、経済のグローバル化と情報技術（ＩＴ）を中心

とするニュー・テクノロジーの進歩が並行するなかで、米国や英国、オラ

ンダ、デンマーク、ノルウェー、アイルランド等の欧州加盟国、豪州など

が、息の長い経済成長、雇用の拡大、失業の減少と低いインフレ率とを併

せて実現するという、目覚ましいマクロ経済パフォーマンスを示すように

なった。もっとも、このようにマクロのベースでみた経済が好調を維持し

ている国のなかでも特に米国や英国などで、そしてまた景気の回復がこれ

ら諸国よりも遅れて始まった多くの国で、個々人や家計のベースでみた所

得や富の分配の面で不平等の拡大傾向が持続している（ないしは改まらな

い）という不満が根強い。また、日本でも、不況の長期化と失業の増加な

どの動きのなかで、不平等感の高まりが見られている。

９０年代後半、直接投資を中心とする資本移動の一層の自由化を目指した

多角的なルール作りの国際交渉がＯＥＣＤの場において加盟国と一部の非

加盟国とを包摂する形で進められたが、この交渉は結局行き詰まった。ま

た、昨年１２月、先進工業国のほか新興工業経済、開発途上国の代表の幅

広い参加を得て、ポストウルグアイの新しい貿易交渉を開始する問題を取

り扱った世界貿易機関（ＷＴＯ）シアトル閣僚会議が不首尾に終わった。

そして、今年２月にバンコックで開かれた国連貿易開発会議（ＵＮＣＴＡ

Ｄ）サミット会合では、新興工業経済や開発途上国における労働基準や環

境保全基準と貿易の関係に関する考え方、農産物、繊維製品などに関する

先進工業国の残存輸入制限、貿易自由化を巡る開発途上国の取り扱い、な



どを巡って各国の意見の相違が目立った。

　このような国際交渉の模様からも明らかなとおり、国境を越えたモノと

サービスの取引、資本移動、などに関するグローバルなルール作りに関す

る最近の論議には、先進工業国、新興工業経済、そして開発途上国との間

における所得分配に及ぼす影響を巡る意見の対立が、以前にも増して色濃

く投影されるようになっている。また、第二次大戦後ＯＥＣＤ加盟国を中

心にほぼ一貫して進められてきた貿易と資本の自由化、１９８０年代以降

多くの加盟国が取組んできた生産財・サービス市場における規制の撤廃・

緩和などを通じる競争原理の貫徹、さらには、（国によってばらつきがあ

るが）主として１９９０年代に入って徐々に進められてきた労働市場の流

動化、などを通じる経済効率の向上に対して社会的公平の見地から抵抗す

る動きは依然根強い。

ＯＥＣＤ諸国における所得分配の動向

ＯＥＣＤ加盟国の国内における規制の撤廃や緩和などを通じる競争の促進、

二国間、地域内、そしてより多角的な貿易と直接投資の自由化、さらには

技術の開発と移転がもたらすマクロ経済の効率化、生産性の向上、国民所

得へのプラス効果を重視するエコノミストの主張のなかで、一体、所得と

富の分配の面では――認識の問題としてではなく統計に裏打ちされた事実

として――どのような動きが生じてきたのだろうか。ＯＥＣＤ経済総局で

は１９９０年代央から、総局長をしていた筆者の指揮の下、加盟国におけ

る所得格差問題の分析作業を始めた。その最初の成果は、１９９７年１２

月公表のＯＥＣＤエコノミック・アウトルックに掲載されている。調査の

対象となった国は、米国、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、豪州、

デンマーク、フィンランド、オランダ、スウエーデンの１０カ国であった

（日本は、国際的に比較可能なデータの制約などのため、調査対象とはな

らなかった）。もちろん、国際比較の結果は、所得をどういう切り口で捉

えるかによって、異なることがある。これからの議論を明確なものとする

ため、ここで、家計所得の基本概念を確認しておくことが有用であろう。

　　　　　　　　個々の家計構成員（夫、妻など）の賃金など雇用



　　　　　　　　者所得、自営業収入の合計

　　　　　　＋　資本収入（利子、配当収入など）

　　　　　　＋　民間所得移転（贈与、私的年金など）

　　　　　（＝　家計市場所得）

　　　　　　＋　公的所得移転（失業・傷病手当、生活保護手当、

　　　　　　　　公的年金など）

　　　　　　｜　直接税（社会保険料支払いを含む）

　　　　　　＝　家計可処分所得

　ＯＥＣＤの調査は、いくつかの不平等の計測尺度をあわせて用いている。

調査結果のポイントの第一は、上記の定義式にみられる家計市場所得のベ

ースで捉えられた分配の不平等が、１９７０年代央から９０年代央（国際

比較が可能な最新時点）の間に、ドイツ、フランスを除く全ての調査対象

国で拡大したことである。第二のポイントは、家計可処分所得でみた格差

が市場所得ベースでみた格差より小さかったことである。もちろんこれは、

累進所得税、公的所得移転などのメカニズムが可処分所得の平準化に寄与

したからである。第三のポイントは、こうした所得平準化のメカニズムの

存在にもかかわらず、可処分所得ベースでみた所得格差も、ドイツそして

多分フランスとデンマーク（両国については、統計の制約からやや不確か

な面がある）を除く全ての国で拡大したことである。

　上述のように、ＯＥＣＤの調査には七大国のうち日本や英国が含まれて

いない。以前にアトキンソン等がＯＥＣＤの依頼で行った調査（対象期間

はおおむね１９７５年～９０年代初）は、これらを含むより多くの国を対

象としている。この調査（ＯＥＣＤ「社会政策研究」第１８号）によれば、

家計可処分所得に関するジニ係数（不平等の計測に使われる代表的な尺

度）は、７大国のうち米国、日本、ドイツ、英国で上昇した一方、カナダ

では横這い、フランス、イタリアでは下落と、区々の動きであった。

　次に、社会的公平の問題のなかでも最も重要な貧困に関する統計的事実

をみてみよう。ＯＥＣＤの調査では、貧困者を「可処分所得の中位数の５

０％水準を下回る所得階層に属する人」として捉えている。このベースで

みた貧困比率は、１９７０年代央から９０年代央の間、米国で上昇しただ

けではない。より大幅な上昇がドイツ、イタリア、オランダでみられた。



一方、カナダ、豪州、デンマーク、フィンランドでは、貧困比率が低下し

た。そして、１９９０年代央時点における貧困比率の水準は、調査対象一

〇カ国中、米国が最高（17.1％）、イタリアが第二位（14.2％）であった。

もともと貧困比率の低かったデンマーク、フィンランドでは 5％前後にま

で低下をみた。これらに次いで低い国は、オランダ（6,6％）、スウェーデ

ン（6.7％）、フランス（6.8％）であった。

個々の家計が所得階層に占める地位は、家計構成者の雇用状態（雇用所得

を得る者がゼロか、一人か、それ以上か）によって、大きく左右される。

貧困階層に所属する比率が最も高いのは、雇用所得を得る者が全くいない

家計である。このことは、失業手当、傷病手当などの移転所得受け取り後

の可処分所得ベースでみても変わらない。そして、こうした統計的事実は、

国民所得の増大と失業の減少をもたらすマクロ経済政策運営が貧困の減少

に資することを物語っている。しかしながら、ＯＥＣＤの調査結果が示す

ように、所得格差の拡大と高い貧困比率は、景気循環要因の影響（従って、

マクロ経済政策の影響）が少ない、10 年を超える長い期間で捉えたトレ

ンドとしても継続している。これには、構造要因が働いていることは明ら

かである。こうした構造要因としては何が重要なのだろうか。

格差拡大の構造要因

　家計ベースでみた市場所得の格差拡大は、家計構成者個々人の賃金や自

営業所得などの動向だけでなく、市場所得を得る家計構成者の数によって

生じている面がある。この点、高学歴の男子と所帯を同じくする高学歴の

女子が結婚後もいわゆるキャリア・ウーマンとして就業する傾向が多くの

ＯＥＣＤ加盟国で趨勢として強まっているが、これは家計所得格差拡大の

一つの重要な要因となっている。所得格差の拡大という統計的事実は、人

口動態要因によっても生じている。例えば、米国カリフォルニア州では、

ヒスパニック系移民の急増がジニ係数でみた同州の所得格差を拡大する方

向に働いている。この傾向は、彼等のカリフォルニア州における賃金が母

国におけるそれより高くても、同州の平均水準より低いかぎりにおいて趨

勢的に生ずる。しかしながら、第一期クリントン政権下、労働省チーフ・

エコノミストを勤めたカッツが指摘しているとおり、米国における家計所



得格差の拡大傾向は、こうした人口動態要因の影響が少ない地域において、

所帯構成の影響などを除いてみても（例えば、個々の白系米国人のレベル

でみても）、生じている。

ここで基本的な問題は、多くのＯＥＣＤ諸国でみられる個々人の賃金格差

拡大傾向が如何なる構造要因によって生じているかということである。こ

の点、特に注目されるのは、特殊技能（スキル）を持った人とそうでない

人との間の賃金格差が著しくなっていること、同じ学歴階層に属する人達

の間でも賃金格差の拡大傾向がみられること、スキルを持たない人の長期

失業傾向が強まっていること、である。日本においても近年同様な傾向が

みられているが、こうした動きは、ＯＥＣＤ加盟国だけでなく、新興工業

経済や対外開放度を高めつつある開発途上国でも生じている。経済発展と

所得格差との関係に関するクズネッツの仮説によれば、所得格差は経済発

展の当初段階では拡大し、やがて縮少に向かうものとされている。しかし

ながら、近年の研究によれば、所得格差と経済発展との間には、必ずしも

一義的な関係はみられていない。

グローバル化と賃金格差

スキルを持つ人と持たない人との間で近年世界的にみられる賃金格差拡大

傾向の有力な説明要因として指摘されるのが、「グローバル化」（先進工業

国のみならず新興工業経済や開発途上国が国境を越えたモノ、サービス、

資本の取引に幅広く参画する動き）と情報技術（ＩＴ）を中心とする「技

術革新」の二つである。確かに、ＯＥＣＤ諸国における輸入および対内直

接投資の自由化に伴い、農産物など第一次産品のほか、繊維など軽工業製

品、さらには、より高度の工業製品を非加盟国からの輸入に依存する傾向

が強まっている。この間、ＯＥＣＤ諸国企業が生産拠点を賃金水準の比較

的低い非加盟国に移行する動き（いわゆる「空洞化」）も生じている。こ

うした動きは、ＯＥＣＤ諸国における社会保障制度や環境保護政策などに

伴う域内企業負担の上昇や外国における優遇税制による不公正な企業誘致

などによって加速化されているという指摘もある。

しかし、筆者がＯＥＣＤ在勤中、スタッフと共に取り纏めた報告によれば、

貿易の自由化は、ＯＥＣＤ諸国における（賃金・所得の格差拡大の背景に



ある）未熟練労働に対する需要減少の主因ではない。また、ＯＥＣＤ諸国

の海外直接投資が増加しているのも事実であるが、これが国内の雇用と賃

金の全般的な水準に目立った影響を及ぼしているという説得的な実証分析

の結果はまだ得られていない。

　労働経済学者のリチャード・フリーマンは、１９９５年、「あなたの賃

金は北京で決められているのか？」という、刺激的なタイトルの論文を発

表した。この問いかけに対する答えは、ＯＥＣＤ加盟国と非加盟国との間

で実際に生じた（従って統計的に容易に捉えられる）貿易の規模によって

決まるものではない。仮に両者の間の現実の貿易規模が小さくても、自由

貿易体制下、低賃金国からの潜在的輸入圧力が強く、このため、高賃金国

でも生産されている同様な製品の国内販売価格が国際的に競争可能な水準

に抑えられている場合には、その製品の生産に携わるＯＥＣＤ加盟国労働

者の賃金水準は、最低賃金規制などの制約がないかぎり、低賃金国のそれ

にさや寄せされるはずである。一方、多くの欧州大陸諸国でみられるよう

に、社会的公平の見地から最低賃金規制のバーがきわめて高く設定されて

いる場合には、賃金格差は現実には拡大しない反面、ＯＥＣＤ加盟国のこ

うした生産部門における労働需要が減少し、失業が増加する結果として、

家計の市場所得格差が拡大することとなる。

　もっとも、こうした推論は、グローバル化のなかでも各国生産の専門化

がまだ完了していない段階で成り立つものである。一方、それぞれの国が、

貿易相手国では生産されていない財およびサービスの生産に完全に特化し

ている状況の下では、先進工業国における貿易可能財（tradab le go ods）

の生産はスキル集約部門に集中する傾向が強まろう。この場合、その国に

おける未熟練労働に対する需要は非貿易財（non-trad ab le go ods）およ

びサービスの国内需要によって定まり、この部門における労働者の賃金水

準は、海外における賃金水準ではなく、国内における労働生産性の水準（そ

して、最低賃金規制のバーが高い場合には、そのフロア）によって決まる

ことになる。このように国際分業が完全な状況の下で、スキルを持った労

働者に対する国内および海外からの需要全体の増加がその国内供給増加を

上回る一方、スキルを持たない労働者に対する国内需要の増加がその国内

供給増加を下回る場合には、賃金格差が著しく拡大することとなる。



技術革新と賃金格差

　技術革新、とくに最近目覚ましい情報技術の進歩は、スキルを持った人

と持たない人に対する需要と供給のミスマッチを大きくし、賃金格差を拡

大する重要な要因となっている。ロンドン大学教授のスノゥワーは、先進

工業国で最近強まっている「企業組織の再編成」の動きを「技術革新」と

は別個の賃金格差拡大要因として捉え、その重要性を強調しているが、技

術革新を幅広く定義すれば、企業の再編成もこれに含まれているともいえ

よう。

ここで生ずる一つの問題は、もし広い意味での技術革新が現に賃金・所得

の格差拡大の最大の要因であるとすれば、マクロ統計ベースで捉えられる

生産性、国民所得の動向に技術革新の影響が何故これまではっきりと現れ

てこなかったのか、ということである。技術革新のマクロ経済に及ぼす影

響については、実質国民所得の成長率から労働と資本など生産要素の投入

量の変化の影響を除去した残差として導出される「全要素生産性」の動向

として捉える手法が一般的である。全要素生産性の伸び率は、１９７０年

代前半以降、当時の生産性リーダーであった米国だけでなく、それへのキ

ャッチ・アップ過程を終えつつあった日本や欧州のＯＥＣＤ加盟国におい

ても、長らく低下傾向を辿ってきた。技術革新の速度が高まったという認

識が一般的であった中で生じた全要素生産性の上昇率低下は「生産性パラ

ドックス」ともいわれ、その原因の解明のためにこれまで多くの研究が行

われてきたが、まだ十分に説得的な分析結果が得られていない。ここでは、

技術革新に伴うモノやサービスの品質の向上などが物価統計に十分に反映

されていない場合には、名目経済成長率から一般物価上昇率を差し引いて

得られる実質経済成長率、そしてこれから導出される全要素生産性伸び率

が実勢よりも低めとなること、こうした統計上のバイアスが近年拡大して

いる可能性があること、だけを指摘しておこう。

もっとも、１９９０年代後半には、米国をはじめ、デンマーク、アイルラ

ンドなどで、全要素生産性の上昇が加速する動きがみられるようになって

いる。これらの国における近年の全要素生産性上昇には景気拡大局面の循

環要因も働いているとみられるので、一概に技術革新の影響だけだと断定

することは出来ない。しかしながら、一人当たり国民所得の平均水準がＯ



ＥＣＤ諸国のなかでもきわめて高い米国（１９９７年、2 万 9328 ㌦）、

デンマーク（ＯＥＣＤ算出購買力平価で同 2 万 5514 ㌦）などで生産性

の伸びが高まっていることは注目される（ちなみに、アイルランドは、同

2 万 634 ㌦、日本は、同 2 万 4574 ㌦）。もともと米国で、経済成長に

対する雇用増大の寄与が若干ながら低下をみた９０年代（雇用の年平均増

加率、１９７９～８９年 1.7％、１９８９～９８年 1.3％）を通じて、一

人あたり国民所得成長率が１９８０年代とほぼ同じペース（年平均

2.1％）を維持できたのは、被雇用者一人あたり国民所得成長率（１９７

９～８９年平均 1.1％、１９８９～９８年 1.7％）が高まったからであっ

た。現実の失業率が従来想定されていた自然失業率の水準を大きく下回っ

ている状況下、米国の今後の経済成長力は、労働投入量の伸びよりも、技

術革新を通ずる生産性の伸びによって左右される度合いが高まっている。

またそれだけに、技術革新と所得分配の関係も重要な問題になっていると

いえよう。

政策対応のありかた

米国レーガン政権下で大統領経済諮問委員会委員長を務めたマーチン・フ

ェルドスタインは、米国などにおける所得格差拡大傾向それ自体は問題視

するに値しないとの見方をしている。彼は、もしある人達の所得水準の上

昇が他の人達の所得水準の下落を招来するものでなければ、それは統計的

には所得格差の拡大として捉えられるが、社会全体の厚生は高まっている

とみるべきであると主張している。そして、米国において近年、高所得者

の所得が低所得者のそれを上回るテンポで伸びているのは、高所得層にあ

る人達の著しい（単位時間当たり）労働生産性の伸び、彼等の就業時間の

長期化、資本コストの低下、起業家としての成功などによるものであると

指摘している。

この点、筆者も、すでに高所得層にある人達が自己努力を通じて生産過程

で所得をさらに増大する誘因を、過度に累進的な直接税制などによって弱

めることがあってはならないと思っている。それと同時に、起業家の自由

な営利追求活動の成功は、社会資本の支援などによってはじめて可能にな

るものであることも忘れてはならない。恵まれない人達に対して国家が保



証するシビル・ミニマムの絶対水準も一般国民所得水準の上昇に然るべく

（他者への依存心を助長しない範囲で）スライドして引き上げられるよう

な所得移転システムを維持するため、富める者が社会連帯の立場から応分

の貢献をすることは当然のことである。問題は、経済効率と社会的公平と

のバランスをどのように達成するかという具体論である。

基本的な対策の第 1は、長期にわたる労働市場からの退出、これに伴う就

業能力の喪失など、多くのＯＥＣＤ加盟国に共通する市場所得格差の根因

を排除することである。この点で、ＯＥＣＤの失業問題に関する報告書に

盛り込まれた、労働市場の流動化など幅広い政策提言はきわめて重要であ

る。特に、技術革新が従来有用であったスキルを急速に陳腐化させる傾向

が強まっている状況の下では、最新のスキル確保のための企業内部におけ

る就業者（インサイダー）の研修強化のほか、アウトサイダーである新卒

者の職業訓練や失業者の再訓練を支援するため、出来るだけ市場メカニズ

ムを活用した――いわゆる「能動的(active)」な――労働政策の積極的な

推進が望まれる。さらに、最低賃金規制のバーがあまりにも高い水準に引

き上げられると、インサイダーの賃金所得水準の向上にはプラスである反

面、アウトサイダーの新規採用が抑制されるというマイナス効果が生じ、

インサイダーとアウトサイダーとの間で不公平が拡大する点にも配慮しな

ければならない。低賃金所得者の購買力確保、生活水準の維持のためには、

企業の採用コストの上昇と労働需要の減少を齎すような最低賃金のバーの

引き上げよりも、公的資金によってサポートされた直接的な可処分所得維

持策の選別的な実施のほうが望ましい。

第 2に、グローバル化、通信情報技術の発展のなかで、海外で生じる変化

が国内にも迅速に反映される新しい環境に対応した個々人の自己努力によ

る生涯学習、そしてこれを通ずる不断のスキル向上を助成するため、その

基盤となる教育制度を充実することが大切である。この点、米国などでは、

恵まれない家庭の子供達に対する初等教育の徹底と中高等教育への機会均

等が、喫緊の課題であろう。また、日本の場合には、海外とのコミュニケ

ーションの強化にもつながる義務教育段階を含めた（特に論理的思考力と

文章力の強化を目指した）言語教育の充実、そして暗記力よりも発想力の

涵養を重視した教育プログラムを早期に実施することが重要と思われる。

第 3に、人口の高齢化に伴い複雑化しつつある世代間での所得と富の分配



のより良いバランスを図ることが大切である。この問題は、基本的には、

健康な高齢者の生産活動への積極的な参加（これには、そのインセンティ

ブとなるような所得税制措置や民間レベルでの仕組みの構築が必要）、高

齢就業者を含む全労働者の生産性向上などを通じる経済成長力の増強、そ

してこれによって増加する財政収入によって裏打ちされた真に支援を要す

る高齢者に対する選別的なサポートを通じて解決すべきものである。急速

な人口の高齢化と共に少子化の傾向が目立つ日本では、このほかにも、な

お残存している女性の職業生活に対する制約を排除することが重要なポイ

ントである。

第 4に重要な点は、マクロ経済政策の適切な運用を通ずる実体経済の安定

化である。特に不況期に生じた循環的失業が履歴効果を通じて構造的失業

に転ずる傾向が強い国においては、これは短期のみならず、中長期的な所

得と富の公平な分配にも資する。そして、インフレーションとデフレーシ

ョンを回避し、一般物価の真の安定（上述した物価指数の計測上のバイア

スなどを修正したもの）を維持することは、金利所得から得られる実質購

買力と金融資産の実質価値が不測の変動に曝されるリスクを少なくするこ

とを通じて、とくに専門的な金融知識を持合わせていない一般市民の健全

な金融貯蓄・投資行動を促進し、所得と富の公平な分配にも寄与する。従

って金融政策当局は、租税、移転支出などを扱う財政当局と同様、所得と

富の分配の問題に十分な注意を払いながら、その最終目的である物価の安

定維持に努めなければならない。

これに関連して、近年、中央銀行の独立性と対外説明責任（アカウンタビ

リティ）ともからみ、数値をもって明示されたインフレーション目標を設

定する動きがかなりの数のＯＥＣＤ加盟国でみられている。この間、日本

では、デフレ的な色彩が払拭されていない状況の下で、これら諸国におけ

る場合（インフレ率の引き下げを目的）とはやや異質な動機で、インフレ

目標設定の是非が論議されている。この点について筆者は、金融政策の最

終目的である中長期的な「物価の安定」の意義（一般物価水準の安定かイ

ンフレ率の低位安定か、それぞれの費用と便益の評価）、物価計測上のバ

イアス、物価予測の精度、金融政策の操作目標と最終目的との関係、信認

と操作可能性、政策運営の透明性との関係、などの根本問題を含む幅広い

枠組みのなかで、より精緻な検討が早急に進められなければならないと考



えている。

第 5に、国際的な政策協力との関連で述べれば、ＯＥＣＤなどが主張して

きたように、加盟国内における賃金格差の拡大傾向がいわゆるグローバル

化よりも、広い意味での技術革新によって生じている面が大きいとすれば、

先進工業国における社会的公平の維持のために貿易や直接投資の自由を制

限する保護主義措置を用いることは誤りといえる。高齢化傾向の下、経済

の効率化による労働生産性の向上が中長期的な課題になっている先進工業

国は、社会的公平とのバランスに配慮した上述のような政策の実行が、国

内における規制の撤廃・緩和のほか農業生産物、繊維製品等の輸入自由化、

サービス部門の対外解放などによる競争の推進（これに伴う非効率産業・

企業の淘汰と摩擦的失業の発生のリスク）に対する国内の抵抗を少なくし、

より高度な経済構造への移行を社会的安定のなかで実現する、という基本

認識に立って国内市場開放プログラムを実行することが大切である。その

うえで、開発途上国に対しては、その市場の秩序立った自主開放が自らの

中長期的な経済発展の促進のために重要であるということを事例をもって

示すことが、かつて経済のテイクオフ段階を経験した先進工業国の責務で

ある。先進工業国と開発途上国との間における所得格差の縮小は、基本的

には、前者から後者への直接的な所得移転の強化ではなく、市場メカニズ

ムを通ずる自由な貿易、直接投資、技術移転、競争市場原理をできるだけ

活用するような法制などの基盤の整備と人的資源の育成などを通じてはじ

めて持続的に実現されるものである。先進工業国が途上国に対して行う二

国間そして多角的な開発援助は、こうした見地に立って実行されるべきも

のである。特に、開発援助が絶対金額のベースでは世界第一の地位にある

日本の場合には、こうした観点から、その質の一層の向上を図ることが望

まれる。

（論争「東洋経済」、２０００年５月）


