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Cま しカ{き

この報告書は､平成7-9年度(1 99 5-9 7年度)の3年間にわたって実施された

文部省科学研究費補助金･基盤研究(A) (1) ｢国際経済環境と産業構造が変化する中での日

本型資本主義の調整様式の変容に関する研究-社会制度的･計量的分析｣ (課題番号0

73 030 1 5)による共同研究の成果をまとめたものである｡

本研究は､今日進行している国際経済環境と産業構造の変化のもとで､日本型資本主義

の調整様式がいかに変容しっっあるかを社会制度的かっ計量的に分析するものであり､し

たがって､平成4-5年度科学研究費補助金･総合研究(A) ｢日本型資本主義の調亜(レ

ギュラシオン)様式に関する制度的･計量的研究｣(代表者･山田鋭夫:課題番号0 4 3

o 1 0 7 0)の研究成果を踏まえ､かつそれを発展させようとするものである｡すなわち､

現代日本経済とその変容を分析するに際して｢レギュラシオン･アプローチ｣がもつ積極

的意義にかんしては､われわれはすでに上記の研究で確認した(1 9 9 4年1 0月発行の

同･研究成果報告書を参照のこと)
｡したがって今回のわれわれの研究の重点は､そうし

た方法的確認のうえに立って､また1 9 9 0年代における国際経済と産業構造の新局面の

展開という事態を踏まえて､日本型資本主義とその現代的変容に関して､これをレギュラ

シオン(調皐)様式､制度諸形態(賃労働関係､国家､金融､国際体制)
､および蓄積体

制の諸側面から分析することに置かれた｡

いま少し具体的に言うならば､われわれが目的としたものは､円高や対アジア投資の拡

大などに顕著に現れている国際経済環境の変化､ならびに産業の高度化やサービス化とい

った産業構造の変化のもとで進んでいる日本資本主義の調整様式の変容を分析することで

あった｡研究の最終段階ではいわゆるアジア通貨危機や日本経済の極度の不振などが報じ

られ､この間の経済的変化の激しさが実感されたが､われわれの研究はそうした激変その

ものを捉える基礎的な枠組みを確定することにもあった｡こうして本研究は､第1に､日

本型資本主義の調整様式に関して､これまでの研究で有力視されてきた｢企業主義的レギ

ュラシオン｣の仮説をいっそう深めるとともに､この仮説では抜け落ちる諸点をカバーす

るためにも､これと同時に新たに｢階層的市場-一企業ネクサス｣の仮説を展開する｡第2

に制度諸形態に関しては､賃金決定制度(有組合企業および無組合企業) ､企業福祉制度､
金融的調整制度､東アジアの企業内貿易制度などに即して具体的に解明する｡第3に､そ

れら制度諸形態の構造的適合性のうえに形成された戦後日本の成長体制ないし蓄積体制に

関して､これをマクロ経済学および計量経済学の手法を援用しつつ解明する｡研究の細部

については以下の本論を参照されたい｡

本研究を進めるにあたっては､多数の方々から意義深い示唆をいただいた｡逐一お名前

をあげることはしないが､毎回の研究会で専門的知識を提供してくださった研究者各位に

厚くお礼申し上げたい｡

今回の共同研究の研究組織､研究経費､研究発表は次頁以下のとおりである｡

平成10年(1998年) 10月

研究代表者 山田 鋭夫
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平成7 - 9年度科学研究費補助金･基盤研究(A)(1)

国際経済環境と産業構造が変化する中での日本型資本主義の調整様式の変容に関する研究

一社会制度的･計量的分析-

1.研究組織

研究代表者:

研究分担者:

2.研究経費

平成7年度

平成8年度

平成9年度

計

3.研究発表

日 学会誌等

山田 鋭夫

平野 泰朗

都留 康

井上 泰夫

花田 呂宣

海老塚 明

磯谷 明徳

植村 博恭

遠山 弘徒

手仁 宏幸

鍋島 直樹

(名古屋大学経済学部教授)

(福岡県立大学人間社会学部教授)

(一橋大学経済研究所教授)

(名古屋市立大学経済学部教授)

(熊本学園大学社会福祉学部教授)

(大阪市立大学経済学部教授)

(九州大学経済学部助教授)

(名古屋大学経済学部助教授)

(静岡大学人文学部助教授)

(京都大学経済学部助教授)

(富山大学経済学部助教授)

2, 200千円

1, 700千円

1, 700千円

5, 600千円

･山田鋭夫(YANADA Toshio) ｢資本循環と市民社会｣ r鹿児島経大論集1 36(4), pp. 1-19,

1996.1.20

I -

｢現代資本主義分析の方法と理論-レギュラシオンの視点から｣ F経済理論

学会年報1 33, pp.31-42, 1996.10. 1

I -

｢企業主義的調整と新しい差別化｣栗原彬編F<講座差別の社会学1 >差別の

社会理論』弘文堂, pp.311-323, 1996. 1l. 15

I - `Le capitalisne japonais et le compromis compagnie-iste', Eco托珊ic Res

earch Center Discussion t'at)er, 101, pp. 1-5l, August 1997.
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･平野泰朗(HIRÅNO Yasuro) ｢企業の福利厚生と社会政策｣ 『福岡県立大学紀要』 4(1),

pp.57-73, 1995. 12. 10

･ - ｢市場･組織･ネットワークと新たな生産性ノルム｣ F福岡県立大学紀要』

4(2), pp.29-47, 1996.3.25

･

- ｢経済グローバル化の中の福祉国家｣ F経済と社会』 13, 1998.

･都留康(TSURU Tsuyoshi) `Tbe Social Structure of Accumulation Approach and the

Regulation Approach: A US-Japan Comparison of the Reserve Army Effect', in:

D.M. Kotz et al. eds. ,Social
Structures of AcctLnluLatio札.･ The Political Ecロ托0爪

y of Growtft and Crisis, Calnbridge University Press, pp.274-291, 1994.

･

-
`The Limits of Enterprise Unionism', with J.Rebitzer, British JourTZJZ

L of Industrial Relations, 33(3), pp.459-492, September 1995.

･

- ｢地方公共部門における組合員の組合参加状況｣ F経済研究』 (一橋大学)

46(4), pp.323-333, 1995. 10

･

- ｢現代日本の労働組合と組合員の組合離れ｣猪木武徳/樋口美雄編『日本の雇

用システムと労働市場』日本経済新聞社, pp. 175-197, 1995. 1

･ -

｢無組合企業の労使関係---一発言･参加･賃金決定｣ 『経済研究』 48(2),

pp. 155-175, 1997.4

･井上春夫(川OUE Yasuo) ｢レギュラシオン理論の可能性｣ 『神奈川大学評論』 22,

pp.49-55, 1995. ll.30

･

- ｢日本経済の国際化と輸出競争力｣ F日仏経済学会Bulletin』 17, pp.58-64,

1995.12.15

･ -

｢東アジア資本主義とレギュラシオン･アプローチ｣ R･ボワイエ/山田鋭夫

編F<レギュラシオン･コレクション4>国際レジームの再編』藤原書店, pp.3281

353, 1997.9.25

･ -

｢第3の国際分業と東アジア｣ F経済理論学会年報』 34, pp.6-20, 1997.10.1

･花田呂宣(HANADA Masanori) `Hunan Resource Management in Corporate Japan' F商学

論集』 (熊本学園大学) 2(1), pp.55-71, 1995.8.31

･ - `Japon: Le compromis social et ses aJnbigu'l'tes', in: J.-P.DURAN et al.,

Le syndicaLis爪e au ftLtur, Syros, pp. 117-137, 1996.

I -

｢賃金決定と労資妥協一日本における資本と労働のレギュラシオン｣ R ･ポ

ワイエ/山田鋭夫編『<レギュラシオン･コレクション3>ラポール･サラリアー

ル』藤原書店, 1996.6.25

I - `syndicalisme japonais et gestion des conflits sociaux', Presses de Sc

iences I)o,pp. 133-153, 1997. 1

I - `L'econoJnie japonaise : Rattrappee par la crise?', 『社会関係研究』

(熊本学園大学) 3(1), pp.85-103, 1997.3.31

I

-
`Restructuring to Regain Competitiveness: The Case of Nissan', NtLnL皿Ot

o GabtLen university DisctLSSi(机Pat)er, 3, pp. 1-23, 1998. I

-

｢欧州経済の協調レジームへの岐路｣ 『熊本学園大学海外事情研究所所報』

25(2), pp.23-41, 1998.2.28
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･海老塚明(EBIZUKA ^kira) ｢価値論と貨幣論の位相- F経済学批判jと貨幣論の射程

(1)｣ 『経済学雑誌』 (大阪市立大学) 97(5/6), pp.卜16, 1997.3

･海老塚明/磯谷明徳/植村博恭｢戦後日本経済-のレギュラシオン･アプローチ｣
(1X2),

『経済学雑誌』96(5/6), pp.1-31; 97(1), pp.卜16, 1996.3; 1996.9

I

-
`L'hypothese de laくrelation hierarchisee nlarCh色-firlne〉et l'色conomie

japonaise d'apres-guerre', L'血nee de La regulation, 1, pp.297-315, decembre

1997.

･磯谷明徳(ISOGAI ^kinori) ｢日本型企業システムとレギュラシオン理論- 『企業主義

的レギュラシオン』の分析枠組みを求めて｣ F経済学研究1 (九州大学) 60(5/6),

pp.43-61, 1995

･

- ｢日本型企業システムと企業主義的レギュラシオン-ミクロ的視点から｣九

州大学国際経済構造研究会編『経済･経営構造の国際比較試論』九州大学出版会, pp.

29-56, 1995.4.20

･ -

｢日本型経済システムのFゆらぎ』と企業主義的レギュラシオン｣ F経済と社

会』5, pp.45-64, 1996.

･

- ｢戟後日本経済-の『階層的市場一企業ネクサス』論アプローチーつの覚

書｣ 『経済学研究』62(1/6), pp.77-88, 1996.

･
-

｢<社会経済システムの制度分析>に向けて- F制度の経済学』への一視

点｣ 『経済学史学会年報』34, pp.1-13, 1996.ll.1

･

-
｢ 『市場史の射程』コメント--経済学から｣ 『社会経済史学』 63(2),

pp. 10ト110, 1997.7.25

･磯谷明徳/植村博恭/海老塚明, The Hierarchical Marke卜Firm Nexus and the

Postwar Japanese EconoⅡly: Focusing on lncenLives and Flexibility,伊東/徳

増編F現代経済システムの展望』九州大学出版会, pp.69-90, 1997. 3

･磯谷明徳/植村博恭｢ 『制度の経済学』と貨幣･労働のダイナミクス｣ F経済学研究』

63(2), pp.37-56, 1996.10.10

･植村博恭(UENURA IIiroyasu) ｢戦後蓄積体制における成長と分配一日本の経験｣ F日

仏経済学会8ULLET川』 17, pp. 45-57, 1995.

･ -

｢脱工業化と資本蓄積の構造変化-ポスト･マルクシアン･アプローチ｣伊

藤誠/野口真/横川信治編『マルクスの逆数一政治経済学の復活j日本評論社, pp.

95-122, 1996.7.20

･ -

｢社会経済システムの制度分析-｣ F経済セミナー』 508, pp.30-35, 1997.

･ -

｢動態的調整の制度分析-市場的調整と制度的調整の重層性｣ F経済科学j

(名古屋大学) 45(2), pp.8ト88, 1997.

･植村博恭/磯谷明徳/海老塚明, The Regulation Approach to the Post-war Japanese

EconoJny: The Hypothesis of the `IIierarchical Market-Firm Nexus'. InLernatio

nat Economic Conflict Discussion Pat)er
-Nagoya

University, No.91, pp. 1-67,

March 1996.

I
- ｢ 『制度の経済学』と貨幣･労働のダイナミクス一社会経済システムの制度

分析に向けて｣ 『進化経済学論集』1, pp.263-282, 1997.3.28
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･遠山弘徳(TOIIYAM^ t]ironori) ｢賃金交渉制度と労働生産性シェアリング｣ 『法経論集』

(静岡大学) 75/76, pp.卜25, 1996.3. 1

･ - Intra-capital Relations, coordination and Wage Determination, F経済

研究』 (静岡大学) 2(2), pp.8卜88, 1997.9.1

･芋仁宏幸(UNI Iliroyuki) ｢日本の輸出主導型成長｣ 『経済理論学会年報』 32, pp.90-

105, 1995.10. 15

･

- ｢レギュラシオンをともなう資本蓄積モデル｣ 『大阪産業大学論集:社会科学

編』 104, pp.135-153, 1997.2

･ - ｢資本蓄積の危機と新たなレギュラシオンの構成｣ F季刊唯物論研究』 63, pp.

167-179, 1998. 1

･鍋島直樹(NABESIIIMA Naoki) ｢政治思想としてのケインズ主義｣ F経済科学』 43(1),

pp.23--41, 1995.6.30

･ -

｢カレツキー独立不窮の政治経済学者｣西川潤編『エコノミストを知る事

典』日本実業出版社, pp.98-99, 1996.9.30

･ -

｢ケインズ派金融経済論の過去と現在--金融構造とマクロ経済変動｣ F経済

学雑誌』 (大阪市立大学) 97(4), pp.26-44, 1996. ll.20

･

- ｢ミンスキーの逆説--金融不安定性仮説の射程｣ 『経済理論学会年報』 34,

pp.59-75, 1997. 10. 1

･ -

｢金融システムの変容と現代危機一日本における金融のレギュラシオン｣

『富大経済論集』43(2), pp.267-312, 1998. 2

(2)口頭発表

･山田鋭夫(Y^NAD^ Toshio) `llypothese de la regulation compagnie-istc: Le

problematique et scs enjeux', International Seqlinar 'Jaf)anese EconoqLy and H

egutation Theory', KumaJnOtO, 1995. 9. 14-16.

･

- ｢現代資本主義分析の方法と理論-レギュラシオンの視点から｣経済理論学

会第43回全国大会共通論題,慶応義塾大学, 1995. ll. 4

･ - `capitalislne japonais et comprolnis compagnie-iste', CoILoque intemati

onaL `cat)itaLisme jabonais et crisp conte爪t)Oraine.･ Recltercftes recentes',

Paris, 1996. 12. 16-18.

･ - `An Alternative Developing Model of 2lst Century Capitalism', Intemat

ionaL Symbosi7LnL `Touxlrd a New Order of the 21st Century', Kyungpook National

University, Taegu (Eorea), 1998.1.15

･平野泰朗(HIRANO Yasuro) ｢日本における産業構造の変化と賃労働関係の不安定化｣経

済理論学会第4 5 [司全国大会,日本大学, 1997. 10.25

･平野泰朗/花田呂宣(HIRANO Yasuro/ HANADA Masanori) `Le r6le de l'entreprise

dans la reproduction de la force de travail: Pour un examen de l'hypothese

de la regulation compagnie-iste', Inter77atimat Semi7Lar 'Jat)anese Economy and

Regl上tatio托TJleOry', KumaJDOtO, 1995. 9. 14-16.

-5-



･ - .Ler6le de l'entreprise dams la reproduction de la force de travail',

Couoque intemationaL `ca如taLis爪e jabonais et crise conte爪t)Oraine: Hecher

ches recentes', Paris, 1996. 12. 16-18.

･都留康(TSURU Tsuyoshi) `lntrafirm Communication and Wage Determination in the

Japanese Nonunion Fir血S', CouoqtLe inte77Wti仇aL `cat)itaLisnLe jaJわmis et cr

ise ccntemt)oraineI Rechercttes recentes', Paris, 1996. 12. 16-18.

･井上泰夫(INOUE Yasuo) `capitalismes d'Asie de l'Est et Japon', InteT7utioⅧt S

e爪i77LZr 'Jabanese Ec仇0机y and ReguLati仇Theory', Kumamoto, 1995. 9. 14-16.

･ -

｢第3の国際分業と東アジア｣経済理論学会第44回全国大会共通論題,松山大

学, 1996.10.13

･ - `configuration des capitalismes de l'Asie', Couoque inteγ花atiouL `ca

bitaLis爪e jabonais et crise contenlt)Oraine= Rechercttes recentes', Paris, 1996.

12.16-18.

･ - `The Development of the lntra-industrial Commerce in Eas卜Asia and its

lmpact for the European MNF', Le senLinaire intermtio7LaL de recherche sur i
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･花田呂宣(HANAI)A Nasanori) `Nissan: Recent Evolution of Industrial Relations

and Work Organization', with I. SAGA, The 3rd lntemhtimL GEHf)ISA Synt)osi7Lnl

`The New In血striaL 〟odeL', Paris, 1995.6. 15

･ - `Restructuring to Regain Competitiveness: The Case or Nissan
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J二事 諾与包

山田 鋭夫

1.研究課題

本研究の課題は､レギュラシオン･アプローチにもとづいて､国際経済環境と産業構造

が変化する中で日本資本主義の調整様式はいかなる変容をとげっっあるかを分析すること

にある｡すなわち､円相場の騰落､アジア向け直接投資の拡大とアジア通貨危機､国際金

融圧力の増大､産業高度化とサービス化といった国際経済環境ならびに産業構造の激変の

中に置かれた日本資本主義は､その調整様式においてどのような変容を促されているかに

関して､社会制度的ならびに計量的な分析を果たすことである｡

具体的には､われわれは日本的調整様式に関して｢企業主義的レギュラシオン｣ならび

に｢階層的市場一企業ネクサス｣の仮説を基本に置き､これにもとづいて賃労働関係､金

融､国際体制をめぐる制度諸形態を分析し､そのうえに立って最後に､それら制度諸形態

の構造的適合性のうえに成立した戦後日本的なの成長体制(蓄積体制)とその今日的変容

を確定する｡こうした研究をとおして､いわゆる終身雇用制､系列取引慣行､戦後金融シ

ステムなどが今日､どのような変容をこうむりつつあるかについての示唆を引き出すこと

を課題とする｡

2.研究の概要

研究は全体として3つの部分から構成される｡

第Ⅰ部｢戦後日本のレギュラシオン様式｣においては､戦後日本経済を道案内した調整
J

様式に関する仮説として､ ｢企業主義的レギュラシオン｣ならびに｢階層的市場一企業ネ

クサス｣という視点を押し出し､本研究全体の導きの糸とする｡

第Ⅱ部｢労働･金融･国際経済をめぐる制度的変容｣においては､賃労働関係､国家､

金融､国際体制といった主要な制度諸形態に即して､日本を特徴づけてきた制度装置を分

析するとともに､それが現在､どのような変容圧力のなかにあるかを分析する｡

第Ⅲ部｢蓄積体制のマクロ分析｣では､戦後日本経済の蓄積体制ないし成長体制に関し

て､これを所得分配や構造変化などに焦点を当てつつ､理論的かつ計量経済学的に分析す

ることが試みられている｡

各章ごとの研究内容の概要は以下のとおりである｡

第Ⅰ部の第1章｢日本資本主義と企業主義的レギュラシオン｣においては､戦後日本の

調整様式に関する仮説として｢企業主義的レギュラシオン｣を提起すべく､基礎的な作業

がなされている｡すなわちまず第1に,典型的なフォーディズム的妥協が｢賃金｣をめぐ

るそれであったこととは異なって､戟後日本における核心的な労使妥協が｢雇用｣ ｢雇用

保証｣をめぐるそれであったことが指摘される｡そのうえで､こうした雇用妥協が形成さ

れた背景として､労働者がその従属的地位を｢解決｣しようとする方法と方向に関する日
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本的特徴が｢従属性の時系列的･個人的な克服｣として摘出され､それによって終身雇用､

年功賃金､能力主義､企業成長指向などの日本的な合意や制度が説明されうることが明ら

かにされる｡そして最後にこうした企業主義的妥協が､ 1970-80年代の日本における大企

業部門の生産性上昇を促進し,輸出主導型成長体制をもたらしたことが示されると同時に､

1990年代の今日,そうした企業主義が何らかの限界に到達していることが結論される｡

第2章｢戦後日本経済-のレギュラシオン･アプローチ- F階層的市場一企業ネクサ

ス』論-｣は､レギュラシオン･アプローチ(および｢比較制度分析｣ )によって提起

されてきた様々な分析を考慮に入れながら､戟後日本経済の制度分析への新たな接近法を

試みるものである｡研究の焦点は3つある｡第1に､ ｢階層的市場一企業ネクサス｣ (以

下ではfWFⅣと略記)仮説に込められた意味と問題意識を明らかにする.第2に､ fWFⅣが戦

後日本に固有の調整様式として果たす役割を､インセンティブ･メカニズムの形成､フレ

キシビリティの促進､そして生産性の上昇という3つの構造効果の観点から議論する｡第

3は､ 80年代から90年代にかけての環境変化が､ Fn(FNの構造に対して､どのような影響と

変化をもたらしているのかを議論することであるo fntF喉説の提起において強調されるの

は､戦後日本の経済システムを構成する企業組織,分断的労働市場,階層的な企業間関係

の3者の間の｢構造的両立性｣である｡この3著聞の構造的両立性が､労働のインセンテ

ィプを高めると同時に､経済全体のフレキシビリティをも促進すること､この点に70年代

から90年代に至るまでの日本経済の特徴を見出しうるというのが本章の基本視点である｡

つづいて､企業組織内でのインセンティブ･メカニズムと､賃金と雇用のフレキシビリテ

ィに関してより踏み込んだ考察が加えられる｡前者において特定されるのは､大企業男子

正規労働者にとっての転職コストの高さを意味する｢制度化された失業コスト｣による労

働インセンティブ効果-この効果は経済が準完全雇用状態にあっても有効に作用し続け

る-である｡後者で特定されるのは､ ｢内的｣フレキシビリティと｢外的｣フレキシビ

リティの構造的両立性である｡これら2つの特定化の議論の後､ rMFNに構造化されるイン

センティブとフレキシビリティが相互た補完的な関係を通して,短期的ばかりか長期的な

生産性上昇をも促すことが明らかにされる｡

第Ⅱ部に入って､まず第3章｢賃金交渉制度と労使間妥協の展開｣では,労働生産性上

昇分の分配を長期的に方向づける｢制度化された妥協｣が､ (1)労働組合､使用者団体それ

ぞれの戦略､および(2)その相互作用､さらに(3)両集団内の亀裂をっうじて如何にして生み

出されてきたかが追求される｡したがってこの分析では制度の静態的配置ではなく､むし

ろ制度の動態的な展開に焦点があてられるoこれによって､ 1970年代以降, 2度の制度変

化が発生したことが指摘される｡とくに, 1980年代以降､分権的労使交渉のマクロ的なコ

ーディネーションが後退してきたことが指摘される｡最後に､分権的労使交渉のマクロ的

なコーディネーションの後退が1990年代初頭の労働生産性上昇益の分配に如何なる経済的

含意をもつかが示される｡賃金が個々の企業の労働生産性を基準に決定される場合､低生

産性企業であっても長期的に存続可能となり､これが消費者物価の上昇に寄与しうる｡こ

の結果､ 1990年代初頭､労働生産性上昇率が低下する状況下で､名目賃金上昇率のいっそ

うの抑制が必要であるにもかかわらず､消費者物価上昇のために使用者団体が意図してき

た名目賃金上昇率の実質労働生産性上昇率の範囲内-の抑制が一段と困難な課題に転じて
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きたことが指摘される｡

第4章｢Intrafirm Communication and Wage Determination in Japanese Nonunion

Firms ｣の目的は､日本の無組合企業における労使関係の特徴を制度的･数量的に明らか

にすることにある｡この目的のために特別に実施された民間企業人事部門を対象とするア

ンケート調査の個票データを用いて､本章では以下のような諸点を解明した｡ (1償金をは

じめとする労働条件事項に対する労働組合の効果を調べると､所定内労働時間と退職金を

除いて､組合の労働条件に及ぼす効果は限定されていることが判明した｡ (2)有組合企業と

無組合企業を比較すると､両者の間で個人的発言機構についてははとんど差がないけれど

も､無組合企業では､集団的発言機構についてはより多くの制度を採用していることが明

らかとなった｡ (3)制度の採用ではなく､制度のもつ効果という観点から事態を眺めると､

労働組合は､はとんどすべての労働条件･経営事項をめぐる発言を促進しているのに対し

て､組合以外の形態の組織(従業員組織や労使協議制)が発言を促す領域は限定されてい

ることがわかった｡しかしながら､組合を含むいずれの制度も､離職の抑制という｢退出

･発言モデル｣の想定する帰結を生み出していないことも同時に判明した｡
(4撫組合企業

の賃金決定メカニズムを調べると､有組合企業の設定した春闘の世間相場に準拠して､し

かも相対的に遅い時期に賃金を改定していることが析出された｡このことは､無組合企業

が有組合企業と労働組合が提供する世間相場という公共財的情報に対してフリーライドす

る構図があることを含意すると結論されている｡

第5章｢労働力再生産における企業の役割-日本における企業主義的レギュラシオン

仮説の検討に向けて-｣では､以下のような問題設定と分析がなされる｡すなわち､労

働力の再生産は資本蓄積の基礎的要素であるが､今日では間接賃金の役割を抜きにしてこ

れを語ることはできない｡そこで本章では､労働力と間接賃金の関係を考察する｡間接賃

金は大別して2つの部分からなる｡法律で拠出が義務づけられている社会保障負担分と､

任意の拠出による部分である｡前者を政策的福祉､後者を産業的福祉とよぶ｡さて､日本

における労働費用構成をヨ一口ッ′ヾと比較してみると､直接賃金が大きく､かつ産業的福

祉のしめる割合が高い｡しかし､産業的福祉は政策的福祉から独立して存在しているので

はなく､おおむね制度的には両者は補完関係にある｡だが日本の産業的福祉は､直接的に

は企業ごとの枠のなかで提供され､直接賃金の場合とくらべると企業規模別格差がきわめ

て大きい｡なかでも産業的福祉の最大部分をしめる退職金･企業年金は､その大きさから

いって､労働者のライフコースにあたえる影響は大である｡その結果､労働者が企業に社

会統合されやすい環境が形成される｡しかし､今後の急速な高齢化を考慮すると､こうし

た社会統合様式の機能は低下する｡なぜなら､それは高齢者介護の現物サービスを供給す

る仕組みを備えていないからである｡これが第5章の分析である｡

第6章｢戦後日本における金融のレギュラシオン-金融的調整様式の解体と現代危機

-｣は､主としてレギュラシオン･アプローチの方法に依拠しつつ､戦後日本の蓄積体

制を支えてきた金融システムの特徴を明らかにするとともに､ 1970年代以降に生じた蓄積

体制の変容において金融システムがいかなる役割を演じていたのかを分析する｡本章では

｢制度の相互補完性｣という視点をひとつの軸として､金融システムを構成する諸要素の

間にどのような関係が存在していたのかという問題に注目しつつ議論が進められる｡すな

わち金融システムを､ =金融当局による規制･介入､ (2)企業の資金調達の構造､ (3)企業統
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治の構造､という3つの構成要素からなるものと見なし,それらの制度的構造の総体を

｢金融的調整様式｣という概念によって把握しようと試みる｡そのうえで､高度成長期も

金融的調整様式を問題とし,これをメインバンクによる企業経営の規律づけと政府･日銀

によるリスクの社会化として特徴づける｡ところが1970年代後半になって高度成長経済か

ら低成長経済へ移行するとともに,従来の金融的調整様式は､その構成要素の間の相互補

完性が消滅することによって動揺をしめすようになった｡以上の指摘のうえに､最後に本

章は､このように既存の金融的調整様式が解体した結果､現代の日本資本主義はすでに

｢構造的危機｣の局面を迎えている可能性を示唆する｡

第7章｢The Development of the lntra-industrial ConJnerCe in Eas卜^sia and its

lmpact for the European MNF ｣は､以下の点を論ずる｡すなわち現在､東アジアの成長

を説明するひとつの要因として､この地域に存在する広範な成長波及過程がよく指摘され

るが､この過程を支えているのは第1に､多国籍企業による直接投資の増大であり､第2

に､国内市場の開放を意図した自由主義戦略の実施である｡本章は,これらが東アジアの

成長にどう貞献したのかを検討し､その結果､明らかにプラスの効果が実現していると同

時に､ 1990年代に入って｢自由主義戦略の疲れ｣ともいうべき現象が生じていることに留

意すべきことをしめす｡ついで国際分業の観点から,本章は企業内貿易の進展にかかわっ

て, 2つのタイプの地域的な生産統合を指摘する｡すなわち集権的タイプと分権的タイプ

であるが､本章は東アジア地域における自律的発展にとってどちらが有効なのかを問いっ

つ､今後の展望について言及する｡

第Ⅲ部の第8章｢戦後蓄積体制における成長･分配･構造変化｣は､戟後蓄積体制にお

ける成長パターンを､特に経済成長､所得分配､構造変化の観点から理論と実証の両面に

わたって分析する｡すなわちまず最初に､特に投資と賃金決定の諸制度によって生み出さ

れる調整メカニズムを考慮したカレツキ-カルドア型資本蓄積モデルを提示するo一般的

にいって､経済成長と所得分配の関係は､投資行動と貸金決定を規定する諸制度によって

規定される｡こうした理論的基盤のうえに立って戟後の蓄積体制を分析し､本章は以下の

点を導きだす｡すなわち1960年代の高度経済成長期は､系列融資とオーバー･ボローイン

グによって牽引された｢利潤一投資主導型成長｣であり,賃金シェアはカウンター･サイ

クリカルに大きく変動していた. 1970年代には利潤率の低下とともに成長パターンは大き

く転換し,その後は安定した賃金シェアのもとで｢輸出一投資主導型成長｣を実現し､日

本経済の成長パターンの基調となった｡さらにそのもとで､ 1980年代後半には設備投資の

高い成長率によって過剰蓄積が進行し､すでに1991年の景気の転換以前に利潤率の低下が

発生していた｡以上である｡

第9章｢戟後日本の構造変化と資本蓄積｣の目的は､構造変化とレギュラシオンに着目

して戦後日本資本主義のダイナミズムを明らかにすることである｡経済成長が構造変化を

ともなうことはよく知られている｡また最終需要は消費､投資､輸出に分かれるが､この

3つの割合が変化するだけでなく､消費､投資,輸出それぞれの内部の品目構成も,所得

水準の上昇や国際分業構造の変化に対応して変化する｡そして戦後日本においては,内容

の異なるいくつかの最終需要構造変化が連続的に起きたが､この構造変化は資本蓄積のダ

イナミズムと深く関わっている｡構造変化が進行する経済は､経済諸変数間の関係という
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レベルでの独自の運動法則をもっているが､それは完全に自律的なものではなく､制度的

基礎のなかに埋め込まれている｡たとえば日本は賃金決定や雇用決定に関して,他の国と

はかなり異なる制度を有する｡レギュラシオン様式とよぶ諸制度の形態が､構造変化と資

本蓄積との関係を媒介する｡こうして本章は雇用保障に関わる制度に限定して､それが戟

後日本資本主義のダイナミズムにどのような作用を及ぼしたかを考察する｡またこの章は､

1990年代の危機の構図を明らかにした上で､今後いかなる構造変化が可能かについても考

案する｡

3.研究の成果と今後の課題

以上のように本研究では､レギュラシオン理論にもとづいて､国際経済環境と産業構造

が変化する申での日本資本主義の調毛様式の変容を分析した｡本研究から得られた主要な

成果は以下のとおりである｡

(1)貸労働関係｡日本的経済システムにおける貸労働関係の特徴的構造を､本研究は｢企

業主義的レギュラシオン｣および｢階層的市場一企業ネクサス｣という理論的枠組みで把

握した｡大企業男子従業員の長期雇用については､ 1990年代不況のもとで､該当する労働

者の範囲がスリム化する動きがあるものの､完全に崩壊する兆候はまだ見られない｡また､

長期雇用を支えるインセンjllィプ･メカニズムや諸制度の｢構造的両立性｣も大きく崩れ

てはいない｡

(2〉金融システム｡ 1970年代以降､日本の｢金融的調整様式｣においては､国債発行にと

もなう債券市場の発達と金融市場の国際化によって､大きな構造変化が生みだされた｡そ

の結果1980年代には､リスク管理が不十分なものとなり､ 80年代後半のバブル形成の一因

となった｡ 1990年代にはバブルが崩壊し､負債デフレの圧力が不況を長引かせている｡

(3)国際関係｡アジア圏においては､日本とアジア圏との問でのコスト格差にもとづいて､

｢雁行型｣国際分業が展開しており､これがアジア圏での国際化の特徴的形態をなしてい

る｡

(4)産業構造およびマクロ経済構造｡ 1970年代以降の｢輸出･投資主導型成長｣の結果､

部門間の｢不均等生産性上昇｣が生みだされた｡このようななかで､ 80年代後半には､過

剰蓄積のためマクロレベルで利潤率が低下していた｡ 90年代不況のなかでは､ ｢ネガティ

プな脱工業化｣と第三次産業の停滞がつづいている｡

本研究は上述のように,調整様式の重層的構造とマクロ経済動態とのかかわりを､レギ

ュラシオン理論の観点から理論的および実証的に解明したが､今後に残された課題も大き

い｡第1に､消費不況,金融不安､高失業率､そしてマイナス成長といった事態にみられ

る直近の日本経済について､本研究では､それが従来の調整様式や蓄積体制のいかなる帰

結であり,またそれらにいかなる変容をもたらしつつあるかに関するリアルタイムでの立

ち入った分析がなされていない｡第2に､ ｢好調｣に発展していたかにみえたアジア経済

は､ 1997年､急速,資本逃避､通貨下落､倒産･失業､成長減速に見舞われ､また日本経

済に対する国際金融市場からの圧力が日増しに強まっている昨今であるが､そうしたアジ

ア経済や国際経済の変化が日本的調整様式に及ぼす影響についても､いまだ立ち入った分

析がなされていない｡いずれも今後の課題としたい｡
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第 工 部

戦後日本のレギュラ シオン様式



第1章 I]木資本主義と企業主義的レギュラシオン

山田 鋭夫

1 はじめに

1 9 7 0年代初頭､先進諸国におけるフォーディズムの危機と符節を合わせて､日本経

済にあっても史⊥まオ1にみる rr高度成長｣が終駕したoだが同時に､ I 9 7 0-8 0iF代

を通じて日本経済は､欧米諸国とくらべると相対的に高い生産切｣二昇率(製造業)や経済

成長率をしめし､そして何よりも強い輸['_t'.競争力を発揮し､世界に向かって輸出攻勢をか

けた｡そういったなかで日本は､世界経済のうちにしめる自らの地位を飛躍的に高め､い

つしか｢経済大国｣を自認するようになった(, ｢高度成長｣から｢経済大国｣ -の道をた

どった日本は､しかし1 990/1F代以降､いわゆるバブル不況に落ちこみ､ ｢驚くべき例

外的な低成長｣ (OECl))にあえいでいる｡この戦後最長の不況のなか､ ｢規制緩和｣

や｢金融ビッグバン｣のかけ声のもと､いわゆる日本的経済システムなるもの-の見直し

論議も盛んである｡ l戦後半世紀｣や｢オイルショック後4半世紀_j の今日､日本はいわ

ば戦後最大の転換期にあるといっても過言でない｡

とするならば､戦後5 0年あるいはオイルショック後2 5年の日本経済とは何であり､

それは今日､どう変貌しつつあるか｡それをレギュラシオン･アプローチの手法で解明す

ることは,われわれの共通の課題である｡すなわちこの間の日本経済は､いかなる｢発展

様式｣ないし｢発展モデルJとして確定することができ､それはいかなる問題をかかえ､

いかなる新たな発展様式-と転換せぎるをえないかが解かれねばならない｡そのためには､

この発展様式を構成する｢制度諸形態｣は何であり､それはいかなる｢調整様式_Iをもた

らし､それによっていかなるl~蓄積体制｣ないし｢成長体制｣が回路づけられたかが明ら

かにされねばならない｡そして､従来の発展様式がかりに｢危機｣を迎えているのであれ

ば､それはいかなる危機であり､いかなる転換を促すものであるかについても､探究され

ねばならないであろう｡

そうした論点を視野に入れっっも､本稿の目的は､戦後日本の発展様式(ひとまず｢ト

ヨティズム｣と命名しておく)について､これを導いた調整様式とは何かにかんする1仮

説を提示することにある｡レギュラシオン理論が想定する調整様式は､賃労働関係､貨幣

･金融関係､企業間関係､国家形態､国際体制の5つの制度諸形態の総体からなるが､こ

こではそのうち賃労働関係に中心視点をおく｡あらかじめ本稿の基本仮説をしめせば､ !枕

後日木を特徴づける調整様式は｢企業主義的レギュラシオン｣とでも名づけるべきもので

あり､その核心をなす労使妥協は｢雇用妥協｣を原点とする｢企業主義的妥協｣にあると

いうことである｡

ここに｢企業主義｣とは､ごく一般的にいえば､戦後日本企業において形成された組織

や制度の独自なあり方であり､そうした企業を全社会形成の基軸とする日本の経済社会の

独自なあり方を指す｡日本ではしばしば､ ｢農村を見ずして戦前日本はわからないが､企

業を見ずしては戦後日本はわからない｣と語られる｡戦前日本の帝国主義､軍国主義の重

要な基盤は｢農村の貧窮｣にあったといわれるが､それと同様に､戦後日本の高度成長､

経済大国化の秘密は｢企業の繁栄｣にあり､さらにいえば｢企業を中心とした独特な社会
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編成｣にあるということであろう｡それほどに｢企業｣ないし｢会社｣という特定の組織

集団は､戦後u木そして現代日本を理解するにあたって鍵をなしている.マクロ経済のう

ちにしめる位置においても､人びとの行動や意識を規定する力においても､市場や国家で

なく､あるいは市民祉会､組合､地域､家族でもなくて､ ｢企業｣こそが決定的な影響力

を行使している｡

そうした日本社会の特徴は､すでに｢企業中心社会｣ ｢会社木比主義｣などの語ととも

に少なからず議論されている｡しかし必要なことは､これをレギュラシオン理論の研究プ

ログラムにのせて｢企業主義的レギュラシオン｣として位置づけ､その延長｣二に現代日本

の成長体制や発展様式を,そしてその変容いかんを確定していくことである｡本稿はそう

した展望をもちっっ､まずは､この企業主義的レギュラシオンの根幹をなす日本的労使妥

協の特徴的なあり方を摘出することから始めたい｡

2
一核心的妥協としての雇用妥協

戦後日本の調整様式にアプローチする第1歩として､まず大企業男子正規従業員に典型

的にみられる労使妥協のあり方を検討したい｡もちろん､これを見るだけでは日本的な賃

労働関係の総休は理解できず､これと不可分に接合している第2次労働市場層のあり方を

も視野に入れなければならない｡しかし､それについては後段でふれることとして､まず

は第1次労働市場層の主力部隊ともいうべき､この大企業男子正規従業員層を問題とする｡

なぜならば､この層はたんに労働者の一定数(2-3割)を構成するにとどまらず､現代

日本人における｢ゲームのルール｣の形成において支配的影響を及ぼしていると考えられ

るからである｡あるいは､この層における労使妥協のあり方のうちには､戦後E]本に少年型

的な社会的価値規範が集約的に表現されていると思われるからである0

この層において労使妥協は､最も根底的に何をめぐってなされるか｡こう問うた場合､

それは｢雇用そのもの｣だと答えるのが妥当であろう｡この点は､すでに多くの研究が明

らかにしているところであるo例えば仁田(1995)は､ ｢戦後労働運動の最大の課題の]つ

は解雇防止にあった｣としっっ､戦後の労使関係のなかで､ ｢-解雇はよくないことであり､

避けるべきであるという労使の暗黙の合息lが成立し､それが｢社会規範化｣したことを

指摘する｡ BOYER/.1UII,LARD(1995)も､ ｢日本では雇用安定は資本一労働合意の核心に属す

る｣と述べる｡そしてこの点は､ ｢アメリカの組合は---雇用の保証よりも貸金問題に熱

心である｣ (∧OKl, 1988)と言われるように､アメリカ･フォーディズムにおける労使妥協

がすぐれて｢賃金｣をめぐるそれであったことと大きな対照をなしている｡

いま少し踏みこんでいえば､フォーディズム的労使妥協はく労働側におけるテーラー主

義の受容一対一経営側における生産性インデックス賃金の提供>と公式化されるように､

すぐれて｢賃金｣をめぐる妥協としてあった｡これに対して日本では､そういうフォーデ

ィズム的妥協は成立しなかった｡少なくともそれが根底的な妥協としての位置をしめるこ

とはなかったoかわりに成立した妥協は､経営側による｢雇用保証Jの提供と､これに対

する労働側による｢義務の無限定性｣ (岩臥1977)の受容であった｡

義務の撫限定性とは､岩[削こよれば､ ｢ある組織の成員が､将来引受けることを強く期

待される責任ないし職務が､明確に限定されておらず､予測困難な状況｣ (岩肌1977)

を意味する｡すなわち各組織メンバーは､自らの労働の内容や時間が事前の契約によって
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明確に定められておらず､したがって日々の職務の質や鄭こおいても､将来的な配属先や

配属期間の決定においても､相対的に熊定型かつ流動的であることを指す｡労働組合の問

題としていえば､糾合側は職務内容にかんする糾合規制(j()ll COnLrol)をしないというこ

とを意味する｡そして大企業男子正規従業員は､このような索郎艮定の義務ないし職務を受

容するかわりに､その企業における雇用を保証される｡もっとも現実には解雇も行われて

いるから､文字どおりの雇用保証ではなく､むしろ経営側による解雇の暗黙的自粛と言っ

た方が正確であろう｡それを踏まえたうえで､以下では-･種の短縮形として｢雇用保証｣

の語を用いることにする｡

こうして､日本的労使妥協の根底にあるものは<義務の鮒唄定牲の受容一対一雇用保証

の提供>と整理しうるであろう｡アメリカ･フォーディズムにあっては､労働内容にかん

する譲歩(テーラー主義の受容)の対価として労働側が要求したものは｢賃金_I (生産性

インデックス賃金)であったのに対して､日本では労働者は､労働内容をめぐる譲歩(職

務の無限定性の受容)のかわりに｢雇用｣ (雇用保証)を獲得したのである｡その意味で

日本的妥協を根底的に特徴づけるのは､賃金妥協でなく雇用妥協なのである｡

それゆえ､こうした雇用という観点から逆にアメリカ･フォーディズムを見直してみる

と､そこでは当然ながら雇用保証は労使の妥協項目として､日本におけるほどには重きを

なさない｡ということは､経営側は｢解雇の自由｣を確保するということでもある｡もち

ろん現代経済においては労働保護の立法化や制度化がはかられてきたのであるから､アメ

リカといえども無制限な解雇の自由があるわけではなく､解雇は一定のルールのもとにな

されてはいるo しかし一般に､日本一とくに大企業男子正社員層-とくらべた場合､

アメリカでは解雇という雇用調雅手段を発動することに､労使ともそれほど大きな抵抗感

はない｡そのかぎりで経営側はl~解雇の自由｣を確保している｡

そのかわり労働側は､部分的･機能的にしか企業にコミットしないのであり､つまり労

働者は｢義務の限定性｣ (職務内容の定量性･限定牲)を確保するというわけである｡事

実､この職務の限定性を実あるものにすべく､組合による職務内容のチェック(job

control)がなされる｡つまり､日本的労使妥協との対比でかのアメリカ的妥協を雇用面

で定式化すれば､あの<テーラー主義一対一生産性インデックス賃金>というフォーディ

ズム的貸金妥協の裏側には､これとセットになってじっは<義務の限定性の確保-対一解

雇の自由の確保>といった雇用`妥協'が存在していると見ることができるのである｡そ

うしたアメリカ的な雇用`妥協'と対比してみれば､雇用ないし雇用保証を基軸とする日

本的妥協､すなわち<義務の無限定性の受容一雇用保証の提供>についての理解が得られ

よう｡日本経済を理解する鍵は｢雇用｣にある(図表1参照) 0

3 雇用妥協形成の背景

では､ E]本における労使妥協の基軸は､なぜ｢賃金｣でなく｢雇用Jに収赦するのか｡

もちろんそれは､大きくは近代日本形成の歴史的社会的条件によっていようが､さしあた

り日本の労働者が労使関係をどういうものとして自覚し､どういう形で問題の｢解決｣を

はかろうとしたかを､欧米との対比で考えてみるとわかりやすい｡そしてこれについては

栗田(1994)のすぐれた研究があるので､それをも参考としながら以下に論点を整理してみ

よう｡なお｢欧米｣とか｢西洋｣といっても簡単には一括できない多様性を含みうるが､
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ここでは主にアメリカ･フォーディズムを念頭におきっっ､それと共通するかぎりでのヨ

ーロッパをも視野におさめたところで成立している【足型化された事実｣を指すことにす

る｡

問題の根本は､近代社会が一方では市民社会として人びとの自由や平等を轟いっつ､他

方では資本主義社会として階級的な権力関係の貫徹ぬきには成立しない点にある｡これは

企業の内部にあっては､労働者が労使間の｢対等性｣を要求しっっも､実際には経営者-

の｢従属性｣を甘受せざるをえないという問題となる｡このかぎりでいえば､直面した

｢問題｣そのものにおいて日本と西洋との間に差はない｡しかし､この｢対等性｣と｢従

属性｣の矛盾を労働者がどう｢解決｣しようとしたか｡そこに労働者(ひろくは国民)の

価値観がかかわり､またそれを現実化する制度がかかわっているoそしてまさにこのr解

決｣にあり方において､日本と西洋との問に差が出てくる｡

西洋の場合､労働者はこの従属性を受容しその存在を承認したうえで､それを企業内部

の嘩能的役割分担の問題として局部化し限定しようとした｡労働者は企業内における自ら

の職務を最大限に限定し､その職務にかかわる命令に服する｡つまり､そのかぎりで経営

権を尊重しこれに従属する(ただし職務以外の命令はいっさい拒否する自由を確保する)
0

かわりに企業外の市場っまり労働市場において､労働力の売手(商品所有者)として対等

性を追求し､市民的な自由･平等を確保しようとする｡そのためには特定の技能をもった

労働力の売手として､売買の主体として団結する(trade
unionとしての労働組合) o労

働組合をとおして､売られた労働力の使い方(つまり働かせ方)にかんする組合規制の権

利を行使する(job conLroJ)
｡企業内での従属性を市場での対等性--そしてその延長と

しての企業内労働に対する組合規制-によって｢解決｣するのである｡あるいは労働者

は労働者であることを受け入れるが､ただしそこに取引ないし交渉(bargainingないし

negotiation)の関係を持ちこむことによって､従属性を補償し､資本による支配を規制す

るのである｡

これに対して日本の労働者も､やはりまずは従属性を承認するが､ただしそれは個人個

人において､従属性を一時的･過渡的なものとして限定的に観念することによってである｡

企業の外部に社会的関係や市場的関係を想定し､従属性をあくまでも企業内のことと空間

的に限定するのでなく､日本の場合には自らの個人史(キャリア形成)のなかで一時的･

経過的なこととして､いわば時系列的に｢解決｣しようとするのである｡

ただし､そうした従属性の一時的受容にあたっても欠かせない条件がある｡ ｢勤労者｣

として人格が十全に承認され(佐口, 1991)
､さらには企業内の何人といえども｢生産

者｣ないし｢勤労者｣としては同質かっ対等だという意識が労使に共有されることである

(共同休意乱企業一家主義､経営家族主義)
｡あるいは企業と部分的にでなく全人格的

にかかわる日本の労働者にあっては､この従属性(権力関係)という現実は､それを外部

からチェックするというよりも､まずはその関係そのものを親子関係､家族関係,仲間関

係など､ (序列の差はあるものの)何らかの同質性ないし同類性の意識によって擬制し希

薄化すべきこととして､さらにいえばその擬制を現実性に転化すべきこととして存在した

のであった(工職差別撤廃､企業別組合)
｡企業レベルでの労使の｢共生的関係

(relation de symbiosc)｣ (H^N∧D^, 1992)も､こうした同類性意識のうえに形成される

のであろう｡
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ひとまずはこうした形で｢対等性｣を獲得した日本の労働者は､しかしそこにとどまら

ない｡ 9-.1働者としてのいまの従属的地位は過渡的なものだという意識は､当射こ､将来は

労働者であることを脱出するというエネルギーとなって噴出する(昇進競争) ｡やがては

経営者的地位に就きうる(あるいは接近しうる)という形でのr対等性Jの追求であるo

逆にいえば､労働者と経営者の相違は､ ｢階級関係｣ (欧米)としてでなく､同じ労働者

の｢立場の相違｣として観念されることになる(花札1996) ｡労使関係は階級的断絶と

してでなく､連綿としてつながった階梯上で個人が占める位置の時間的柵遵として観念さ

れるわけである｡従属性の(職場内的な)空間的限定と市場的(階級的)規制による対等

性の確保という欧米型に対比すれば､日本型は､従属性の(主観的な)時間的限定と(個

人的な)従属性脱却努力による｢対等性｣の確保ということになる｡

さて､問題を雇用にもどそう｡こうした日本的な従属性と対等性の問題処理構造にj3い

て決定附こ重要な前掛ま､労働者が特定企業に所属することであり､しかt'同--･企業に所

属しつづけることである｡そうした企業所属を保証するものこそ雇用保証であることは､

言をまたない｡いまの従属的地位は､その同じ企業における雇用が継続するかぎりでのみ

将来的にこれを脱却しうる展望も開かれる｡もちろん仮に同一企業にとどまったとしても､

現実に従属性の脱却を果たしうるのは､あくまでも成功し昇進した一部の者にかぎられるo

しかし日本企業にあっては､少なくとも当初のうちは､全員がそれを夢みうるほどに形式

的ないし顕教的には秘録昇進可能性が開かれている｡顕教としてであれ幻想としてであれ､

とにかく雇用が維持されることこそ､労働者にとって決定的に重要なのである｡

欧米労働者にとってF対等倒iJ -の道は､自らが｢雇用されている｣という事実を最大

限に部分化し限定化することにあった｡これに対して日本の労働者にとっての道は､ r【雇

用されている｣という事実を最大限に維持することにあり､逆に｢雇用を失う_lという事

実をできるだけ限定化することにあった｡日本人は｢対等性｣をあくまでも｢雇用｣のな

かで追求したのである｡それが日本の労働者の支配的な雇用観である｡そして経営側も､

解雇などハードな雇用調整はできるだけ自粛することによって､労働者の納得を得ようと

する｡

換言すれば､欧米労働者が<従属性受容-ジョブ･コントロール>という形の取引をし

たとすオ1ば､日本の労働者は､比愉的にいえば<従属性受容-ジョブロス･コントロール

>という形の取引をしたわけである(国表1参照) ｡あるいは日本の労働者は､職務
内容(job)にかんしては規制することなく､かわりに失職(joトloss)そのものを規制したo

欧米労働者は契約外の労働内容の押しつけを拒否したが､労働喪失の危険性はある意味で

はこれをu･受したのに対して､日本の労働者は意に反した労働喪失を拒否したが､労働内

容の押しっけや変更はこれを受容した｡

言うまでもなく､日本におけるそうした取引は明文としては決して存在せず､労使双方

ともに｢暗黙の期待｣にとどまり､したがってしばしば､経営側に有利な力関係によって

破棄されるが､そjlでもこうした妥協は､顕教(タテマエ)としてはやはり大企業労使の

間に成立しているといえる｡そのような含意において､日本的妥協の根底にして核心をな

すものは｢雇用妥協｣だといえるのである｡
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4 能力主義と成長主義

ということはしかし､日本において賃金をめぐる妥協が存在しないことでも､重要性を

もたないことでもない｡以下､賃金妥協を主に企業内レベルで問題とするが､この観点か

ら日本の賃金体系を見るとき､それがすぐれて｢職能化された年功賃金｣ ｢個人業緯の査

定をともなった年功賃金｣ (IllR∧NO,1992;平野,1993,1996)として特徴づけられることは､

大方の一致するところであろう｡すなわち戦後日本の賃金は,年功給と職能給の組合せと

して体系化されてきた｡そして､年功給の背後には｢生活保障｣の思想ないし合意が､ま

た職能給の背後には｢能力主義｣の思想ないし合意が存在している｡

こうした思想ないし合意は､さきにみた雇用妥協を想起すれば容易に理解しうる｡すな

わち第1に､ L1本人とくに大企業男子正規従業員にとって雇用とは企業-の全人格的関与

を意味し､雇用の場では労使の同質性が求められ､そして企業は人生の共同体としての意

義をもっとすれば､そこから当然に､賃金はたんなる労働の対価であることをこえて､そ

こ古手家族全体の生活保障(さらには社会保障)としての性格が付与されねばならない｡年

功給はそういった生活保障妥協を表現している｡

第2に､日本の労働者が従属性からの時系列的脱却を志向する存在であるということは､

賃金はその｢脱却｣ (つまり昇進昇格)の努力と能力に対しても支払われなければならな

いことを意味する｡ここから労働者にとって｢能力向上｣が内面的にも外面的にも強制さ

れ､ ｢能力主義｣が支配的イデオロギーとなり､また賃金体系の構成要素となる｡労働者

問の競争を防止することによって労働者の利益を守ろうとするのでなく､労働者問の競争

を勝ち抜くことによって自らの利益を守ろうとする日本の労働者にとっては､何らかの形

で｢能力｣が評価される仕組みが必要なのである｡こうして賃金体系は能力を反映するも

のでなければならず､職能給はそうした能力主義妥協の産物としてある｡

能力主義妥協は能力主義競争を意味する｡能力の自己開発をめぐって､日本の労働者ほ

企業内において､激しい能力主義競争に身をゆだねることになる｡それは必然的に昇給､

昇格､そして昇進をめぐる競争であり､つまりは企業内における出世競争である｡そして

日本企業は､個人の能力を長い時間をかけて判定するので､つまり｢おそい選抜｣ (小池,

1991)がなされるので､この競争は長期にわたる競争となる｡しかも毎年毎年のレベルで

は､能力の評価格差はそれほど大きくないので､競争の敗者にも復活の可能性があるから､

これは有効なインセンティブ･メカニズムとして作用する｡毎年の｢微妙な格差｣は長期

的には決定的な格差となるが､日常的にはきわめて強力なインセンティブ･システムとし

て機能する(岩田, 1977;三戸, 1981)
｡ここに雇用保証は､この能力主義的競争の装置

を媒介として､生産性効果を発揮することになる｡

ただしこのとき､能力評価において公正性が確保される必要があるが,それにかんする

絶対的公正性などはおよそありえない｡逆にそこには､経営側の慈恵が容易に介入する｡

例えば人事考課において､ ｢絶対考課｣というタテマエにもかかわらず｢相対考課｣とい

うホンネが介入し､ ｢能力主義｣は｢競争的選別主義｣ -と転化する｡また人事考課にお

ける｢情意考課｣項目の存在は､ ｢能力｣に名を借りたr異端者｣や｢鰯巨者｣の排除装

置としての役割をはたす(鈴木, 1994)
｡これは､日本の労働者が相互の団結でなく競争

を選び､またジョブ･コントロールでなくジョブロスI･コントロールを選んだことと交換

に払わなければならない代価-あまりに大きな代価-と言えなくもない｡
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というように､賃金体系は生活保障妥協を基底におきつつも､すぐれて能力主義妥協を

表現するものとして構成される｡それによって日本の労働者は､時間的にも精神的にも企

業のうち-鰯限に巻き込まれていき､つまりはインボルブメント(忠誠･献身)を強いら

れていく｡ ｢義務の触限定性｣はここに至って｢企業-矧唄のインボルブメントIとなっ

ていく｡

ところがしかし､インボルブメントが賃金や昇進において報われるという保証はない｡

第1に労使間に昇進保証の契約分があるわけではないし､第2に役職の数は限られている｡

だからこそ､能力主義の顕教のもとに選別主義の密教が必要なのであった｡しかし､それ

でも比較的多数の昇給昇進欲求をみたす方法がひとつある｡企業を拡大することである｡

企業が成長すれば,賃金の安定はもちろん､昇給の可能性は広がり､そして何よりも部課

の新設をとおして昇進ポストもふえる｡企業成長は労働者にとっては昇進昇格の可能性を

増大させ､経営者にとっては利潤やマーケットシェアを拡大する可能性を開き､そして両

者にとって所属企業の社会的名声と威信を高める｡企業の社会的成功は日本の文脈では､

その企業に所属する個人の社会的成功を意味する｡こうして企業成長こそは､労使間､労

働者問の葛藤を｢解決｣する最後の道となる｡

ここから赤字を覚悟してでも､マーケットシェアの拡大を主要な経営目標とする日本企

業の行動パターンが必然化する｡好況時に値上げ､不況時に解雇というアメリカ的な企業

行動をとることなく､日本企業は好況時に従業員の残業と過労､不況時に雇用維持と企業

赤字によってシェア拡大を追求する(吉田, 1993)
｡そして労働者もこれに同意する｡す

なわち､この成長主義が労使間のひとつの妥協となる｡

この成長主義妥協はこれまでうまく機能してきた｡高度成長期は格別に､それ以降の1

9 7 0-8 0年代にあってもそれなりに､うまく機能してきた｡企業を取り巻く環境がそ

れを可能としていたからである｡すなわち経済全体の成長率が比較的に高かったからであ

る｡だがしかし, 1 9 9 0年代に入ってから不況のなかで準ゼロ成長が常態化したことに

よって､この成長主義妥協は突き崩されかねない｡かりに成長主義妥協が崩壊すれば､そ

れはまた､その根底にある雇用妥協の危機をも意味することになろう｡現在におけるその

帰趨を詳論することは本稿の課題を越えるが､以上みたように､企業という枠内で形成さ

れる<雇用妥協一能力主義妥協一成長主義妥協>からなる日本的な労使妥協の休系を｢企

業主義的妥協｣とよぷことにする｡そしてこれは､戦後日本の｢企業主義的レギュラシオ

ン｣の根幹を形づくってきたものであろう｡

5 企業主義と階層構造

前節にみた企業主義的妥協は､繰りかえし指摘するが､身吐型的には大企業男子正規従業

員層においてみられる妥協である｡ただしこの層自身においてさえ､全員がこの妥協枠に

おさまりきることはありえず､雇用が保証されつづけることは絶対にない｡ ｢雇用保証｣

は当然ながら､密教としての解雇を含んで土そ成立しているのである｡ましてこの妥協か

らは､中小零細企業従業員層や女性層など､いわゆる第2次労働市場層は排除される｡企

業主義的妥協とはそのような社会的階層構造をともなって成立していると捉える視角が必

要である｡

そして､日本の経済社会の根底にひそむ階層的構造については､いわゆる｢階層的市場
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-企業ネクサス｣論にくわしい(海老塚/磯谷/植村,
1996; EBIZUM/UEMUR^/TSOG^Ⅰ,

】997)｡その議論のポイントを要約すれば､

(1)大企業における高い労働インセンティブや生産効率は､高い失業コストを意味する

分断的労働市場とrl--]/j､f諦企業との存在によって構造的に補完されていること､

(2)したがって大企業男子正規従業員のインセンティブや生産性は､たんに大企業糾蹴

における熟練形成システムを見ていただけでは捉えられず､背後に存在するペナルテ

ィ装置(制度化された失業コスト)およびバッファー装置(景気循環の調節弁として

の第2次労働市場や中小零細~F請企業)との構造的補完性において理解されねばなら

ないこと､

(3)しかもこうした階層的格差構造の再生産のうちに核家族(そこでは強い性別役割分

業が残存する)が組みこまれることによって､格差構造と男女分業そのものが再生産

されていること､

(4)そしてそれらすべての結果として､このネクサスは強い｢社会統合｣的機能を発揮

していること､

にある｡

このネクサス論の最大の貢献は､諸制度のたんなる水平的なシステム的補完性でなく､

いわば垂直的な階層的補完構造の視点を打ちだしたことであろう｡換言すれば､大企業の

みを見ていたのでは日本経済の調整様式はわからないということであり､大企業に固有に

かかわる諸制度と不可分にセットされた形で存在するタテの格差構造ないし差別構造を捉

える必要があるということである｡そのなかの1論点として､日本的フレキシビリティへ

の新たな視点がある｡ 1 9 7 0-8 0年代の日本経済はしばしば｢機能的フレキシビリテ

ィ｣ (内的フレキシビリティ)によって特徴づけられるが､しかし日本にはそれだけが単

独で存在するのでなく､それは｢数量的フレキシビリティ｣ (外的フレキシビリティ)と

の接合的補完関係にあるということである｡ネクサス論によれば､日本経済は内的フレキ

シビリティと外的フレキシビリティの構造的両立性によって特徴づけられるべきであり､

日本経済の強さはこの両立性を生み出す力にあると考えられるという0

まことに日本の企業主義を特徴づけるものは､熊沢(1992)も言うとおり､ 2つのフレキ

シビリティが接合しているところにある｡内的フレキシビリティを担う男子･正規従業員

( ｢会社人問の夫｣ )と､外的フレキシビリティを担う女子･非正規従業員( ｢パートの

妻｣ )という接合構造である｡大企業男子の｢雇用保証｣ ｢能力開発｣は､とくに女子パ

ートタイマーへの｢不安定雇用｣ ｢単純労働｣の割当てないし押しっけによってはじめて

守られると同時に､前者は後者を必然化しており､その総体によって､とくに1 9 70-

8 0年代におけるトヨティズム日本の経済パフォーマンスがたらされていた｡加えて､こ

うした外的フレキシビリティを担当する労働者は､多くの場合､中小下請企業において雇

用される｡大企業は付加価値生産性に低い工程を下請企業に外注するわけである｡そして､

その下詩自身がこれまた幾重もの階層を形成し､その最末端に家族経営の零細企業や｢主

婦｣による内職が位置する｡そして重要なことは､この階層的な企業間関係において､そ

の下層へいくほど女子の雇用比率が増加するということである｡つまり2つのフレキシビ

リティは､第1に大企業一中小零細企業の企業間関係と､第2に男性一女性の性別分業と

折り重なって存在するのである(熊沢, 1992) ｡
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2つのフレキシビリティが接合している点に日本資本主義の特徴があるとするならば､

それはどのような力や条件によって生み山されているのか｡これにかかわって野村(1993)

は､大企業男子において｢あいまいで柔軟な関係｣ (すなわち機能的フレキシビリティ)

が成立するためにに必要な社会的条件として､第1に｢ジェンダーにもとづく分業が自明

なこととされる社会的合意｣
､第2に｢企業規模別賃金格差が十分に大きいことIlの2点

を指摘する｡第lによって､単純労働と熟練労働の分業を男女間分業として固定的に割り

当てることが可能となり､第2によって､大企業は単純工程を内製するよりも外注に出し

た方が安あがりになる｡

たしかにこの2つの条件は､内的/外的フレキシビリティの接合を支える基盤である｡

牲別役割分担は｢男は仕事､女は家事_lという特定の男女間分業を原型としており､最近

においてある程度の変化は見られるものの､この役割分担の基本構図は変わっていない｡

したがって多くの場合､女性は｢家庭責任｣との釣合いのなかで職業を選択することにな

るし､企業もそういうものとてしか女性を扱わない(ネオ･テーラー主義的労働の割当て

と競争的賃金の支払い)
｡それによって男子正社員の内的フレキシビリティの発揮が可能

となる｡

だがしかし､ 1 970-80年代における日本的フレキシビリティの説明にあたっては､

以上の2点を必要条件とするならば､十分条件として以下のことが指摘されねばならない

(国表2)
｡それは､中核労働者層における能力主義的な競争と選別の強化という事

実であり､あるいはそれを可能とする特定の労使関係一雇用妥協を核心とする企業主義

的な労使関係-の貫徹であるoその昔後には､石油ショックを契機とする長期不況ない

し低成長があるが､それが意味する低企業成長は､日本では中核労働者層をして｢雇用防

衛｣ -と走らせた｡それは､あの口本的な雇用妥協のもとでは､そして労働者がジョブ･

コントロールを放棄したもとでは､ますます頚部艮定な義務を受容しっつ､自らを能力主義

的競争-と駆り立て､選別に生き残る競争を意味した(残業､出世競争､会社人問､過労

死)
｡そして重要なことは､こうした状況のなかでは､あの男女分業は固守されねばなら

なかったのである｡

っまり､中核労働者層における企業中心的妥協そのものが､自らの対極に周辺労働者層

を生み出し､こうして2つのフレキシビリティが階層的に両立する構造が形成されたので

ある｡そして､こうした階層構造を内に含みつつ､したがって企業主義のメリットを享受

しえない層をも企業主義イデオロギーのうちに包含しつつ､企業主義的妥協は近年の日本

における支配的な｢ゲームのルール｣を形成してきたのであった｡

6 企業主義と輸出主導型成長

以上はあくまでも賃労働関係に限定した議論であり､その意味で例えば金融関係などの

側面は考慮されていない｡その意味で視野に限界があることは十分に確認しなければなら

ないが､さしあたり以上のような構図において存在する企業主義的妥協ないし企業主義的

レギュラシオンは､しかし､それがいかなる内容において戦後日本の蓄積休制を媒介し操

縦してきたかを明らかにしなければ､調整様式論としては完成しない｡あたかもフォーデ

ィズムにおいて､ <テーラー主義受容一対一生産性インデックス賃金>の労使妥協は､そ

れが<大量生産一大量消費>の蓄積体制を刺激することによって調整様式の根幹を形成し
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たように､企業主義的妥協なるものはいかなる意味において現代日本の成長休制を軌道づ

けたのか｡これが最後に問われねばならない｡

そしてこの間題にかんする示唆は､これまでの日本におけるレギュラシオニスト的研究

のうちに存在するoそこで以下､それらを踏まえつつ蓄積体制と調整様式の俄後日本的な

かかわりにかんする仮説を提示したい(以下､図表3参照) 0

蓄積体制にかんしては､日本における研究はほぼ共通して､高度成長期の利潤(投資)

主導型からアフター･オイルショック期の輸出(投資)主導型-の転換が検出されている

(UEMUR∧, 1992)
｡利潤主導型を遠山(1990)は<生産性-利潤-投資>として描き､輸出

主導型を芋仁(1995)はく生産性-鰍_臼-投資>として描いた｡芋仁にあってはこのとき同

時に､ <輸出-生産-,雇用>の即納i注目されていた｡すなわち1 9 8 0咋代前半に身軽型

的に見られた輸山主導型成長は､生産性_L昇成果を海外に漏出させたが､しかし日本経済

においては､輸出増は生産増ならびに雇用増をもたらすことによって､失業問題を解消す

る効果をもたらした｡

また多くの研究が示唆するところによれば､戦後日本の実質賃金形成は､理念的フォー

ディズムの場合とは異なって､生産性にインデックスされていたとは言いがたい｡これは

高度成長期においても､アフター･オイルショック期においても同じである｡それでも高

度成長期には､おそらく<吐酪-ナ雇用>という競争的賃金形成のメカニズムをとおして､

<実質賃金-個人消費-生産(-需要) >の回路が作動したが(BOYER, 1990) ､ 7 04f.1･℃

以降は需要体制にしめるこの回路の位置が低下した｡

他方､生産性体制にかんしては戦後日本に一貫して,投資効果(<投資-}生産性>)
､

カルドア的な規模の経済効果(<生産(-需要)
-生産性>) ､技術革新効果の存在が注

目されてきた｡のみならず､日本経済にきわめて独自な点として､ ｢雇用保証｣の生産性

効果すなわち<雇用-生産性>という回路が指摘されている(岡久, 1993;磯谷/楢村,

1996)
oそればかりか､日本経済の分析にさいしては｢賃金｣変数だけでなく､ ｢雇用｣

変数がとくに注目されねばならないとの指摘は､平野(1996)からも練りかえし提起されて

いる｡

これらを勘案しっっここで提起したい仮説とは､ ｢雇用保証が生産性｣二昇効果をもっ｣

ような回路､すなわち<雇用-生産性>の回路がトヨティズム日本には存在するのではな

かろうかというものであるoいや､たんに存在するというよりも､それこそが1 980年

代までの日本経済をすぐれて特徴づけたのではないかということである｡いわば雇用の生

産性効果であるが､これを語るにさいしてはいくつかの留保が必要である｡第1に､それ

が妥当するのはさしあたり中核労働者層(大企業男子正規従業員)である｡第2に､これ

を指摘するからといって､もちろん生産性上昇の雇用減少効果(<生産性-- (--)
-雇用

>)という一般法別の存在を否定するものではない｡第3に､雇用保証さえあれば､それ

がストレートに生産性上昇に連動するというのではなく､雇用保証の黙契のもとでこそ有

効に作用するインセンティブ･メカニズム､能力主義的競争､熟練形成などの存在こそが

重要だということであるo第4に､そうした<雇用-生産性>の回路は､高度成長期にも

存在しえたであろうが､重要性をましたのはアフター･オイルショック期においてであっ

た｡

そして､企業主義的レギュラシオンの諸制度は､まさにこの雇用を生産性につなげる装
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置として枚能したのではなかろうか｡大企業を中心に形成された各種の日本的制度､とく l

に賃労働関係にかかわる諸制度は､すぐれて雇用保証のもとでの生産性上昇装置としての

役割をはたしたのであろうoすなわち､年功･職能給､企業別組合､人事考課､ OtJT､

現場主義がそれである｡加えて下請制度､系列取引などの企業間関係も､結局は大企業に

おける生産性上昇株構の一環を担っている｡さらにまた､あの制度化された失業コストや､

内的と外的のフレキシビリティの接合によるコスト節約効果も(URMUR∧/f!T3)7JUK^, 1994) ､

生産性体制を形成する要因として数え入れられるべきであろう｡

このように､日本の企業主義的レギュラシオンはすぐれて生産性｣二昇装置として概能し

たのであり､トヨティズム日本の生産性体制を支えたのであった｡これに反して企業主義

的レギュラシオンは､自らのうちに需要体制を刺激する回路を十全には備えていない｡と

くに消費需要の刺激装置において弱い｡むしろそれは､実質賃金の抑制装置として機能し

たし､事実､ 1 9 7 0句三代中糞以降ほ実質賃金は相対的に抑制されてきた｡生産性の上罪

と実質賃金の抑制ははたらくとき､需要は輸Lljに活路を求め､経竜酌ま輸出主導型となる

(吉川, 1992)
｡まして1

9 8 0年代前半は､これにドル高という国際環境も加わって､

日本経竜酌ま文字どおり輸出主導型成長の経路を突進した(芋仁, 1994).トヨティズム日

本の輸出主導型成長は､そうした企業主義的レギュラシオンの産物であったのであり､そ

してこうした発展様式はやがてバブル経済とその崩壊へとなだれこんでいった｡

丁 企業主義の限界

バブル崩壊後､ 1 9 9 1年以降の日本経済は､平均1 %余の超低成長がつづいている｡

たんに低成長であるというだけでなく､従来の金融システムが不安定化し､またいわゆる

日本型経済システムへの疑問も噴出している｡おそらく日本経済は今日､何らかの危機に

おちいっている｡その危機がいかなる性質のものであり､どの程度のものか｡すなわち従

来の発展様式総体の全面的変革を必要とするような大危機か､それともその部分的修正に

よって克服しうるような小危機なのか｡

この疑問はとりもなおさず､広くは戦後の､狭くとっても石油ショック以後の日本経済

を構成した企業主義的レギュラシオンにかんして､その今日的な変化ないし限界性いかん

という問題でもある｡そして､この課題を解明するためには､以_Lにみてきた賃労働関係

という視点ものみでは不十分であり､これに加えて少なくとも貨幣･金融関係という制度

諸形態を問題としなければならず､そして金融一労働の相互規定関係という視点を導入し

なければならない｡

そうした点の解明は本稿の直接の課題をこえるが､しかし本稿の視角から問われるべき

は,この危機のなか､戦後日本における核心的妥協としての｢雇用妥協Jは解休ないし再

編されていくであろう｡というよりも企業主義的レギュラシオンは何らかの限界に到達し

た可能性が高い｡すなわち､企業主義的レギュラシオンなるものをごく簡単に振りかえっ

てみても､雇用妥協を基盤に発揮されてきた生産性効果のゆえにこそ､ 1 9 7 0以降の仁I

本経済は輸出主導的でありえたが､これは国際経済環境のなかでは円高となって跳ねかえ

ってきた｡その円高による輸出不振を挽回すべく､日本企業はふたたび企業主義的レギュ

ラシオンを強化するという形で対処した｡こうして<企業主義一→輸出-円高-企業主義-

->の円環を無限に繰りかえしっっ展開してきたのが､
1 9 9 0年代半ばまでの日本経済
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であった｡
l

いわば円高を企業主義で乗り切ったのであるが､しかしその総結果は､企業主義そのも

のの疲弊であり､腐蝕であり､そして限界への到達であった(金融不祥事の続発など) 0

企業主義はたしかに雇用を保証してきたのであるが､その総結果として､もはや雇用保証

力が低下してきただけでなく(生産の海外移転､産業空洞化､失業率⊥昇)
､かりに雇用

は保証されても人間的生活を保証するものではなくなった(長時間労働､過労死､老後不

安)0

日本経済はいささか､企業主義に過剰に適応しすぎたようである(米倉, 】_995)
｡企業

主義はいま､おそらくそのl~成功｣ゆえの｢限界｣に到達しつつあるのであろう｡あたか

も1 9fi!'紀末､イギリス式工場制度がそうであり､ 1 970年代､アメリカ･フォーディ

ズムがそうであったように｡
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<図表1 >労使妥協の日米比較

アメリカ
(7I-デイズム)

日 本
(企業主義)

アメリカの労働者

日本の労働者

<必要条件>

<労働> <資本>

<賃金> テーラー主義の受容 vs 生産性インデックス
賃金の提供

<雇用> 義務の限定性の確保 vs 解雇の自由の確保

<雇用> 義務の無限定性の受容vs雇用保証の提供

<受容したもの>

経営-の従属性

経営-の従属性

<図表2>2つのフレキシビリテ

<獲得したもの>

ジョブ･コントロール

(-限定されたI駄務)
｢ジョブロス_]コント

ロール(-雇用保証)

イの接合

<十分条件>
1 9 7 0年代以降の中核
労働者における能力主義
的競争と選別の強化

<結果>

①強い性別分業意識

②大きな企業規模別
賃金格差

内的および外的フレキシ
ビリティの接合(-企業
主義の階層構造)

<図表3 >トヨティズム的発展様式にかんする仮説的構図
I二:丁~二大不要看了市百肝=~~-~~-

~

→生産性

心利潤
I-i

iii
･---ラ

特に1950-60年代

に顕著

-
>

特に1970-80年代

に顕著

生産(-需要)

1
<---I-----消費

A
t

I

t

l

雇用------->実質賃金

企業主義的レギュラシオン
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第2章

戦後日本経済へのレギュラシオン･アプローチ(1)辛

-｢階層的市場一企業ネクサス｣論--

海老塚明･磯谷明徳･植村博恭

は じめに

1 戦後日本資本主義の制度論的分析装置と

しての｢階層的市場一企業ネクサス｣論

1.1 レギュラシオン･アプローチと制度

分析

1.2 制度論的分析装置としての｢市場一

企業ネクサス｣論

1.3 ｢ミクロ･コーポラティズム｣論と

｢市場一企業ネクサス｣論

1.4 ｢階層的市場一企業ネクサス｣論

2 戦後日本における｢階層的市場一企業ネ

クサス｣の形成と進化

2.1 ｢二重橋造｣とその｢縮小｣ (1955-

64年)

2.2 ｢階層的市場一企業ネクサス｣の初

期形成期(1965-70年)

2.3 ｢階層的市場一企業ネクサス｣の全

面的確立とその成熟(1971-90年) (以

上,本号)

3 経済動態の調整メカニズムとしての

｢階層的市場一企業ネクサスJ

4 ｢階層的市場一企業ネクサス｣の社会経

済的再生産メカニズムとマクロ的動態

おわりに 今後の研究課蓬

は じめに

ここ数年来,われわれは日仏のレギュラシオニストとともに,レギュラシオン･アブロ丁チ

にもとづく戦後日本経済の分析を試みてきた｡しかし,この作業の過程で次第に明らかになっ

てきたのは, ｢フォーディズム｣論を理念型とする従来のレギュラシオン･アプローチの分析

枠組では,戦後の日本経済を十分に分析することができないのではないかということであった｡

そこでt われわれは,分析枠組それ自体を見直し･,新たな分析装置を構築するというより基礎

的な段階から作業を再び始めねばならないと考えるようになった.そして,阜うした作業の現

時点での到達点が, ｢階層的市場一企業ネクサス｣ (Hi｡ra,chicali4a,ket-FirmNexus,以下で

はHMFNと略記することもある)論である｡

山田鋭夫は,われわれの｢階層的市場一企業ネクサス｣論のメッセージをつぎのように的確

〔キー･ワード〕

｢階層的市場一企業ネクサス｣,レギュラシオン･アプローチ,インセンティプとフレキシビリティ,

構造的両立牡 制度分析, ｢制度化された失業コスト｣,生産性レジーム

* 本稿の作成にあたっては,文部省科学研究費･総合研究(A) ｢国際経済環境と産業構造が変化する中

での日本型資本主義の調整様式の変容に関する研究-制度的･計圭約分析-｣ (課題番号

07303015)の援助を受けている｡
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に要約している｡すなわち,第1に, ｢企業主義的レギュラシオン｣は,相互補完的に接合さ

れた制度諸形態の総体として理解されなければならない｡第2に,それは,諸個人および諸グ

ループのあいだの関係として,水平的であるよりもむしろ階層的な形で構造化されている｡第

3に,その結泉 戦後日本資本主義の｢調整様式｣は, ｢大企業や大企業男子正社員を頂点と

しつつ,社会全般にわたる階層化された差別化構造として｣存在している(山田(1994), p.

230)｡以上の3つの意味において, ｢階層的市場一企業ネクサス｣論は,日本の経済システム

のミクロ分析とマクロ分析を結びつける不可欠の架け橋となりうると思わゴtる｡さらに,企業

はまた, ｢企業社会｣としての日本社会の中心であり, ｢社会統合｣を･促進し,企業の要求を満

足さヤるような仕方で労働者とその家族の意識と動機を規定しているI)｡それゆえ,日本社会

の特殊な性格を分析するためには,日本型企業社会における｢社会構造の再生産分析｣も必要

となる｡

この仮説の原型は, Uemura and Ebi7.uka (1994)によって提起され,さらにEbizuka, Isogai

and Uemura (1995)によって,歴史分析を含んだ形へと拡張された｡本稿では,上記の仮説に

対するいくつかの批判,その後の他の研究者の業績,そして1990年代以降の日本経済の変化を

踏まえ,さらに上記の論考には欠けていた重要な諸点の考察を加えて,われわれの仮説を理論

的かつ実証的に確定することにある｡

本稿の構成はつぎの七お●りであるo最初に,レギュラシオン･ナ'7'ロ⊥】チの方法論を検討し,

それを通して｢階層的市場一企業ネクサス｣が,日本経済のもっとも重要な調整様式であると

いう仮説を提起する(第1節).つぎに,戦後日本経済の発展過程のなかでの｢階層的市場一

企業ネタサス｣の生成およびその後の変遷を明らかにする｡その際,とくに, 1960年代におけ

るその初発的な歴史的形成過程および, 1970年代におけるその全面的な確立に注目したい(第

2節).つづいて, ｢階層的市場一企業ネクサス｣が日本経済のダイナミズムのなかで,まさに

｢調整様式｣として果たしてきたその動態的な役軌 とくに,労働インセンティブ,貸金,雇

用の調整メカニズムを明らかにする(第3節).さらに, ｢階層的市場一企業ネクサス｣の社会

経済的な再生産のメカニズムを分析し(第4節),最後に, ｢階層的市場一企業ネクサス｣論に

ついて,上記の論考では十分に取り扱うことのできなかった問題,および研究課題に言及する

ことl.こする.

ただし,つぎの2点に留意されたい｡まず,第4節までの議論は,主として,われわれが

｢階層的市場一企業ネクサス｣の確立･成熟期と考えている1970年代, 1980年代,およびその

惰性がなお働いていたと思われる1990年代初期までを検討対象期間としているということ,そ

して第2点目は,われわれは,さまぎまな社会科学の領域において獲得されている諸成果一

企業組織,労働過程,労働市場.賃金決定と技能形成,金融システム,日本国家の構嵐 景気

1)この点については,大沢■(1993),加藤(1992)を参照されたい｡
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循環と経済成長など-杏(戦後)日本資本主義論として総括するための総合的な分析装置を

構築したいと考えているが,本稿での分析は,残念ながらまだ,もっぱら戦後日本資本主義の

1側面である｢生産性レジーム｣Z)に限定されていることである.

1戦後日本資本主義の制度論的分析装置としての

｢階層的市場-一企業ネクサス｣論

1.1レギュラシオン･アプローチと制度分析

レギュラシオン･アプローチ3)は,社会経済についての鋭い洞察に富んでいる｡たとえば,

制度の重要性の認乳 コンフリクトをともなった再生産という把握,成長から危機-の内生的

な移行といった視点,これらを積極的に継泉し,発展させることは,日本資本主義分析という

当面の課題にとって非常に有効であろう｡

しかし,レギュラシオン･アプローチの観点から日本資本主義の現実を全体として分析しよ

うとすると,直ちに困難な問題が生じてくるo･それは,一言でいえば,レギュラシオン･アプ

ローチが総合的な社会分析装置としては, ｢フォーディズム｣諭しか有していないということ

に由来する.従来から, ｢フォーディズム｣論が戦後日本資本主義分析にとって連合的である

か否かという論*4)が存在するが,ここで特に指摘しておきたいのは,つぎの点であるoすな

わち, ｢フォーディズム｣論が基準となって,そこからの距離によってそれぞれの国民経済の

特徴を列挙するという方法が問題なのである｡この方法は,かつてのマルクス経済学に見られ

た｢19世紀イギリス資本主義の特権化｣と同じように,各国民経済の内在的な分析にとっての

｢認識論的障害｣となっているといわざるをえない｡それゆえ,われわれほ,レギュラシオ

2) ｢生産性レジ-ム｣とは,レギュラシオン学派のいう｢蓄積体制｣を構成する部分システムーそ

れゆえに,ここでは,通常使用されている｢生産性体制｣という用語別吏用しない-であって･ミ

クロ･レベル(たとえば,企業組織)をも視野に入れた,当該経済全体のマクロ的な生産性上昇メカ

ニズムのことを意味する｡

3)われわれは, ｢レギュラシオン理論｣なるものが確たる存在として!眼前にあるとは考えていないo

たしかに, ｢調整様式｣, ｢蓄積体制｣, ｢制度諸形態｣, ｢発展様式｣などといったいくつかの独自の社

会科学的用語は存在している｡しかしながら,レギュラシオン学派が具体的な経済現象を分析する際

に実際に使用しているのは,たとえば,マルクスの再生産表式分析,ポスト･ケインズ派のマクロ経

済学,プルデュー社会学,新制度学汎 コンパンシオン理論などであって,そこにはレギュラシオン

学派に特有な分析道具は存在していないと言ったらいいすぎであろうかo換言するならば･独自の成

長,分配,価格の理論は一好意的に捉えたとしてもー形成途上にあると言わざるをえない｡この

意味でtわれわれは,あくまでも｢レギュラシオン理論｣という用語よりもむしろ｢レギュラシオ

ン･アプローチ｣という用語を使用する○なお,フランス独自の｢制度学派｣ともいうべき｢コンパ

ンシオン理論｣について触れた日本語文献としては,管見の限り,若森･大田(1994)のみであろうQ

その全容については,アグリエッタやポワイエも論文を寄稿しているOr16an (1994)を参照されたいo

また,この理論の思想的コンテクストについては, Bidet(1995)が参考になろう｡

4)この議論については,山田(1994),第8章参照｡
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ン･アプローチによって与えられているいくつかの経済分析上のインプリケーションを基礎と

して,戦後日本資本主義を分析するための装置を改めて構築するところから出発しなければな

らない｡

出発点は,当然のことながら, ｢調整様式｣概今である｡レギュラシオン･アプローチの基

本的なプロプレマテイ-クは,かくも矛盾,コンフリクト,敵対関風暴力に満ちた資本主義

社会が再生産されるのは何故なのかを明らかにしようとする点にある｡新古典派のように,チ

定調和的な世界戟を前提としたうえで,市場メカニズムによってすべてがうまくいくという発

想が入り込む余地はここにはまったくない.社会が再生産されるためには, ←市場｣ -これ

も享た制度であるが一以外の様々な社会的制度の存在が,必要不可欠である. ｢調整｣概念

は･まさにこのような考え方から生まれたといえよう.したがって, ｢調整様式｣とは,主要

な｢制度諸形態｣が生み出す,社会の再生産を可能にするゲームのルールである,と差し当た

りいうことができる｡それゆえ, ｢調整様式｣分析の焦点は,主要な社会的諸制度それぞれが

どのようなものであるかだけではなく,それぞれの制度が社会全体としてどのように相互に接

合されているのかを探求し,この接合関係が社会的,経済的な次元で如何なる｢構造効果｣を

発揮しているのかを明らかにすることにあると考えられる｡逆に言えば,ある制度さらに組織

様式は･制度相互の特定の接合関係の内部においてのみそれに固有の社会的･歴史的意味を獲

得するということである｡

その際,つぎの点に注意する必要がある｡制度とは,社会の敵対軌矛盾的性質によって引

き起こされる社会的無秩序-の傾向を有している諸個人を特定の社会的枠組へと導く社会的装

置であるが,同時に,制度そのものが上記のような諸個人の行動をとおして再生産されている｡

このことは･諸制度の接合関係は,諸制度の｢構造的両立性(structural
compatibility)｣

(Boyer (1992))と同時に,個々の制度および制度間の接合関係に内在する社会的コンフリク

トを原因として変化する可能性を有しているということを意味する｡かくして,制度はその本

性からして歴史軌動態的な性質を有しているのであり, ｢調圭様式｣のあり様は.それゆえ,

それぞれの制度の接合様式の特定の様態は,歴史的発展というコンテクストの内部において探

求されなければならないことになるム

以上のような理解にしたがって,戦後日本資本主義を分析するための独自の制度論的分析装

置を作成してみることにしよう｡

1･2 制度論的分析装ZEとしての｢市場一企業ネクサス｣論

レギュラシオン･アプローチの主要な源泉の1つは,マルクシアンとケインジアンの資本制

経済に対する鋭利な理論的洞察である｡それによれば,資本制経済は資本･労働関係を基礎と

して編成されており,本質的に不安定で,不均衡,矛盾,コンフリクトを常にともなっている

とされるoかくして･資本･労働関係が調整され,制度化され,そして変容する仕方が,基本
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的に資本制経済の動態を決定するということになる｡われわれもまた,このような見方に立っ

て,レギュラシオン学派と同様に(Aglietta (1976), Boyer(1986)), ｢制度諸形態｣のなかで

もとりわけ｢貨労働関係｣ (- ｢賃金･労働ネクサス｣)5)に焦点を当てることにする｡

｢貸労働関係｣は, ｢労働力の使用と再生産を規定する諸条件の総体｣ (Boyer (1981), p･

189)として定義されている｡それゆえ, ｢賃労働関係｣の分析においては,ミクロ経済学的な

要因のみではなくマクロ経済学的要因も,それが｢労働力の使用と再生産を規定する｣かぎり

において,考察されなければならない｡残念ながら,レギュラシオン･アプローチに立脚する

従来の日本経済分析は,近年まで, ｢トヨティズム｣, ｢フジツーイズム｣, ｢ニッサンイズム｣

といったように,大企業の組織形態にのみ焦点が当てられてきた｡しかしながら,ある種の企

業組織が存在するのは,それがそのような企業組織と両立しうる,メゾ･レベルに位置する諸

制度のネットワークによって支えられている場合においてだけである｡つまり,企業組織(以

下では,この用語は,もっぱら大企業のそれを指す)の分析は,メゾ･レベルに位置する相互

に接合された諸制度のネットワークの分析によって補完されなければならない｡そうすること

によって初めて,企業組織の制度論的分析と｢蓄積体制｣あるいは｢生産性レジーム｣のマク

ロ経済学的分析を架橋することができるであろう(Uemura and Ebizuka (1994), Ebizuka,

Isogai
and

Uemura (1995)参照)0

このような了解から,われわれは,現代日本経済をつぎの3つの側面から分析する｡すなわ

ち, (i)^LL-業組織,(ii)労働市場,そして(iii)企業間関係である.以上の分析枠組みは,以下のよう

なわれわれの見解に基礎を置いている｡すなわち,労働市場は, ｢貸労働関係｣の重要な構成

要素であるが,しかし,労働市場の特殊な編成様式は,企業の戦略(企業組織と企業間関係に

かかわる)と無関係に再生産されるものではないはずである｡たとえば,労働市場の階層的な

分断化は,企業が雇用する労働者.の種類に応じて,企業間関係をより階層的にすることになる

し,また逆に,階層的な企業間関係は,労働市場の分断化を強化することになろう｡要するに,

企業組織,労働市場,そして企業間関係,そ

れぞれの間の関係という観点から, ｢賃労働

関係｣の特殊なあり方を考察しなければなら

ない｡この関係を図示すれば次のようになる｡

これら3つの構成要素が構造的に両立可能

である場合に,特定の｢賃労働関係｣も安定

性を獲得することになる｡このような分析枠

5)レギュラシオン学派の中心概念の1つである1erapportsalarialは,日本では｢貸労働関係｣と訳

されているが,ポワイエらも使用しているように,英語では, ｢賃金･労働ネクサスwage-labor

｡｡Ⅹ｡s｣と訳されている｡ ｢貨労働｣という言葉が喚起する旧いイメージを考えると, ｢貨労働関係｣

という訳語の使用については検討の余地がある｡
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組みを｢市場一企業ネクサス｣と呼ぶことにしよう｡これが,ミクロ経済レベルに位置する企

業組織と日本経済のマクロ経済動態のあいだの関係を分析する際の,われわれのフレームワー

クである｡分析するうえで重要な点は,これら3つの要素が如何なる点で構造的に両立可能で

あり,それらがどのような種類の｢構造効果｣を生み出すのかを明らかにすることである｡

1.3 ｢ミクロ･コーポラティズム｣論と｢市場一企業ネクサス｣論

戦後日本経済の労使関係は,しばしば｢ミクロ･コーポラティズム｣として特徴づけられて

いる｡すなわち,戦後日本経掛こおける労使関係の特徴は,北欧諸国に典型的に見られる全国

レベルでの労使妥協(いわゆる｢社会コーポラティズム｣)とは対照的に,労使妥協が個々の

企業レベルでなされている点にその核心を有していると理解されている｡ ｢賃労働関係におけ

るフォード主義的労働編成とインデクセーション賃金｣との｢取引｣ (山田(1991), p.112)

としての｢フォード主義的労使妥協｣と対比すれば,日本における労使妥協の中核的な構成要

素は,雇用の安定と労働者の企業-の積極的なコミットメントおよび柔軟な貸金調整との交換

であるとされている｡周知のように,このような労使安協についての理解が, ｢終身雇用_｣慣

行によってもたらされる雇用の安定が,現場での学習,技能形成,革新,そしてその結果とし

ての日本企業の競争力の源泉であるという,ある種の典型的な日本的経営論の基礎をなす｡

しかしながら,雇用の安定が, ｢社会主義的企業｣において通常見られるような怠業と硬直

性をともなった不効率性ではなく,効率性を生み出すた捌こは,以下のような条件が必要なは

ずである｡

(i)企業組織:生産要素を結合し,生産を行う場としての企業内において,雇用者の労働努

力を促進するインセンティブ･メカニズムが存在しなければならない｡日本企業においては,

インセンティプ･メカニズムとしての｢ランク･ヒエラルキー｣ (Aoki(1988))のもとでの昇

進制度,年功賃金制度,退職金制度,企業内福利厚生のあり方,ある種の集団意識などがその

ような役割を果たしている.

(ii)労働市場: ｢終身雇用｣慣行を有する企業に労働者を｢実質的｣に統合するためには,

企業を辞めたとき,あるいは解雇された時のペナルティが必要である｡ ｢終身雇用｣慣行が企

業の永続を前提としているとしても,原則的に言えば,資本制経済では,いかなる企業も破産

の危険から完全に逃れることはできない｡もちろん,労働者は,自らが所属する企業の成長を

促進するよう努力するであろう｡しかし,それだけでは十分ではない｡もし,企業が破産した

ときに,その企業の労働者が以前と同じ処遇を受けることのできる別の企業に再就職すること

が容易であるならば,このことは, ｢終身雇用｣慣行のもとでのイノセンティブ効果を減少さ

せるであろう｡換言するならば,完全失業の問題を考えないとしても,潜在的な破産の脅威は,

転職に対する金銭軌 社会的なべナルティによって強化されなければならない.日本経済にお

いては,このことは,雇用条件の格差を伴う階層的に分断化された労働市場での下方への労働
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移動(downward mobility) (あるいは上方移動の困難さ)の存在によって果たされているo

守らに,このような下方-の労働移動は,社会保障水車の低さによって補完されていることも

強調されるべきだろう｡

(iii)I-･企業間関係I..r終身雇用｣･慣行が社会的規範と･Lて存在するた捌こは;企琴の経営者群

こ.甲規範を維持するように努力する.こと.が必畢である.しかしながら,不確実性が支配し,予

期せぬ変動が常に生じる資本制的市場経済においてそうすることは,私企業の経営者にとって

は極めて困難なことである.ここにおいて,上記のような経常者の努碑側面から支援する3e'.i

つの条件が必要とさゴtる.,農1に.i.:I:賃金を経済変動に応じて調整することが容易でなければな

ら率い.:第2に･.企業が経済変動に直面したときに,中核的労働者の雇用を守るためのバッ

ファが存t在しなければならない.ただし,ここで注意すべきは, t･'ii守蹄.*.a:!7,,.m･.滅掛ま,日本に
見られる企業間関係の主要ではあるが,しかし1側面でしかないということである｡下請企業

のネットワークが有機的に構築されている場合には!下請企業に対する圧力は,全体としての

企業間関係内部での生産性上昇圧力をも意味しているからである6)o第3に,･中核的構造とそ

の｢バッファ｣として横能している構造を破壊してしまうようなTf_ラスティックな変化が生じ

て.tT.!ならをいキ..Y.･7ラ十こ鼻であるoわれわれが理解するかぎり,第1の条件は,ある種の構造のL
.

1

■

原因であるよりはむしろ構造の結果であり,第3の条件は,主として,経済変動よりもむしろ

構造変化に関わっている.したがって,嘩虜蛮動への村中こ串叶季節盤キーし:.う周畢Iキと.って第

冒.?条件･こ･そが決定的である･-tいう･こ七にな･る.より具体的にいえば,ここでは,?-?･､†,:ヅ:7-･丁滞

･の存和ま,下帯企業中､ネ.:S･-I:トワ十輝と博#'-革和-･A,･it行から野外された労坤者グル十プの存奄

を意味しているということである｡換言するならば,このような周辺的ではあるが,かならず

しも少数ではない労働者の存在を不可欠の前提として, ｢終身雇用｣慣行が存在しうるという

ことである｡レギュラシオン･アプローチでは, ｢攻めのフレキシビリティ/守りのフレキシ

ビリティ｣ (Boyer (1986))という言葉カ.;しばしば使用されている｡この言葉を1国全体の

｢戦略｣というよりも, ｢賃労働関係｣の特徴を表すものと理解して使用するならば,日本経済

においては, ｢攻めの7･･･レキシビIT)･テイ●｣を担う当事者(労働者と･企業)の投射と｢守りの静

レキジビリデ,i-｣.'■(主･rバ:A).'フ･･lT｣)を担う当事者のそれとのあいだ,に補完関係が存在する起い

･う.こ･&である,しかし,この結びつきは,非常に複雑である(第3節参照)｡

以上の議論を要約するならば,つぎのように結論づけることができよう｡すなわち,大企業

において雇用保障を基礎として組織されている｢ミクロ･コーポラティズム｣は,国民経済全

体のなかの非常に限られた部分に限定されており,それは,企筆内の｢ランク･ヒエラル

キー｣と,もっぱら下方-の労働移動のみを伴った階層的に分断化された労働市場と,さまざ

6)ここで, ｢有横的｣とは,例外はあるとしても,個々の下請企業はもっばら1つの親企業と長期的

な取引関係を結んでおり,親企業が組み立てる製品のそれぞれの部品の生産に特化しているため,親

企業の経営状態と無関係ではあり待ないということを意味している.
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まなタイプのフレキシビリティを含む階層的な企業間関係から構成される特殊な｢市場一企業

ネクサス｣によって補完されなければならないということであるoわれわれは,このように陳

層的に構造化された｢市場一企業ネクサスJを｢階層的市場1一企業ネタサ和と呼ぶことにす

る｡

1.4 ｢階岸的市場一企業ネクサス｣論

ここでは,戦後,とくに70年代以降から80年代を通して,日本経済の｢市場一企業ネクサ

ス｣がどのように階層的に組織化されていたのかを,少し詳しく見てみよう｡

(i)企業組織:労働インセンティブ･メカニズムとしての｢ランク･ヒエラルキー｣が存在

し,そのも阜,で,労働者のあいだに激しい昇進競争が組織される.しかし,昇進競争を促進す

るた捌こは,それに相応しい数のポストが存在しなければならないoかくして,十分な数のポ

ストを確保するために,杏葉成長を.目的とする市琴.シ+.ア､をやくてる戯争が展開きれる｡以上の

ような環境のもとでは,つぎの2つの事態が生じるだろう｡ 1つは,オーバーヘッド･コスト

を増大させないために, ｢終身雇用｣慣行のもとにある中核労働者数をできるかぎり抑制する

こと,そしてもう1つは,中核労働者を解雇することが法的に何ら問題ないとしても,彼らの

解雇が社会的非難の対象となるような風土がある社会においては,彼らを最大限有効に利用す

るために,中核労働者間の企業への集団的な帰属意識を基礎とした,企業内訓練を通して,労

圃者の多能工化が押し進められることは十分に考えられることである0

I(ii)労働市場 償金と雇用に関して!日本の労働市場では,労働者は3つのグループに大別

される｡すなわち,大企業の正規男子労働乱 中小企業の男子正規労働乱 そして,派遣労働

者,アルバイト,臨時かつ日雇労働者,季節労働者,パートタイム労働者といった非正規労働

者である.とくに,パートタイム労働者の大部分は,既婚の女子パートタイム労働者から構成

表1& 正規･非正規従業長井用音数(1994年2月)

総 数】) 正境従業月 非正規従業員
パートタイマー2) アルバイト

5,139

3.167

1,972

100.0

100.0

100.0

3,805 971

2,637 244

1
,168

727

74.0 18.9

83.3 7.7

59.2 36.9

嘱託.その他

559 241

27 118

533 123

10.9 4.7

0.9 3.7

Z7.0 6.2

(注) 1)稔故には役員の雇用者を含む｡

2)パートタイマーの走熟ま呼称(パートタイマ-と呼ばれている者)によっている.

(出所) r労働統計要軌1995年版. 78ページo
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表1b 企業規模別･バート,アルバイト嘱託等の書用状況(1982年)

雇用者捨数 パート,アルバイト,
(B)/(A).(%)

(A)(千人) 嘱託など(B)(千人)

総数 37,227 5,002 13.4

1-4人 3,544 809 22.8

5-29 10.832 1,776 16.4

30-`′l9 2,815 396 14.1

50-99 3,611 493 13.7

100-299 4.743 570 12.0

300-499 1,815 199 ll.0

500-999 1,961 195 9.9

j_,000人以上 7,906 564 7.1

(注)官公庁及び従業者規模不評を除く

(出所)高田(1989), 52ページ｡

表2 企業規横間半金格差

1980年 1990年

全体男子女子 全体男子女子

′ト企業 59.460.962.3 58.360.259.7

中企業 74.375.576.5 71.874.469.9

大企業 100.0100.0100.0 100.0100.0100.0

(20.6)(23.3)(13.6) (25.9)(28.9)(17.6)

カツコ内は,基準とした時間当り総賃金(1990年価軌100円単位)

(出所)石川･出島(1994), 185ページ,

されている｡大部分の若年女子正規労働者は, 30歳台初期以前に会社を辞める｡このことほ,

日本における女子の労働力辛がM字型をしていることに示されている｡これらの異なった労働

者グループの数と全体に占める割合については,表1 aと表1 bを参照されたい｡

賃金に関していえば,大きな企業規模別の賃金格差と年齢所得プロフィールが存在する(衣

2と図1参照)｡なお,教育や経験といった要因をコントロールしたとしてもなお,日本の労

働市場には企業別賃金格差が存在することが明らかにされている(Rebick (1993))｡さらに,

大企業と中小企業とのあいだには,企業内福利厚生に大きな格差が存在している(図2参照)o

それゆえ,労働市場における下方-の労働移動の存在を大きな要因とする,中途転職による生

涯所得の金銭的な低下という事実(図3参照)に加えて,この企業内福利厚生格差の存在が,

中途転職に対する社会的ペナルティをより大きなものとしている(この点は,第3節で詳しく

論じる)0

大企業は,いままで中途転職労働者を採用するよりもむしろもっぱら新規学卒者を採用して

きた｡こうして.企業規模別格差をともなった年功貸金と,少数の例外を除けば,もっぱら下

方-の労働移動のみが見らゴtる階層的な労働市場は,大きな中途転耽コストを生み出すことに
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図1半金カーブの規模r'1格差の内訳(産集計 男子1991年)

(20-24歳の賃金-100)
1.000人以上規模の貸金カープ

0
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
1 I ～ i ! i i ! i 1

19 24 29 34 39 44 49 54 59 64

読

(出所)

20

19

18

17

16

15

14

13

12

ll

r労働白書1 1993年版, 253ページG

図2 企業規模別にみた湧金給与以外労働*用の

対総労働*用比率の推移 (%)

1975 77 79 81 83 85 88

(出所)宮島(1992), 142ページ｡

なる｡よく知られているように,アメリカ合衆国のSSA学派は,失業の確率および平均失業

期間を考慮したうえで,労働者が現在得ている所得と失業したときに見込まれる所得の差を,

｢失業コスト｣ (Bowles (1985), BowlesandBoyer (1990))と呼んでおり, ｢失業コスト｣が

大きくなればなるほど,労働努力も大きくなると論じている.彼らの議論では, ｢レイ･オフ｣

制度の存在を念頭に置いて, ｢失業コスト｣は,主として,外部労働市場の条件-あるいは

景気動向一によって影響されると仮定している｡しかしながら,日本経済については,われ

われが主として問題としている1990年代までの時期については失業率は非常に低く,男子正規
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固3 転職による生涯千金と退職金の低下幅の拭井(軸造#1,OOO人以上1991年)
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(出所) r労働白音J 1993年嵐 259ページ｡

図4 5年後までの継続就#車(1986年-91年)
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(出所) r労働自書J 1993年版, 247ページo

労働者が解雇されることは希である(とくに大企業男子正規労働者の難戦率の低さについては,

図4を参照されたい)｡

しかしながら,わが国に見られるJ[f･途転嘩申滞在的コ･ストの太きさはl,SSA学派のいう

｢失業コスト｣と同様の効果を有していないであろうか｡食錦.軌社会的ペナルティの帯封こ

i...る労瀬努力に対す阜刺敢として･.?う意味では,機能的に等価であるというべきであろう｡それゆ

え,本箱でIi.,･･r嘩fF的市場一企業ネタサス｣の.もとでの中途転戦およ=び低いとはいえ潜在的

な脅威である失業による生産所得および福利厚生水準の低下を｢制度化されf=失業コス･ト｣
■:i

呼ぶことにする｡ここで強調すべき重要な点は,この｢制度化された失業コスト｣が外部労働

市場の状況によって大きく影響を受けることがないということである｡むしろ,それは, ｢階

層的市場一企業ネクサス｣という階層的に制度化された構造によって持続的に生み出されるコ
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ストであり,それが,短期的かつ長期的に労働努力を鼓舞し,生産性を上昇させる強力な構造

効果を発揮しているといえよう｡

(iii)企業間関係7) :日本の企業間関係において特に注目に催するのは,広範に存在する下請

システムである｡事実, 1987年には製造業における下請企業比率は55.8パーセントとなってい

る(中小企業庁｢第7回工業実態基本調査報告書･総括編｣ 1990年, p.158)｡さらに,下請

システムは,資本規模に応じて,階層的あるいはピラミッド型の構造を有している■｡そして,

それは,以下のいくつかの点で,大企業,および社会に対する｢バッフ7｣の役割を果たして

いるように思われる｡

a)すでに述べたように, ｢終身雇用｣慣行を有する大企業においては雇用者を削減しよう

とする圧力が作用している｡そして,このことは,労働集約的生産過程を外部化し,.資本規模

の小さな中小企業で生産することのできる部品を外部から調達するという圧力を生み出すこと

になる｡これらの圧力が,下請システムの形成を促進する｡この点で,下請システムは,大企

業の企業組織の規範の1つである｢終身雇用｣慣行に対するバッブ7の役割を演じることにな

る｡さらに･表1 bに見られるように,企業規模が小さいほどパートタイ_マ-の利用率が高

いことからすれば,このピラミッド型の企業間関係そのものが,経済全体の雇用調整装置の役

割をも担っていると考えられる｡

b)ピラミッド型の下請システムを考えるならば,われわれとしては,親企業とその下請

企業との間の取引上の非対称性の存在を指摘せざるをえない｡すなわち,非常に多くの下請企

業のあいだの競争圧力は,不況期には,コスト削減圧力として作用することになろう｡そして,

それは結果として,親企業の収益性の維持に寄与することになろう(第2節第3項を参照され

たい)0

c)それに加えて,興味深いことは,不況期において,中小企業が雇用を吸収し,失業率

の上昇を抑制する(村軌(1994))という意味で,階層的あるいはピラミッド型の構造を有す

る下請システムが,社会的バッファとして,あるいは雇用に関する社会安定化装置として機能

しているということである｡

そして,これはバッファとしての機能ではないが,先にも触れたように,下請企業間の競争

と有横的な企業間関係とのもう1つの重要な側面は!それがそれぞれの生産物の品質の改善を

促進するという点である8)0

以上の議論を要約すると,今日の日本経済の｢階層的市場一企業ネクサス｣は次のように図

式化することができる｡

7)日本の企業間関係の全体像については,差し当たり,現代企業研究会編(1994)を参照されたい.

8)この点については,浅沼(1984)をはじめとした,氏の一連の業凍,および｢長期相対取引｣概念を

基礎とした橋本寿朗の分析(たとえば,横木(1991))を参考にさ]JLたい.
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-i一三!r.I
階層化された

分断的労働市場

階層化された

企業間関係

(下請システム)

C

それぞれの記号はつぎのことを意味している｡

a.大企業における｢終身雇用｣慣行一企業への集B]的帰属意識を基礎とする内的フレキ

シビリティ

b.多様で分断化された労働者階層

c.企業規模ごとに多様なレベルの痩能と労務管理

①｢制度化された失業コスト｣+賃金と雇用のフレキシビリティ

②企業戦略による分断化

③階層化された労働供給

④分断化された労働需要

⑤外部化+コントロール

⑥外的フレキシビリティ+企業間生産性上昇効果

2.戦後日本におけ.る｢階層的市場一企業ネクサス｣の形成と進化

この節では, ｢階層的市場一企業ネタサス｣の形成と進化に関する歴史的分析を読みよう.

本節での基本的な問いは,次のようなものである｡この階層的祥造がどのように形成され,ま

た発展してきたのか.さらに, 19701年代の以前と以後とで,この構造に変化があったとすれば,

それはどのようなものであっrたのだろうか｡

これらの問いに答えるために,われわれは戦後日本経済の発展を,次のような4つの時期に

区分した｡第1期は, ｢二重構造｣とその｢縮小｣の時期(1955-64年),第2期は, ｢階層的市

場一企業ネクサス｣の初期形成期(1965-70年),第3期は, ｢階層的市場一企業ネクサス｣の

全面的な確立期(197ト90年),そして第4期が, ｢階層的市場一企業ネクサス｣の｢ゆらぎ｣

ないし見直し期(1991年以降)である.こうした時期区分に際して,われわれは,戦後の日本
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経済の構造に大きなインパクトを与えた3つの変化を念頭に置いている｡第1は, 1960年代前

半の若年技能労働者を中心とした深刻な労働力不足に伴う変化 第2は, 1970年代のドル･

ショック,石油ショックに伴う変化,そして第3は,バブル崩壊後の1991年からの深刻な不況

に伴う変化である｡

ところで,以下で行う歴史分析と前節での議論との関連について,予めいくつか述べておこ

う｡

まず, ｢階層的市場一企業ネクサス｣を構成するそれぞれの何に焦点を絞って分析を行うか

ということである｡以下の議論では,企業組織については,従業員の企業-の統合の機能を果

たすインセンティブ･メカニズムの形成を中心に議論し,労働市場については,雇用と賃金の

フレキシビリティの観点から,その階層的な分断構造を,企業間関係については,下請システ

ムの歴史的な進化の過程を中心に取り上げる｡

つぎに, ｢階層的市場一企業ネクサス｣の概念構成における2つのキー概念である｢構造的

両立性｣と｢制度化された失業コスト｣についてである｡前者については,大企業部門での

｢減量経営｣を契機とした企業組織,労働市場,企業間関係のすべてにわたる再編成として,

1970年代を画期に全面的な確立をみることを確認しよう｡そして,これは!フレキシビリティ

と生産性上昇メカニズムの｢構造的両立性｣の問題として,第3節でより詳細に分析される｡

また,後者については, 1960年代前半の労働市場の｢二重構造｣の縮小過程にともなう｢質

的｣, ｢制度的｣変化の中で大きな役割を演じ始めたことを明らかにしたい｡要するに,新たな

労務管理方式としての｢能力主義管理｣が導入される中で,それが具体化されることにな

る9)0

2.1 ｢ニ王様造｣とその｢縮小｣ (1955-64年)

1951年の京浜工業地帯の労働者実態調査に基づいて提起された労働市場モデル(氏原

(1966))がその典型であるように,高度成長初期の日本経済は,通常｢二重構造｣として描き

出されてきた｡氏原が,この労働市場モデルに関して指摘するのは,次の3つの点であった｡

第1に,京浜工業地帯の工場労働者は,周辺の都市ならびに農村の潜在的過剰人口から供給さ

れるということ｡第2に,この過剰人口の一部が,特に選抜されて中卒｢養成工｣として大工

場に入社し, ｢本工｣として定着する｡大企業の基幹労働力を構成するのは,年少の頃から養

成された｢子飼い｣の労働者であり,中途採用されるのは,原則として｢臨時工｣ fこ限られる

ということ｡第3に,中′ト工場の労働市場は,大工場の労働市場よ.りも相対的に劣った労働条

件によって特徴づけられ,大工場のそれとは構造的に独立しているということである｡

9)ここでは,労働市場の分断構造と階層的な企業間関係の｢補完性｣について十分な議論を展開して

いない.今後の課題としたい.この論点については,中村(1991)や日本労働研究棟構(1992a.

1992b)が有益である｡
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さて,氏原の労働市場モデルの示唆に従って,高度成長初期の日本経済の構造的特質を析出

するならば,以下のような4点に集約できるであろう｡

①農相に広範に存在する過剰労働力人口｡ ②新規学卒求職者を使先的に基幹労働力として採

用するという｢子飼い｣重視の雇用慣行とこの子飼いの慣行を条件とする｢長期安定雇用｣｡

③ ｢少数｣の｢本工｣とその外被として存在する｢大量｣の｢臨時工｣0 ④ ｢二重構造｣の集

約的な表現としでの企業規模別賃金格差｡

これらの特質のいずれもが,急速な経済成長の過程で変容を迫られていく｡この過程で農村

から郡市への大量の人口移動が生じ, ｢二重構造｣を支える第1の条件が失われていくととも

に,.規模別の賃金格差も1959年を境にして縮小に向かい始める｡そして, 1960年以降には,若

年技能労働者を中心とした労働力不足が深刻化していった｡

われわれは,この｢労働力不足｣が臨時工の労働市場を直撃することになったことにとりわ

け注目したい. ｢臨時工｣にはそれまで.景気変動に対する｢バッファ｣としての役割と臨時

工から本工への登用という｢スクリーニング｣の機能が担わされていた｡それゆえ,大企業部

門での(新規中卒者一幸成工一本工)という正規技能員養成のシステムは,大量に存在する臨

時工という外被があってはじめて成り立ちうるものであった｡労働力不足は,この臨時工｢制

度｣という外被を取り除いてしまったのである｡同時に,労働力供給の主力は,中卒から高卒

-と移行し,新規学卒求職者の高学歴化が進行しつつあった｡

こうした労働の供給サイドにおける変化に対する企業側の対応というのは,高度成長初期の

橋遥的特質の3つ目のものである従来からの雇用慣行,すなわち｢子飼い｣重視の雇用慣行を

大枠で維持する,ないしは維持せざるをえないというものであったo この結果として,処過や

企業内訓練に関わる問題,さらに従業員の定着率の向上やモラル･アップといった課題につい

てまでも,企業内部において解決,処理せざるをえなくなった10)0

また1960年から64年までの期間は,協調的企業別組合を基礎とする企業内協調的労使関係,

すなわち｢日本的労使関係｣成立の画期として位置づけられるであろう11)｡われわれは,こ

の｢企業内協調的｣労使関係とは,個々の企業レベルでの労使の合意･協調関係が,一国全体

の労資関係編成の基軸をなすような関係を指すものとして理解する.この意味で, ｢ミクロ基

10) ｢子飼い｣重視の雇用慣行に基づく｢長期安定雇用｣.新しい熟練の企業内養成や定着率の向上をめ

ぐっては,その起源を1920年代に求めることができるだろう(兵藤(1971),尾高(1984))｡しかし,

こうした試みは30年代の不況の中で中断･衰退し,戦後の経済環境の回復とともに新たに再生し,紘

大していったというのが,われわれの立場である｡この点については,宮本(1991).佐口(1990)杏

参照されたい｡

ll)この点に関連して,われわれが重視したいのは次のような事実である｡第1は, 1959年から60年ま

での三池争謙での労働側の敗北が,組合の職場規制力の喪失,協調的企業別組合形成の条件成立を意

味したことである｡第2は, 64年にIMF･ JCと同盟が結成されたこと,第3に, 60年を前後して団

体交渉制度の労使協議制-の変質が始まったことである｡
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軸｣の｢企業主義的レギュラシオン｣ (コリア(1991))を基礎とするような日本的労使協調主

義がその姿を現すのは,まさしくこの時期であったといえよう｡

ところで, ｢二重構造｣の｢縮小｣という論点に関連して一一言しておこう｡南(1970)による

日本経済の｢転換点｣ (turning
point)分析から導出された諸結果がきわめて有益な示唆を与

えてくれる｡南は,日本経済の転換点を早くて1959年,おそらくは1960年を中心とする数年間

にあると結論した｡つまり,労働供給の構造が, ｢無制限的｣労働供給から｢制限的｣労働供

給に転換したのは, 60年代の前半であったということである｡ ｢転換点｣の分析が示唆するよ

うに,戦後の日本経済は, 1960年代の前半を画期として,労働の供給構造における量的な変化

をこえた.｢質的｣な変化すなわち制度的変化を迎えることになったといえよう0

より具体的にいえば,すでに述べたように,大企業部門での熟練の形成や雇札 さらに従業

員の処遇や人事管理のあり方などが, ｢外部｣市場の状況から影響される度合いをますます狭

めてゆき,大企業部門での｢組織志向｣型システムへの移行が促されてゆくことになったので

ある｡

2.2 ｢階層的市場一企業ネクサス｣の初期形成期(1965-70年)

1960年代の後半には,労働の供給サイドの急速な変化-の対応として,企業組織と労働市場

とにおじヽて新たな構図が出現する.

まず前者については,民間大企業部門に新たに番人された｢能力主義管理｣という新しい労

務管理方式がとりわけ重要であると思われる｡この管理方式は貸金･人事制度を中核としてい

たが,これと小集団活動が一組となり｢日本的｣インセンティヴ･メカニズムを形作るものと

なった｡

｢能力主義管理｣の導入は,企業組織内部に次のような変化を生み出した｡まず第1に,

工･職の身分制が撤廃され,全ての従業月が等しく｢社員｣とされた｡第2に, ｢職能資格制

度｣の下で,資格等級は各職掌グループを通じて共通とされ, ｢能力｣が同じならば同じ資格

となり,賃金面での処遇の差はつけないとされた｡第3は,ブルーカラーにも管理耽への昇進

の通が開かれたことである｡ ｢能力主義管理｣は,一面では, ｢機会の平等｣を求める若い従業

月の意識に答え,かれらの処遇面での不満を和らげるものであった｡だが他面で,従業員は地

位と賃金の上昇をめざす出世競争-と自らの身を投ぜざるをえなくなった12)｡この新たな管

理方式のもとでは,職務に対してではなく,人に対して,あるいは｢能力｣に応じて賃金が設

定される｡したがって,人と｢能力｣に対する｢人事考課｣が重視されるようになるのは必然

であったということになる｡

ところで, ｢能力主義管理｣にはもう1つの軸があった｡ QCサークルやZD運動といった

12)熊沢(1986)では,これを横の連帯を断ち切られた｢従業員のアトム化｣一戦場集団を媒介しな

い企業への直接的な帰属-と呼ぶo
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小集酬舌動の積極的な推進がそれである｡こうした小集団活動は,実績主義や能力主義が引き

おこす集団意識の崩壊による労使関係の悪化やモラールの低下を防止し,すべての従業員にや

る気を起こさせるシステム作りをめざすものであった｡このように60年代後半に導入された日

本型能力主義とそれを補完する小集団活動は,企業組織内部での｢個別誘因両立性｣一自分

が属する組織の目的に貢献することが自己の利益にもー致するということ-を生み出す仕組

みを創出する読みであったと考えることができる｡

注意すべきは,この｢能力主義管理｣には, ｢少数精鋭主義｣の名のもとに人減らし｢合理

化｣が当初から組み入れられていたことである｡下層または補助的な仕事に従事する人々は,

はじめから｢能力主義管理｣の｢外部｣に置かれていた｡いわゆる3Kの仕事の下請化が行わ

れたのである｡この時期の新鋭製鉄所で働く労働者の約半数が下請工(社外工)であったと報

告されているし(稲上(1981)),他の産業では,季節工やパートタイマーといった形での外部

労働の利用がなされていた｡したがって,この時期には大企業部門での少数精鋭主義と外部労

働市場からの多様な労働力の広範な動貞というように, ｢二重構造｣とは異なる多層的な格差

づけられた労働市場が新たに開拓され維持されるようになったのである｡

さらに企業間関係においても,この時期に新たな階層構造が出現しつつあった｡高度成長の

初期から,寡占的大企業である親企業は下請企業-の技術指導を行いながら,有力下請企業と

の関係強化(いわゆる系列化)や対応困難な下請企業の切り捨てなどを通じて,競争環境の変

化に柔軟に対応しうるようなそれぞれの下請企業の対応能力の差異に基づく下請システムの再

編成を絶えず推進してきた｡こうした親企業の下請企業の選別育成によって, 60年代後半には,

独自の技術力をもつ中規模の下請企業の層が厚くなり,より多層的な下請構造が形成されて

いった｡下請企業の中に｢専門部品メーカー｣が登場し, ｢中堅企業｣の概念(中村(1990))

が提起されたのもこの時期であった｡

以上のように企業組織,労働市場,企業間関係のそれぞれにおいて, 1960年代の後半には,

｢二重構造｣とは異なるより洗練された階層的構造が形成されたのである｡民間大企業部門に

おいて｢能力主兼管理｣が受容され,定着していったのは,すでに成立していた協調的労使関

係を背景としてのことであった｡とはいえ, ｢能力主義管理｣が及ぶ範囲は民間大企業正規社

員に限定されており,中′ト企業や公共部門はなおその圏外にあった｡またこの時期の労働運動

にしても,ひたすら協調的であったわけではない｡労働争議による労働損失日数を見ると,こ

の時期は石油危横以降に比べ一桁多いものだった13)｡この1960年代後半の時期には,新たな

階層構造の作用範囲はなお限定されたものであったという意味で,われわれは,この期間を

13)田端(1991)は,高度成長期の労使関係を｢紛争的安定構造｣と規定する｡
｢紛争的｣というのは

･争謙がノーマ)1,な労使関係の一要素となっていた｣ということであり,にもかかわらず,この構造

が｢安定的｣であったのは, ｢成長による労働市場の逼迫は労働者と労働組合の交渉力を強め,また

成長はそれ自体紛争のコストを吸収し得る余力を企業に与えたから｣ (229-231ページ)としているo
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｢階層的市場一企業ネクサス｣の｢初期｣形成期と呼ぶことにする｡

2. 3 ｢階別勺市場一企業ネクサス｣の全面的確立とその成熟(1971-90年)

高度成長を支えてきた国内的条件は, 1970年の前後に大きく変化した｡耐久消費財の普及は

一巡し,消費支出に占める耐久消費財支出比率が1971年にピークに達するとともに,利潤率や

設備投資についても70年を境に趨勢的な低下が観察される(図5参照)｡吾川(1992)が主張す

るように,日本経済の構造変化は,第1次石油危機の起きた1973年秋から74年頃には既に大き

な変化を完了していたと考えるべきであろう14)｡要するに,第1次石油危機は,高度経済成

長の終葛をもたらした根本頂因｣というよりも,その後の低成長時代-の｢引金｣ (trigger)

をなすものであった｡

図5 利潤率と民rrl企業固定資本ストック成長率:1956-&&年(パーセンテージ)

実線:利潤率,点線:資本ストック成長率

1960 1965 】970
.1975

1980 1985

(注) 1)民間企業間定資本ストックは, 1985年のNTT. 1987年のJNRの民営化による影響を訳文
している｡

2)傭人企業の営業余剰は利潤から除かれている｡

3)利潤率-官業余剰/民間企業固定資本ストック

(出所)経済企画庁咽民経済計井年軌およびr民間企業固定資本ストックJより作成o

とはいえ,われわれは石油危機が日本経済にほとんど影響を与えなかったと主張しているわ

けではない｡ここで注目したいのは,第1次石油危機後の74年不況の克服を■目指して実行され

た企業組織における徹底した｢減量経営｣と労働運動における政労資協調体制の成立である｡

1975年春闘とスト権ストの全面敗北を転機として,労使間の｢協調的安定構造｣が成立し,争

議はほとんど消滅するにいたる｡すなわち不況が深刻化する過程において, ｢企業防衛｣と

｢生活防衛｣という点で利害の-敦を見た個別企業労使の行動が一個全体の労資関係編成の枠

14)利潤率,設備投資については,吾川(1992)第2章ならびに第5章を参照されたい.また,消費支

出に占める耐久消費財支出比率については,字仁(1992)も参照されたい｡
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組みを規定するという関係が,石油危横後に成立したのである｡レギュラシオン･アプローチ

の概念を用いて言い換えるならば, ｢ミクロ基軸｣の｢企業主義的レギュラシオン｣がマクロ

経済全体を覆うようになるのが,まさにこの時期であったわけである｡

ところで,こうした労働運動における再編成を,経営側の攻勢とそれに呼応する労働連動側

の変質というレベルだけで捉えるならば,それはかなり皮相な理解にとどまることになるoそ

れは,われわれb's ｢階層的市場一企業ネクサス｣と呼ぶものの全面的な確立に対応するもので

あったからであるoその背景には,企業観織,労働市場,企業間関係のすべてにわたる新たな,

そして急速な再編成とそれら相互間の｢構造的両立性｣の確立がある｡以下では,ネクサス構

造におけるそれぞれの変貌を順番に跡づけてみよう｡

｢減量経営｣とは,大企業の組織本体の可能な限りの｢スリム化｣の試みにほかならないo

事業部制の再編,分社化,社内ベンチャーのような企業内部組織の再編成,またトヨタの｢カ

ンバン方式｣の拡大や松下の｢連邦経営_｣などのグループ管理体制の創出といった企業外部組

織の再編成が,急速に進められていった｡これらの企業組織の再編は,職場と労働過程の再編

とこれに照応する労務管理システムの改訂をもたらした｡新たな変化として,次の3つが指摘

できる.だろう｡

第1は,派遣労働乱丁請け出向,嘱託や雇員1.バートやアルバイトといった多様な種類の

非正痩社員が動員され(｢外的｣フレキシビリティの追求),同時に正規社員の非正規社員によ

る代替(｢雇用関係のスリム化｣)が積極的に推進されたことである｡

第2は, QCサークル運動が飛躍的に拡大したことである｡ ′j､集団活動は, 60年代末には鉄

鋼卓自動車などの重工業分野の生産現場に限られていたものが, 70年代後半には,事務･管理

部門,金融やサーヴィスなどの分野にも浸透していった｡この時期には,圧倒的多数の労働者

を巻き込むような形でQC活動が展開されたのである｡

第3は, ｢終身雇用｣慣行の内部にある正規社員の｢内的｣フレキシビリティをより高め,

正規社員そのもののスリム化のための｢選別｣の機能を担う｢人事考課｣がより重視されるよ

うになったことである｡ 60年代後半の｢能力主義管理｣では,人事考課は成績評価を主たる内

容としていた｡ 70年代後半の人事考課には,成績評価だけでなく｢能力評価｣と｢態度評価｣

が組み込まれ.従業員の全人格的な評価にまで拡大されたのである｡

以上のようなQC活動の飛躍的な拡大とより重要性め増した人事考課の組合せによって,

著しく競争的で個人刺激的な職場が作り出されることになった｡企業組織の目的を内面化し,

企業内ヒエラルキーの階梯をかけのぼることに全てを傾注する｢会社人間(companymen)｣

が生み出されるのも,この時期であった｡

ここで再度強調しておきたいのは,こうした｢会社人間｣としての｢精鋭｣男子正規社員に

ょって担われる企業組織内部の｢内的｣フレキシビリティが可能であるのは,雇用数のフレキ

シビリティを担うことになる多様な非正規社員の存在を前提にしてのことだということである｡
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したがって,この時期には,雇用形態の多様化に照応するような形で,労働市場においても多

層的でかつモザイク状の構造が形成されることになる｡この点については,本箱の第3節にお

いて詳述するつもりだが, 75年以降の難聴率の有意な低下(図6)はとりわけ注目に催する｡

というのも,この離職率の低さは,特定の企業の従業員としてのみ生活を支えうるという｢労

働者の従業月化｣が定着したことを端的に示すものであるとともに,われわれが｢馴鹿化され

た失業コスト｣と呼ぶ｢ペナルティ｣効果が,この時期の労働市場の階層的分断化に補完

図6 入職率と離職率(1960-1993年)
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1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

D入耽率･推戦車

(出所)労働省r毎月勤労統計調査j より作成｡

図7 失集率(1960-1993年)

■■■■■■■ ∩■■■■■■n l■■■■■■ !芦句 ■■■■■■■■ Illl l一

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

(出所)捻務庁統計局 r労働力評査1より作成.
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されながら有効に槻能していたことを傍証するものだからである｡

ところで,非正規社員の中のパートタイム労働者は,その大半が既婚の中高年女性である｡

このことは,彼女たちが家事とともに単純で補助的な作業を担うというように｢家庭｣までも

が企業社会の中にまるごと飲み込まれてしまうことを意味している｡それゆえ,競争と効率-

の一辺軌 会社使先の論理が,社会のすみずみにまで浸透していったのはこの時期であり,

1970年代以降は企業主義的レギュラシオンの原理の｢全社会化｣が確立した時期でもあった｡

最後は,企業間関係における下請システムについてである｡生産行程や部品の多様化･複雑

化 高加工化の進展を反映して, 】.970年代以降も階層的下請構造の形成がさらに進展していっ

た｡しかも,ここでの階層構造では, 【P小企業が多層的に存在し,必ずしも生産する製品にし

たがって市場を形成するものではなく!多様な形で専門化･特化しているという点が重要であ

る｡寡占企業である親企業からみれば,確かにピラミッド型の下請階層構造が実在する｡しか

し,下請関係のあり方を主導する巨大寡占企業群の他にも隙間市場で自社製品を販売する多数

の中堅･中小企業が存在する｡したがって,こうした下請システムのイメージは,富士山のよ

うな単峰型というよりは,高さの異なる多くの頂をいただく八ヶ岳型あるいは｢山脈｣型(渡

辺(1989, 1990))というべきものである｡その裾野の部分は相互に重なり合い,特定製品分

野ごとに区分されることがない｡そのかなりの部分が特定加工に専門化した下請企業として存

在するのであり,それらは多様な製品分野との取引関係を持っているのである｡

ところで,こうした下請システムの新たな形態変化の中で, 1993年版r中小企業自軌が報

告するように,大企業と中小企業の賃金,付加価値生産性格差は, 70年代後半以降,再び拡大

傾向にあるoただし,資本装備率格差は縮小している,付加価値生産性格差の拡大は,おそら

く中/ト企業における付加価値/資本ストック比率である設備投資効率が悪化したためであろう｡

要するに,これは,この時期の発注側親企業群でのJITシステムの拡大等に対処するために

下請企業は棟棲的にME機器を_#入したが,下請同業者間の受注競争の激化のために思うよ

うに付加価値額が伸びなかったためであろうと考えられる.親企業でのムダを徹底して排除し

ょうとするシステムが,下請企業間での競争激化という形で下請システムの下層-と転嫁され

たものといえるだろう15)0

15)下請取引関係においてダイナミックな｢競争｣がみられる点については,小田切(1992)第6章を

参照されたい｡最終組立企業である親企業は部品について複数の発注先を持ち(複数ベンダー政策),

かつ部品メーカーの経営的･技術的情報を鼻音に持っている｡それゆえ,部品メーカーは親企業から

の｢発言｣を無視しえないし,潜在的な部品メーカーの存在も考慮に入れなけjJLぱならないoこの意

味で,下請企業である部品メーカー間には大きな競争圧力が作用することになる.他方で,親企業と

下請企業の間には,改善提案報酬制度や親企業による様々な助言や技術的･人的･資金的な支援など,

生産性と品質をめぐる｢協力｣関係が存在することも事実である｡浅沼(1984;1990),浅沼･菊谷

(1993)における｢関係特殊的技能｣や｢T)スク吸収仮説｣の捷超は後者の点に関わる.注9)でも述べ

たように,本稿ではこれらの点について十分な検討を行っていない｡今後の課過としたい｡
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かくして,大企業部門での減量経営の推進を契機として,大企業と大企業男子正規社員を頂

点とする社会全般にわたる階層化された格差構造の確立を,この時期に見ることができる｡さ

らに,今日｢日本的経営｣ないしは｢[]本的労使関係｣と呼ばれ,また70年代後半から80年代

にかけて海外からの賞賛の的となった｢日本モデル｣の内実は,この時期に確立し成熟して

いった｢階層的市場一企業ネクサス｣構造の中にこそ見出すことができるといえよう｡

さて本節での議論を要約するならば,以下の表3のような形にまとめることができるだろう｡

表3 戦後日本におけるIiMFNの形成と進化

高度

成長期(低成長期
二重構造とその｢縮小｣ ー1MFNの初期形成期HMFNの全面的確立とその成熟

(1955-64*) (1965-70年)(.l971-90年)

企業組織 大企業部門での労務管理方式 新しい労務管理方式としての徹底した｢滅.Jt経営｣

｢能力主義管理｣の捷唱

*大企業の組織本体の｢スリム化】

(1920年代に起源をもつ)

*学卒採用中心主義と｢子飼
い｣ ｢稚能資格制度｣｢定期昇給｣一分社化下請別の再月引こよる'/ルー

重視の雇用慣行 ｢人事考課(査定)｣プ管理体制の創出0ⅠT)

*企業内訓練とoJTによる +*我坊の再編成と雇用の多様化:多
(新卒者-兼成エー本工)の QCサ-クル,ZD運動などの様な非iE泉社貞の登場と正規祉月の非

葦成 ｢′ト集団活動｣正規社則こよる代替

*少数の｢本エ｣とその外披 l*正規祉月のスリム化に伴う選別強

として存在する大Ji-の｢臨時工J ｢日本的インセンティヴ.メ化-｢能力主義管理｣の強化

カニズム｣の形成*低水準の推れ率

労働市場 ｢氏原モデル｣ 階層化され格差づけられた労働階層化された分断的労働市場の一層

*農相に存在する過剰労働力

*｢二重｣労働市境:中小企

業市場から大企業市場への労働

市場の開拓.維持の拡大

*継続する若年技能労働力不*産業別,企業規模Bl),そして男女

移動は困難 足別‡金格差の拡大傾向

*企業境摸別貸金格差

(1960年以降)

*下請エ■(社外工).季節工,*パートや派it,補助的労的-の集
バートタイヤ-の広範な使用中という労働力の｢女性化J(特に80

年代後半以降)

*若年技能労働力不足-｢践

時工｣制度の解体

*労働供給の主体が中卒から

高卒に移行日本経済の

｢転換点｣

*高齢化社会ヘの急接近

企業間 大企業と中小企業の｢二重｣珊 親企業の選別育成による重層ピラミッド型の階層的下請構造の進

関係 逮(大きな技術力格差の存在) 的なtt'ラミツド型の下請構造の展と｢山脈｣型の下請構造への進化

形成

*JーTシステ'L.の拡大

*専門部品メーカーとしての*大企業と中小企業との付加価値生

｢中堅企業｣の登場産性格差の拡大

労働運動 春耶の発足(1955年)(労使 関係の｢紛争的安定構造｣)スト権スト(1975)

三井三池炭坑の労栃争議 1970年代半ばからの春脚の変容

定されていた*企業主義の会社会化,そのもとで

(1959-60)

*民間大企業部門に限

企業主義 の(労使関係の｢協調的安定構造｣)
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戦後日本経済へのレギュラシオン･アプローチ(2)*
- ｢階層的市場一企業ネクサス｣論-

植村博恭･磯谷明徳･海老塚明

は じめに

j 戦後日本案本主義の制度論的分析装置と

しての｢階層的市場一企業ネクサス｣

2 戦後日本における｢階層的市場一企業ネ

クサス｣の形成と進化

(以上,本誌第96巻第5･6号)
3 経済動態の調整メカニズムとしての｢階

層的市場一企業ネクサス｣

3.1階層的格差構造の循環的変動七動態

的調整

3.2 インセンティプ･メカニズムとして

の｢階層的市場一企業ネクサス｣

3.3 貸金と雇用のフレキシビリティ

3.4 企業規模別,産業別の賃金上昇率お

よび労働分配率の歴史的推移

-- ｢階層的市場一企業ネクサス｣

論の観点から-

3.5 ｢階層的市場一企業ネクサス｣にお

ける｢構造的両立性｣

-フレキシビリティと生産性上昇

メカニズムー

4 ｢階層的市場一企業ネクサス｣の社会経

済的再生産メカニズムとマクロ的動怒

4.1 ｢階層的市場一企業ネタサス｣の社

会的再生産メカニズム

4.2 ｢階層的市場一企業ネクサス｣と

｢需要レジーム｣

--1970年代以降のマクロ経済的

構図--

おわりに 今後の研究課題

3 経済動態の調整メカニズムとしての｢階層的市場一企業ネクサス｣

前稿(本誌第96巻第5･6号)の第1節では,われわれの｢階層的市場一企業ネクサス｣論

の基本的枠組みを,レギュラシオン･アプローチに基づく戦後日本経済の分析との関連で説明

し,第2節では,戦後日本における｢階層的市場一企業ネクサス｣の形成と進化について,こ

れまでの実証研究をふまえて検討した｡本節では, ｢階層的市場一企業ネクサス｣がもってい

〔キー･ワーズ〕

｢階層的市場一企業ネクサス｣,レギュラシオン･アプローチ,インセンティプとフレキシビリティ,

構造的両立性,制度分析t ｢制度化された失業コスト｣,生産性レジーム

* 本稿の作成にあたっては,文部省科学研究費･総合研究(A) ｢国際経済環境と産業構造が変化する中

での日本型資本主義の調整様式の変容に関する研究--一利度的･計量的分析･--｣ (課題番号

o7303015.代表･山田鋭夫)の援助を受けた｡なお,本稿は,昨年9別.4, 15馴こ熊本学園大学で開

催された国際シンポジウム｢レギュラシオン･イン熊本｣において報告され,コメンテーターの

IIENRINADEL氏をはじめとした多くの参加者の方たちから有益なコメントをいただいた.われわ

れの怒謝の念を記しておくことにしたい｡
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る経済動態の調整メカニズムとしての側面に焦点をあわせて考察を進めていきたい｡本節の課

題は,まさに, ｢調整様式｣として｢階層的市場一企業ネクサス｣がもつ動態的な構造効果を,

体系的に検討することである｡検討の村象となるのは,労働者のインセンティブ･メカニズム,

貸金と雇用の調整メカニズム,階層的ネットワークが生み出す生産性上昇効果などの諸論点で

ある｡

3. 1階層的格差構造の循環的変動と動態的調整

｢階層的市場一企業ネクサス｣は,企業組織,階層化された分断的労働市乳 階層化された

企業間関係の連節構造として成立しており,それ自体が1つの運動体をなしている｡その運動

の構造的特徴は,企業規模別収益性格差,企業規模別賃金格差,男女間賃金格差などの指標に

よって確認できるだろう｡日本経済の階層的格差構造は,循環的に変動しつつ,資本蓄積過程

に対して動態的な調整メカニズムとしての役割を果たしていると考えることができるからであ

る｡まず,この点を概観することにしよう｡

最初に,企業規模間格差の循環的変動と長期的な趨勢を確認しておこう｡生産性と平均賃金

でみた企業規模間格差は, 1960年fEの高度経済成長期に大きく縮小したが, 19701'F代半ばから

再びゆるやかな拡大傾向にある｡この点を,図8で確認しておこう｡

図8 製造業の話格差の変動と趨勢(大企業-]ooとする)

山谷 山谷 山谷 山谷 山谷 山谷山谷 山 谷 山谷 U

45

40

35

30

0

(注)景気の山と谷は,経済企画庁｢景気動向指数｣によるE7付に基づいている.,

ここで,大企業とは従業貝数300人以上の企業を指している｡

出所: r中′ト企業自宵1 (1993)の第4-1匡=二,景気の山と谷の時点を加鼻し修正した

ものである｡もとの同は.通産商業省r工業株計衷JよI7作成されたものである.
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ニこでは,従業員数300人以上の大企業を100とした時の,従業員数10-299人の中小企業の賃

金水準,付加価値生産性,資本装備率(資本･労働比率)が示されている(1993年版r中小企

業自書j)｡第2節では,ここで示されるような構造変化を含む長期的な趨勢の制度論的な背景

について,歴史的観点から説明を行った｡これに対して,集計量レベルでの循環的変動のパ

ターンに関しては,次のような事実を確認できるだろう｡付加価値生産性格差は,好況期前半

に拡大し,不況顛には縮小するという循環的な変動パターンを示しているoこれは,好況期前

半においては,稼働率水準と技術革新活動の水準が大企業の方が中′J､企業よりも高まるためで

ある｡特に大企業では,不況期に正規労働者に対する雇用保障に基づいて｢労働保蔵｣

(labour hoarding)が生ずるのが日本経済の特徴であるが,逆にこのために,好況期前半には,

労働生産性が大きく上昇するのである｡企業規模別賃金格差に関しては,経済変動に反応しつ

つ.好況期に縮′卜し,不況期に拡大するというバターンが示されている｡この現象は,高

表4 企業規模別相対賃金格差と労働市場の需給状態(1976-1990)

ColtS[ U

14[1ll(A,T/i)

W7n(S/IJ)

WjTM/i)

T4'PS/i)

87.92''
-0.3459

(60.27) (-0.51)

87.04★● -2.370■◆

(97.78) (-5.71)

87.17‥
-0.3731

(35.56) (-0.33)

81.86◆●
-0.5432

(27.66) (-0.39)

Cons i RJO^

Wnt(S/L)

WPM/i)

UPS/L)

Tt'7ne R2 DW

-0.2158‥

(-4.81)

-0.2320…

(-8.47)

-0.4168‥

(-5.53)

-0.3492●●
(-3.84)

0.7188 1.481

0.9419 2.392

0.7642 1.286

0.6117 0.841

Time R2 DW

86.82‥

(163.71)

80.58‥

(223.94)

86.18‥

(94,75)

80.54…

(73.08)

0.7839
-0.2603‥

(o.86) (-5.01)

3.128‥ -0.4456‥

(5.05) (-12.6Ll)

0.4412
-0.4484''

(o.28) (-5.03)

0.3690
-0.3841''

(o.19) (-3.56)

0.7294 1.500

0.9309 2.264

0.7636 1.263

0.6079 0.843

(注) t値の値は,括弧内に示され'rいる｡ ++(*)tま, t一検定を用いた際の1% (5%)有意水車を示している｡

l′l′"-(M/L):従業_R規模1OO-999人の企業における男子労働者の名目賃金の,従業員規模1000人以上の企業における

男子労働者の名目貸金に対する相対水準

wけl(S/TJ) :従業貝規模10-99人の企業における男子労働者の名目賃金の,従業貝規模1000人以上の企業における男
子労働者の名目貸金に対する相対水準

wPIV,/L) :従業員規模100-999人の企業における女子労働者の名目賃金の,従業貝規模1000人以上の企業における
女子労働者の名目賃金に対する相対水準

ll'j(S/I,):従業員規模10-99人の企業における女子労働者の名目賃金の.従業月規模1000人以上の企業における女

子労働者の名目賃金に対する相対水埠

U:失業宰(年平均). R)0^t:有効求人倍率, Tt7ne:タイムトレント(TI'me-西暦-1976)

出所:労働省r貸金構造基本統計調査),大蔵省r法人企1-#統計J.総務庁統計局r労働力調査J.
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度成長期以丸一貫して見られる日本経済の格差構造の特徴的動態の1つをなしている(尾高

(1984))0

図9 企業規模別賃金格差(男子労働者)

実線:大企業の賃金に対する′ト企業の貸金の相対水準

点練:大企業の貸金に対する中企業の貸金の相対水準

1975 198() 1985 1990

(注) ここで.大企業とは従業員瑛模1000人以上の企業を中企業とは従業貝規模100-999

人の企業を, ′ト企業とは従業員規模10-99人の企業を指している｡

出所:労働省 r貸金構造基本統計調査J.

図10 企業規模別賃金格差(女子労働者)

実線:大企業の貸金に対する小企業の賃金の相対水準

点線:大企業の貸金に対する中企業の貸金の相対水準

1975 1980 1985 1990

(注)ここで,大企業とは従業員規模1000人以上の企業を,中企業とは従業貝規模100-999

人の企業を, ′ト企業とは従#;-月規模10-99人の企業を指しているo

出所'.労働省 r貸金構造基本統計調査J.
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詳細に見てみると,経済変動が企業規模別賃金格差に与える影響は複雑であることがわかるo

まず, 】.970年代以降の企業規模別賃金格差の変化を,男子労働者と女子労働者に分けて確認し

ておこう｡それを示したのが.図9と図10である｡

ここでは,男子労働者と女子労働者の双方に関して,企業規模別賃金格差の循環的変動と趨

勢とを区別して観察するた捌こ,図9と図10で示されたデータをもとに回帰分析を試みたoそ

の結果をまとめたのが,表4である｡企業規模については,大企業(従業員数1000人以上),

中企業(従業員数100-999人),小企業(従業員数10-99人)に分け,男子労働者,女子労働者

別で分析を行った｡まず1980年代の趨勢については,すべてのカテゴリーで企業規模別格差が

拡大している｡また,循環的変動に関しては,男子労働者について,大企業とノJ､企業間でのみ

循環的パターンがはっきりと確認できる.実際,両者間の貸金格差は失業率や有効求人倍率に

対してきわめて感応的である｡これは,大企業男子労働者の賃金が労働市場の需給状態に非感

応的なのに対して, ′J､企業の男子労働者の賃金が労働市場の需給状態に感応的で循環的に変動

するため,このような循環的な変動バターンが生じるのだと考えられる｡この点は,のちに企

業規模別の賃金の決定要因の分析を通して,より詳しく検討することにしたい｡女子労働者の

企業規模別賃金格差が失業率に反応しつつも循環的な変動パターンを示さない理由は,女子労

働者の中には,中小企業だけでなく大企業でもパート･タイマーが多く含まれており,そうし

た労働者部分が数量的フレキシビリティの対象となっているからであろう｡

このような変動をしつつ,階層的格差構造は,日本経済の資本蓄積過程に対して動態的な調

整メカニズムとしての役割をはたしている｡つぎにそれを詳しく見ていくことにしよう｡

3.2 インセンティブ･メカニズムとしての｢階層的市場一企業ネクサス｣

ここでは経済動態における｢階層的市場一企業ネクサス｣の調整メカニズムとしての機能を,

インセンティブ･メカニズムの観点から考察することにしたい｡

長時間･過密労働をともなう労働者の企業-の積極的なコミットメントは,日本の企業組織

に特有な特徴だとされ,このことが,高い生産性上昇率を生み出す重要な源泉の1つと見なさ

れている. B･コリア(1991)は,この労働者の能動的な企業-の一体化を, ｢インセンティ

プに基づく参加(implicationincit6e)｣と呼び,この献身的態度の背後には巧妙に｢オストラ

シズム｣ (異端者排除)が組み込まれていると特徴づける｡われわれも,労働者の企業への統

合メカニズムに関する,コリアのこれらの主張に基本的に同意する｡ただし, ｢インセンティ

ブに基づく参加｣はそれ自体,よりマクロ的に｢階層的市場一企業ネクサス｣という階層的格

差構造全体を通して生み出される特有の｢楕造効果｣として捉える必要があるというのが,こ

こでのわれわれの立場である｡われわれが考えるインセンティブ･メカニズムの構造を図示す

るならば,図11のようになろう｡

この図式化において,まず強調しておきたいのは!労働のインセンティブに影響する諸要因
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図11 ｢階層的市場一企業ネクサス｣のもとでのインセンティブ･メカニズム

企業組織内的要因r
r一企業組織外的要因

(分断的労働市場)

.1工芸妄蒜B('LJ;
I▼ー-~
‥壷怒riiJf*j-ii-k";嵩'u-,一転蔽三-三~

-[-
'.iこ~妄-;

｢･- (正規労働者)-

長時間･

過密労働

非正規労

働者比率

の上昇

肢の速断
■IF]J'仰一'TH~′､ I ､叫′′

一出向--I-I(r制度化さ)tた失業コスト｣)
*昇進の可能性(アメ)

｢

*企業内福利厚生(アメ)

*退職金制度(アメ)
* ｢能力主義管理｣

×補完関係

｢･-く非正規労働者)-
: *監督

*ネオ･テーラー主義

*相対的に貧弱な社会福祉
サービス

*高い教育費用,住居費用

. .
I I L I L - - 一 - - - 1I - - I - - - - - ● ● - ■

- - ー 一 - - - d

*生活水準の維持
*女子パート労働者の
家計補助

を2つのグループに分類することが可能だということである｡一方は,企業組織内部に関わる

諸要軌 もう一方は,企業組織外で作用する諸要因である｡しかも,いずれにも｢アメ

(carrot)｣と｢ムチ(stick)｣が極めて巧妙に埋め込まれているのである｡

企業組織内部では,正規労働者は, ｢インセンティブ･システムとしてのランク･ヒエラル

キー｣ (Aoki,M･ (1988))の中に位置づけられている.管理職層-の昇進のチャンスは,人事

部の厳しい監視のもとにおいてではあるが,すべての正規労働者に対して開かれている｡昇進

を決定するもっとも重要な要因は,直接の上司による評価(いわゆる｢査定｣)である｡ ｢評

価｣は･労働者の｢職務逆行能力｣に対してなされる｡この能力とは,企業目的に直接間接に

貢献するあらゆる能力が含められているo要するに,現在従事している職務に即して｢業績｣

として顕在化する能力ばかりか, ｢潜在能力｣ (技術変化への対応九｢多能性｣,さらには企業

の要請に応えていこうとする態度や姿勢)も評価の対象になるということである｡しかも,日

本企業においては,入社して10-15年がたたないと大部分の従業貞の処遇の相違が表面化しな

いことは･よく知られた事実でもある｡この昇進システムのもとでは,正規労働者は,相互に

技能や知識の獲得や能力開発の競争の中に自己を投企し,過密で,かつ長時間の労働を行わざ

るをえなくなるo労働者のこの種の競争-の投企は,企業組織の内と外を通じて本来あるはず

の別の｢選択肢｣ (option) -｢発言｣(voice)と｢退出｣ (exit)-が構造的に速断されている

結果だといえるo ｢強制｣と｢自発｣とが効果的に結び合わされているのである16)｡

われわれが,特に注目したいのは,企業｢外｣選択肢の遮断の柿道である｡大企業男子正規

社員にとっての転職ないし中途退職が,かれらにとってのかなり大きな金銭的･社会的な｢ペ

ナルティ｣になることは･すでに第1節の1･4で言及した通りである｡われわれは,これを

16) ｢強制｣と｢自発｣の結合という論点については,鈴木(1994)の第5章の諌論が特に有益である｡

なお･以下の論述では･鈴木前掲青の他に, Aoki (1988), Itoh (1994)から多くの示唆を得ている｡
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｢削度化された失業コスト｣と名付け,大企業正規労働者の労働努力を刺激するとともに,入

社後のかれらの行動を規律づける役割を果たすものと考える｡以下では,こうした｢制度化さ

れた失業コスト｣が,階層的なネクサス構造の中で制度化されるメカニズムをより詳しく考察

してみよう｡

転職に際しては,転職前の賃金水準が転戦後に引き継がれることはなく,さらにその後の賃

金上昇率も低下することになる｡樋口(1991)では,日米の男子賃金関数の推計から,勤続の

延長による賃金-の純粋効果は,アメリカに比べて日本の方が大きいこと,また勤続年数と就

業経験年数が同じ(5年, 10年, 20年)で,勤続,就業経験が1年延びた場合の賃金上昇率を

上ヒベれば,それぞれほぼ2パーセントはどの開きのあることを見出している17)oまた,彼ら

は,はとんどの場合階層的な企業構造の中の下位の企業に職を求めざるを得ない｡この企業規

模間移動の実態については, r雇用動向調査Jによって把握可能であるo男子の転職者につい

て見ると, 300人以上規模の企業からの転職者のうち同規模以上の企業に転職できたのは,

1979年には31.6パーセントであったのが, 1988年には39.5パーセント, 1991年には42.6パーセ

ント-と上昇し, ｢バブル･ブーム｣後の1993年には32.3パーセント-と低下した｡ 1994年で

は,わずかに26.9パーセントにすぎない｡

以上より,大企業･中企業からの転職が,単なる一時的な所得の喪失にとどまらない,生涯

総所得の大幅な減少をともなうことは容易に予想できる｡ ｢制度化された失業コスト｣の枠組

みにおいて,われわれがとりわけ重要な変数とみなすのは,賃金ではなく,生涯所得である｡

事実,転職の金銭的ペナルティは,下方-の労働移動をともなう労働市場においては,大きな

生産所得の喪失を招く｡転職による生涯所得と退職金の低下幅については,第1節の図3に示

されている通りである｡たとえば,大企業男子正規労働者が40歳で転職した場合,彼は,生涯

所得で約2500万円(彼の生涯所得の約20パーセント),退職金が700万円から1500万円ほど減少

することを覚悟しなければならない(1993年版r労働自書J).このように,日本の企業社会に

おいては,転職コストは非常に高い｡このような高い転戦コストに加えて, ｢制度化された失

業コスト｣のインセンティブ･メカニズムとしての機能は,社会保障永準の相対的な低さと高

い教育費用,住居費用といった企業組織｢外部｣の諸要因によって補完され増幅されている｡

転職ないし中途退職は金銭的な損失を伴うだけでなく, ｢世評｣ (reputation)効果(Aoki, M.

(1988))という社会的な効果-これも企業組織｢外部｣の要因の1つである-をも伴う

というべきだろう18)｡個々の労働者の資質に関する情報は,雇用者にとって一般に不完全で

17)樋口(1991) 49ページの表1-15を参照されたい.ここで｢勤続年数｣とは同一企業での継続雇用年

数. ｢就業経験年数｣とは同一企業の勤続を問わない(したがって,転耽を含む)勤労経験年数のこ

とを指す｡

18)転職,中途退職に伴う｢世評｣効果については, Aoki(1988)第3章,青木･奥野(1966)第5章

を参照されたい｡
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ある｡こうした場合,雇用者は,転職者のことを,以前の職務を十分にこなしえなかったから

転職したと判断することになろう｡その結果,転職者は前職よりも低いランクの職しか得られ

ず,また将来の展望についてももとの企業にとどまっている者よりも低いものとなる｡こうし

て,日本社会では,転職が不利だと一般に通念さjlることになる.もちろん,それが通念化さ

れるのは,日本の民間大企業部門の大多数において,職能資格制皮に基づく人事管理方式,す

なわち｢能力主義管理｣が採用されているからにほかならない｡それゆえ,転職の｢世評｣効

果もまた,階層的なネクサス横道の中での｢制度化｣の産物なのである｡

以上,われわれが｢制度化された失業コスト｣と呼ぶものは, ｢階層的市場一企業ネクサス｣

の構造の中で金銭的･社会的ペナルティとして作用し,特に大企業および中企業で働く労働者

にとって強烈な｢ムチ｣の役目を果たすのである｡ところで,経済のダイナミックスにおける

インセンティブ･メカニズムとしての｢制度化さjtた失業コスト｣､の重要なポイントは,第1

節の1.4でも述べたように,景気変動のなかでそれが安定的かつ持続的だという事実にある｡

そjJLは,経済条件によってさして影響を受けず,それゆえ,日本経済においては,その労働に

対するインセンティプ効果は,準完全雇用状態においてさえ減少しないということになる｡こ

の点は,労働時間に関するいくつかの統計資料によって傍証さjtるだろう.年間結実労働時間

は, 73年の石油ショックを境にして減少傾向がとまり,それ以降ごく近年にいたるまで停滞あ

るいは微増を示してきた｡そして, 1986年版r労働自書j の製造業における所定外労働時間の

景気変動部分と恒常的部分の試算が示すように,景気に無関係な恒常的部分は,石油ショック

後の1975年を境にして増加傾向を示すのである｡これは, 70年代後半からの民間大企業部門で

の徹底した｢減量経営｣によって増幅されながらも, ｢階層的市場一企業ネクサス｣が全面的

に確立する中で, ｢制度化された失業コスト｣のインセンティブ効果が有効に作用し続けてき

たことを裏付けるものといえよう19)｡こうして｢制度化された失業コスト｣は,大企業男子

正規労働者の企業｢外｣選択肢を構造的に速断することになるが,かれらが企業｢内｣にとど

まりながら,企業の高い管理的要請に対抗するという選択可能性(｢発言｣オプション)もま

た封じられてしまっているのである｡後者については,日本の労働組合が, 1970年代から現代

までの間に,職場での働き方について基準を設け,それを集団的に確保していくという機能を

失ってきたという事実を指摘するだけで十分であろう20)0

19) 1986年版 r労働自書lの第2-30図を参照されたい.そこでは,所定外労働時間が恒常的になる理由

を,低い所定外貸金割増率(法定割増率は25%)の結果.新たな労働者を雇い入れ働かせるよりも既

存の労働者に追加的な労働を行わせる方が有利であり,その有利性が,石油危機以降企業のコスト意

稚が厳しくなる中で.特に大企業においてあらわれていると分析している.また, 1980年代後半の好

況期に見られた興味深い現象としては,一方で正規労働者の労働時間が増加しているのに対して,他

方,短時間労働をする非正規労働者の数が増加していることであるo森岡(1992)は,これを｢労働

時間構造の2権化｣と呼んでいる｡

20)近年の業凍として,上井(1994),都留(1995)を参照されたい｡
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ところで. ｢階層的市場一企業ネクサス｣におけるインセンティブ･メカニズムの全体を描

き出すた捌こは,企業組織内部で作用する諸要因と企業組織外部で作用する諸要因とを区別す

る必要があるし,同時に,それらの正規労働者と非正規労働者とへの作用の仕方についても区

別する必要がある｡

非正規労働者については,正規労働者の場合とは事情が異なっている｡彼らは, OJTをう

けて昇進する可能性を有さない.事実,労働省r雇用管理調査報割によれば,大企業で一般

的な職能資格制度が300人未満規模の企業で採用される割合は, 30パーセントほどにすぎないo

もちろん,パート･タイマーなどの非正規労働者は!はじめから能力主義管理の外部に置かれ

てし.､るoそれゆえ,これらの労働者を長時間労働に駆り立てるインセンティブは,それがすべ

てではないにせよ,彼らの生活水準を維持する必要性である｡なぜなら,彼らは,賃金,企業

内福利厚生,退職金などの企業規模間格差とともに,相対的に貧弱な社会福祉サービスや高い

教育費用に直面しているからである｡特に,非正規女性労働者の労働インセンティブは,教育

費用および住宅ローンの支払いにあるo彼らは,直接的な監視のもとで,しばしばネオ･テイ

ラー主義的労働過程で労働しているのである｡

3.3 賃金と悪用のフレキシビリティ

戦後の日本経済は, ｢階層的市場一企業ネクサス｣の全体構造を通して,非常に巧みに賃金

と雇用のフレキシビリティを確保するに至ったといえる｡賃金は,経済変動に反応してフレキ

シブルに変動している｡しかしながら,このことは必ずしも労働市場が新古典派経済学がいう

完全競争市場に近似した形で編成されていることを意味するわけではない｡日本経済のそれは,

｢階層的市場一企業ネクサス｣の内部で分断化され,制度化されているのである｡

まず,賃金の変動から見ていこう｡企業規模別,男女別の賃金の決定要因を, r賃金センサ

刈のデータに基づいて回帰分析を行うことによって,確認することにしよう.推定式は,以

下のようなものである｡

tTv,-a'pRoF,+b*U,Il+c･f,_1+d+e, e, :誤差項

(or b･&JOA,)

ここで, W,は名目賃金の上昇率, PRoF,(ま法人企業経常利益の成長率, U,は失業率(年
J▲

末)であり,特に, Um,は男子労働者の失業率, UjT,は女子労働者の失業率であるoまた,

RJOA,は有効求人倍率, PE(ま消費者物価上昇率である.この推定結果をまとめたのが,表5

である｡

この結果に対しては,以下のような解釈が可能である｡大企業(従業員数1000人以上)の男

子労働者の名目賃金上昇率は,法人企業経常利益の成長率,前年末の失業率(今年の有効求人

倍率ではなく),消費者物価上昇率に感応的である｡これは,大企業の男子労働者の名目賃金

上昇率が,一面で一種の利潤シェアリング･メカニズムによって決定さゴtており(平野

-63-



表5 賃金決定の二重構造的性格(1976-1990)

WI-a* PROFt+b* UE-)+c* P卜J+d十eL
et:誤差項

(or b* RJOA')

PROP( UmI-) Pt-I

o.o14● -3.304●● 0.497…

(2.40) (-4.26) (6.33)

o.ooo -3.069●● 0.444
‥

(0.01) (-3.99) (5.70)

12.06
I'

(5.3Z)

ll.38…

(5.07)

PROFL Uf(-) PI-) d

I(2 1)W

0.9131 2.380

0.9037 0.967

R2 DW

0.006 0.752 0.713
=

(0.51) (0.51) (3.88)

0.006 -3.414● 0.296●

(0.73) (-3.01) (2.27)

0.6057

(o.13)

12.37
…

(3.87)

PROFt RJOA I P(-- 1 d

Wm(L) I

W711(S)I

i,I(I),

vAv)TS)I

0.016

(1.58)

0.009

(1.27)

0.011

(o.78)

0.004

(0.36)

0.6752 2.545

1.8218 2.434

RZ 】)w

2.802 0.816◆●

(1.98) (7.52)

4.052'' 0.803''

(4.30) (ll.12)

o.133 0.646●I

(o.o7) (4.48)

2.705 0.713●●

(1.67) (5.77)

-0.1534

(-0.ll)

1.322

(-1.43)

2.767

(1.49)

0.2699

(o.17)

0.8242 3.032

0.9123 2.376

0.6669 2.249

0.7351 2.774

(注) t値の値は,括弧内に示されているo ++(I)はt t一検定を用いた際の1% (5%)有意水車を示している.

1右"1(i),:従業貝規模1000人以上の企業の男子労働者の名目賃金上昇率

l^ym(S),:従業員規模10-99人の企業の男子労働者の名目貸金上昇率

wf(i), :従業月規模1000人以上の企業の女子労働者の名目賃金上昇率

w/(s), :従業月規模10-99人の企業の女子労働者の名E]賃金上昇率

pROF, :法人企業経常利益の成長･*, L'"t':男子労働者の失業率(年末億), u/, :女子労働者の失業率(年末値).
RJOA,:有効求人倍率. β′:消井者物価指数(1985-100)の上昇率.

出所:労働省r賃金構造基本統計調査J,大蔵省r法人企業統机,総務庁統計局r労働力調査J.

(1993)),また｢春闘｣などにみられるような,失業率と消費者物価上昇率とを考慮した制度

化された賃金決定メカニズムが存在する(都留(1992))ということを示唆していると思われる｡

これに対して,小企業の男子労働者の名目貸金上昇率は,経済全体の法人企業経常利益の成長

率には感応的でなく,同年の有効求人倍率と前年の消費者物価上昇率とに感応的であるo した

がって,小企業の男子労働者の賃金決定は,スポットの労働市場の需給状態に大きく影響され

ていることがわかる.このような,異なる調整メカニズムによって,平均貸金は,経済の変動

に対してきわめてフレキシブルに反応している｡女子労働者の名目貸金上昇率に関しては,小

企業の女子労働者の名目賃金上昇率のみが,失業率や消費者物価上昇率に対して有意に反応し

ている｡これに対して大企業の女子労働者については,同様の有意な関係が確認されなかった｡

これは,大企業女子労働者の中には,正規労働者と非正規労働者の双方が含まれており,両者
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の賃金決定の基準が異なるため.それらを一括して扱う場合,関係が不明確になるものと思わ

れる｡

このように異なる貸金決定メカニズムが共存することによって,企業規模別貸金格差は,付

加価値生産性格差と大企業正規労働者とその他の労働者という労働市場の分断化とを基礎とし

て,生み出されているのである｡また,大企業の男子正規労働者と中小企業の労働者との間で

は賃金決定がこのように異なるので,これら両者間の貸金格差は,循環的に変動するのである｡

ところで, ｢階層的市場一企業ネクサス｣という格差構造が生み出す特有な｢構造効果｣の

1つとして,われわれが強調しておきたいのは,好況期における賃金上昇に対する抑制効果の

存在である｡すなわち,たとえ好況期でも,大企業においては,賃金上昇が利潤シェアリン

グ･メカニズムと｢春闘｣によって抑制され,中小企業においては,その低い生産性上昇率に

よって,賃金上昇が制限されているということである｡したがって,これら2つが相まって,

賃金上昇に対して抑制効果を持つような複合的な調整メカニズムを想定することが可能であろ

う｡こうした複合的な調整メカニズムの存在を想定することで,経済が準完全雇用状態にあっ

た80年代後半においても,賃金爆発が起こらなかったというきわめて特徴的な事実を説明する

ことがてきるだろう｡マクロ経済的観点から見ると,このようなメカニズムの結果として,図

12で示されるような生産性上昇率と実質貸金上昇率の関係が現れたのである｡こうして, 1980

年代には,利潤分配率がきわめて安定的な推移を示すことになる｡

次に, ｢階層的市場一企業ネクサス｣のもとでの雇用調整を検討することにしよう｡大企業

部門では,中核労働者に対する終身雇用慣行が存在するにも関わらず, ｢階層的市場一企業ネ

図128 (純)労働生産性と生産物賃金(%)

実線: (舵)労働生産性 点線:生産物賃金

1980 1985

(注)ここで, (純)労働生産性と生産物賃金は.就業者1人当たりに関するものである｡

出所:経済企画庁編r国民経済計算年報J,稔務庁統計局 r労働力調査Jo
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図12b (粗)労働生産性と実質賃金

実線: (租)労働生産性 点線:実質貸金

-2.00
1975 1980 1985

(注)ここで, (孤)労働生産性と実質賃金は,労働時間当たl)に関するものである｡

出所:経済企画庁編 丁国民経酒計算年報l,労働省 r毎月勤労統計調査J

クサス｣の格差構造を基礎に雇用のフレキシビリティが生み出されている点が,重要である｡

これまで繰り返し述べてきたように,非正規労働者の存在が,雇用のフレキシビリティを理解

する際のカギをなす｡ 1970年代以降,非正規労働者の割合は増加している｡このことは日本経

済が組織革新と産業構造の転換を進める中,非正規労働者の存在が雇用のフレキシビリティを

実現するために,その重要性が増してきたことを意味していよう｡図13からも明らかなように,

非正規労働者の雇用は,きわめてフレキシブルである(標準偏差(1969-93年)は,労働者合

計の1.09に対して,臨時･日雇労働者といった非正規労働者は4.45である)21)｡すなわち,非

正規労働者のフレキシブルな雇用(フロー･タイプの雇用)は,終身雇用慣行のもとにある正

規労働者の比較的リジットな雇用(ストック･タイプの雇用)に対する補完物として存在して

いるのである｡言いかえれば,日本経済における終身雇用慣行のもとでの雇用保障は,非正規

労働者の雇用調整をその不可欠な補完的な部分とすることによってはじめて可能となっている

(熊沢(1992),福原(1993))0

また, ｢階層的市場一企業ネクサス｣における親企業と下請企業とのネットワークを通して

実行される従業員の｢出向｣は,マクロ経済レベルで見れば-･種の雇用の安定化メカニズムと

して機能する｡ ｢出向｣は, ｢階層的市場一企業ネクサス｣全体を通した雇用調整のメカニズム

として広く採用されているのである｡さらに,不況期において中′j､企業が積極的に新規雇用を

21)この正規労働者と非正規労働者(臨時･日雇)のフレキシビリティの相違に関して,図13の出所で

ある1994年版r経済自書jでは, ｢このように,日本では,非正規労働者を中心としたより流動性の

高い労働市場の存在が労働市場のr柔軟性j と正規労働者の長期雇用･雇用安定を両立させてきたと

考えられる｣ (p.334)と説明している｡
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(%) 図13 正規労働者･非正規労働者(托時･日荘)の伸びの変動
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(注) 1. 総#1テT労働力調査Jにより作成｡

2. 標準偏差はt 1969-93年の期間について計井した.

出所: 1994年版r経済自書J,第3-2-7囲

行うことも,マクロ的に見た雇用の維持メカニズムとしての機能を果たしている(村松

(1995))｡したがって,雇用の安定.特に正規労働者の雇用の安定は,大企業における暗黙の

妥協によってもたらされるだけではなく, ｢階層的市場一企業ネクサス｣における企業間の

コーディネーション･メカニズム全体によって維持されているのである｡

以上を総括して, ｢階層的市場一企業ネクサス｣における雇用の全体構造を,雇用形態の相

違に注意を払いつつ図示すれば,図14のようになろう｡ここで,縦軸は企業規模を,横軸は雇

用のタイプ(ストック･タイプかフロー･タイプか)を表している｡また,図においては,

各々のタイプの労働者の｢雇い入れ口｣ (tbeportofentry)と移動の可能性とが示されている｡

この図は,日本における分断的労働市場と階層的企業間関係の関連を雇用構造の側面からま

とめたものであり,特に雇用の安定が保障されているストック型の人材に対して補完的なフ

ロー型の人材が存在している点,およびストック型の人材の縁辺部に日本の労働市場特有の労

働力の移動様式(出向や女性の就業スタイルがその典型)が存在している点に注意を払って描

かれている｡

3. 4 企業規模別,産業別の賃金上昇率および労働分配率の歴史的推移
- ｢階層的市域一企業ネクサス｣論の観点から-

･以上見てきたように, ｢階層的市場一企業ネクサス｣は,労働生産性,賃金,雇用を調整し,

したがって集計量レベルでの労働分配率の調整メカニズムとして役割を果たしてきたものとい

える｡ここでは,貸金と労働分配率とが,歴史的にどのような変動パターンを示してきたかを
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図14 ｢階Ji的市場一企業ネクサス｣における雇用横道

人材ストック聖 人材フロー型

拷

層

的

企

莱

間

関

係

大企業
l

1

1

1

1

1

l

中企
l

l

l

l
l
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企
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莱

(注) 1) 1企業内-の走者被雇用者からなる常用･正規の労働力市場を｢人材ストック

型｣市場とし,非常用･非正規の労働力市場を｢人材フロー型｣市場とする｡

これは津田(1987)の区分による｡

2) (1X2)の央印は,不況期において,中小企業が雇用のrクッション｣の役割を果

たし,マクロ的な雇用安定化のメカニズムとして株能することを示す｡

3)矢印⇒は,女性労働者の労働力供給のライフサイクルを示す｡

整理し,それを｢階層的市場一企業ネクサス｣のもつ調整メカニズムの観点から考察すること

にしよう｡

第1に,企業規模別の名目賃金の上昇は,一般的に言って高度成長期の1960年代前半にlよ大

きなばらつきがあったoしかし, 60年代を通じて,中小.規模の名目賃金が急速に上昇し始め,

規模別賃金格差は縮小し始めた｡実際,中小企業の方が名目賃金上昇率が高かった｡そして,

60年代後半からは,名目賃金上昇の同率化の傾向がみられ,さらに1970年代以降は,名目賃金

の上昇率が明確に同率化することになった(Eg115, 16).これは, r階層的市場一企業ネクサ

ス｣が確立した後には,異なる規模の企業間で賃金上昇に関する制度的調整が行われるように

なったためであると思われる22)0

第2に, 1966年-69年までの｢いざなぎ｣ブームと1987年-90年までの｢車成ブーム｣の間

には,規模別の名目賃金上昇率の変動バターンに大きな違いが観察できる｡ ｢平成ブーム｣の

時期には,あらゆる規模の企業で賃金上昇が抑制されたのである｡これは, ｢階層的市場一企

業ネクサス｣が好況期においてさえ大企業と下請中小企業を通じて貸金上昇を抑制する機能を

22)企業規模別の賃金上昇率の同率化の問題については,産業内での同業他社間の調整と系列内での下

請関係を通じた調整の2側面が存在する.このような賃金調整メカニズムは,産業によって相違して

いるように思われるが,この間題を産業別に分析することは今後の研究課題である｡
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図15 企業規模別貸金上昇率(剣道集)

対前年同月増加率

1955 ]960 1965 1970 )975 1980 1985 1990

[r]i所:労働省r転月勤労耗計調剤

図16 企業規模別賃金上昇率(剣道業)の標準偏差の推移
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出所:図15のデータより作成

発揮することを示唆しているものと思われる(先の図12を参照されたい)｡

第3に,労働分配率については,つぎのような変動が見てとれる｡大企業のそれは! 60年代

には上昇し続け, 70年代以降は,カウンター･サイクリカルに変動しつつも,安定化していく｡

中小企業のそれは, -一貫して変動は少なく安定的に推移してきた｡この点は,先に説明したよ

うに,大企業における労働分配率のカウンター･サイクリカルな動きは,そこで正規労働者の

長期安定雇用によってもたらされる｢労働保蔵｣ (labour hoarding)が存在することによって

生じているものである(図17)0
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図17 ｢大企業｣と｢小企業｣の労働分配率の推移

｢大企業｣の労働分配率:熱量業･法人企業

1960 65 70 75 80 85

｢′ト企業｣の労働分配率:製造業･法人企業

90(年)

1960 65 70 75 80 85 90 (年)

出所:西村･井上(1994)｡

引用者注) r法人企業統計(原)｣の系列は人件費(-給与支払額+福利厚生斉)÷付加価胤

｢同作正済み｣は人件井(-給与支払額+福利厚生*)÷(付加価値+研究開発

支出(貸金を除く))｡ ｢エ業統計｣の系列は現金給与総額÷租付加価触

第4に,産業別の名目賃金の上昇率をみると, 70年代以降は,産業ごとの収益性に依存して,

産業別の分散化が観察される(翁･竹内･吾川(1989))｡したがって,名目貸金上昇率が産業

内で同率化する一方で,産業間では賃金の平準化機構が弱まっていったのである｡

以上の諸事実を総括しておこうo戦後日本の賃金決定は,その変動パターンも含め,歴史的

に進化してきたということ,特に1970年代以降に,賃金決定において｢産業レベルでのコーポ

ラティズム｣,いわゆる｢メゾ･コーポラティズム｣と呼ぶべき状況が成立したことはとりわ
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け注目に催する｡しかしながら,われわれが再度強調しておきたいのは, 70年代以降のこうし

た状況の成立は,下請別に代表される産業内の階層的企業間関係を通じた賃金調整と不況期に

ぉける中規模･小規模企業による雇用の吸収という｢階層的市場-一企業ネクサス｣における産

業内ネット･ワークの調整を基礎としてのことであったのだという点である.この間題は･

｢階層的市場一企業ネクサス｣論を賃金,生産性さらには価格体系に関するマクロの調整桟橋

論と結びつけてし′､くうえで不可欠の問題である｡

3.5 ｢階層的市場一企業ネクサス｣における｢構造的両立性｣

-フレキシビリティと生産性上昇メカニズムー

これまでのレギュラシオン理論の文献においては,大企業組織の内的フレキシビリティだけ

が強調され,日本経済のもつフレキシビリティは,しばしば｢攻めのフレキシビリティ｣

(｡ffensiv｡nexibility)の一種とみなされてきた｡しかしながら,日本経済のフレキシビリティ

の本質は, ｢内的｣フレキシビリティと｢外的｣フレキシビリティの｢構造的両立性｣にある

ものとして把握されなければならない,というのがわれわれの見解であるoまず最初に･議論

をまとめる形で,異なるタイプの労働者に関する異なるタイプのフレキシビリティの分類をま

とめておこう,

この表から見てとれるように,フレキシブルに延長される労働時間,会社-の積極的なコ

ミットメント, OJTによる高い熟練形成,技術革新の促進といった大企業の正規労働者の内

大企業 中小企業

正規労働者非正規労働者 正規労働者非正規労働者

労働時間 悪霊買品フレキシブル
長時間.フレキシプル

過密労働

熟練形成
高水準なし

霊宝笠になし
コミットメント 積極的 積極的

技術革新
促進受容
高熱経で

対応

促進受容

雇用調整

終身雇用慣行 高い離職率

フレキシプル 不況期の新規雇フレキシブル

フレキシプル用の維持
でない

---∴-------出向

賃金決定

フレキシブル競争的 フレキシプル競争的
利潤シェアリ低賃金

ング 地域的労働市場低賃金

春闘 に反応

貸金格差
大企業と中′ト企業の正規労働者間で,

好況期には縮小し,不況期には拡大する
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的フレキシビリティは,大企業の非正規労働者と中小企業の正規および非正規労働者の賃金と

雇用に関する外的フレキシビリティによって,補完さゴ1ている｡さらに,雇用の安定に関して

は,不況期における親企業から下請企業-の出向の増加や,中小企業による新規雇用の維持に

よって,マクロ的に見て雇用が安定化されている点に注意する必要がある｡このように,フレ

キシビリティに関する日本経済の強さとは, ｢階層的市場一企業ネクサス｣を基礎として, ｢内

的｣フレキシビリティと｢外的｣フレキシビリティとの｢構造的両立性｣を成立させている点

にこそある｡このような｢構造的両立性｣が成立する背景には, 3.2で見たインセンティブ･

メカニズムが,転職に対するペナルティを軸に企業組織｢内｣と企業組織｢外｣において十分

な補完関係をもって作用していることが重要である｡

よりダイナミックな観点からすると,長期的な時間的視野をもった組織革新,市場の需要状

態に対して迅速に反応する(ジャスト･イン.タイムのような)組織デザイン, OJTを通し

ての長期的な熟練形成,長期的視野に立った企業内の労働者の配置転換,といった内的フレキ

シビリティの｢攻め｣ (offensive)の性格は,もちろん否定し得ない(B('yer (1995))｡そして,

これらが日本の企業組織のもつ｢動学的効率性｣の源泉であることもまた間違いではない｡し

かしながら,それらは,社会的ノルムとしての雇用保障を基礎として,かつ｢階層的市場一企

業ネクサス｣における非正規労働者や下請システムの階層的なネットワークといった補完的構

造をもって,はじめて実現されうるものなのである｡日本企業は,雇用保障を維持し昇進シス

テムを有効に作用させるために,成長志向的であり,活発に設備投姿を行い,組織の成長と革

新を促進する傾向を持っている｡これによって,インセンティブ･メカニズムが円滑に機能し,

生産システムや企業組織のフレキシブルなコーディネーションと技術革新に連合的な組織内部

での労働者のモビリティや彼らの積極的なコミットメントを引き出すことができるのである｡

長期的な構造変化と｢階層的市場一企業ネクサス｣との関係は,今後より詳しく検討しなけ

ればならない課題であるが,一応次のような関連を見て取ることができるのではなかろうか.

すなわち,新しい｢技術のパラダイム｣に沿った新事業分野の開拓やリストラクチャリングと

いったより長期的な構造変化も,部分的には｢階層的市場∵企業ネクサス｣の構造効果によっ

てもたらされると考えることができる｡第1に,下請企業間でのその生産過程への新技術の導

入や組織革新に関する強い競争圧力は,構造変化を促進するのに重要な役割を果たしている｡

実際,同一ランクの下請企業間では,激しい競争が行われている.それゆえ,親企業の生産過

程の革新的な組織改革(それには,活動の外部化と内部化をともなう)は,下請企業の組織改

革を伴うことによって,はじめて容易に成し遂tザられるのである.下請企業のネットワークに

よる分業の効果とともに,このような効果によって,困難な経済状態に対する親企業の対応と

企業システムの革新が可能となる｡ 1986年からの円高不況期は,これらのことが最も明瞭に例

証される期間であったといえよう｡

第2に,ある程度の不確実性を不可避的に伴う組織革新とリストラクチャリングの過程では,
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非正規労働者を活用する下請企業とのネットワークを維持しながら雇用と賃金の調整を行った

ほうが,親企業にとっては効率的であろう｡実際, 1980年代,製造業において情報技術が普及

する中で,女子の非正規労働者が増大したのである(字仁(1992b),大沢(1993))0

このように, ｢階層的市場一企業ネクサス｣によって生み出される｢構造的両立性｣はt ｢内

的｣フレキシビリティと｢外的｣フレキシビリティとをきわめて補完的なものとし,その全体

で経済動態を調整しているのである｡またインセンティブ･メカニズムにおいても,企業組織

内部で作用する諸要因と企業外部で作用する諸要因との間に補完関係が存在する｡こうして,

｢階層的市場一企業ネクサス｣の構造効果が,生産性上昇を促進するのであるoわれわれが,

レギュラシオン理論でいう｢生産性レジーム｣を, ｢階層的市場一企業ネクサス｣の観点から

論じたのは,このような意味においてであった23)｡つぎに注意しなければならないのは! ｢階

層的市場一企業ネクサス｣における｢構造的両立性｣は,以上の経済システムのレベルにとど

まらず,社会システムを含んだ社会的再生産の次元を持つということである｡

4 ｢階層的市場一企業ネクサス｣の社会経済的再生産メカニズムとマクロ的動態

4. 1 ｢階層的市場一企業ネクサス｣の社会的再生産メカニズム

ここでは,これまでの議論を総括するかたちで, 【~階層的市場一企業ネタサス｣の社会的再

生産メカニズムを分析することにしたい.われわれは, ｢階層的市場一企業ネクサス｣の再生

産は,経済システムのレベルにとどまらず生活過程を含む社会経済システム全体の再生産とし

て分析することで,はじめてその全体像を析出できると考える｡制度間の補完関係は,決して

経済システムの内部だけで完結するものではなく,社会経済システム全体のダイナミックな再

生産のなかで与えられるものだからである｡

さて,以上のような理解に基づき, ｢階層的市場一企業ネクサス｣の再生産の全体的構図を

｢循環的･累積的因果連関｣ (circularand cummulative causation).の観点から分析すれば,

図18のようになろう｡

ここではt とりあえず需要形成が, ｢輸出一段資主導型｣のそれとして所与とされているの

で,これは一種の｢生産性レジーム｣の構図であると考えることができる.以下,この構図の

中に作用している効果の連鎖を辿っていくことにしよう｡すでに第1節で論じたように, ｢階

層的市場一企業ネクサス｣は,企業内部の｢ランク･ヒエラルキー｣,分断的労働市場,階層

的企業間関係から成り立っており,それらは互いに｢構造的両立性｣をもっている｡まず,

｢階層的市場一企業ネクサス｣全体が生み出すインセンティブ効果であるが,階層構造のなか

での高い転職コスト,言い換えれば｢制度化された失業コ･スト｣が,企業内の昇進システムと

ともにインセンティブ装置として機能し,それがまた社会福祉サービスの相村的な貧弱さに
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図18 ｢階層的市場一企業ネクサス｣の1_t会的再生産

よって補強されている｡このような階層構造のなかでは,労働者は強い競争圧力を受けつつ過

密労働を行わざるをえない｡このインセンティプ装置は,需要が拡大し,企業の持続的成長が

期待される限りで維持される.フレキシビリティの面では, ｢階層的市場一企業ネクサス｣を

構成する諸制度の｢構造的両立性｣によって,内的フレキシビリティと外的フレキシビリティ

との相互補完関係が生み出されていることが,日本の経済システムの大きな特徴である｡そし

て,この補完関係によって,日本の経済システムは循環的変動や交易条件の変化に柔軟に対応

してきたのである｡

この点を,いま少し具体的に説明しておこう｡賃金と雇用が大企業と中小企業で,また正規

労働者と非正規労働者とで異なる仕方で補完的に調整されている｡さらに,正規労働者に関す

る内的フレキシビリティ,すなわち′トさな改良の積み重ねという漸進的な技術革新の促進,技

能形成,配置転換などの実行は,長期雇用保障が前提となっているが,それは,非正規労働者

および下請中小企業の賃金と雇用の外的フレキシビリティにより補完されることではじめて維

持されるのである｡このことが,系列企業間の取引条件などの影響を受けつつ,一方で企業別

の生産性格差を生み出すとともに,伯方で大きな貸金格差を伴いつつ賃金抑制効果を発揮する
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ことになる｡つぎに,この生産性格差と賃金格差は,企業規模別収益性格差を生みだし,企業

間の階層的格差構造を強化し再生産している｡もっとも,近年は,特に加工組立型産業を中心

に, ｢ネットワーク型｣の下請企業が見られるので.このような関係は,革新的な中小企業を

含んだよりダイナミックな過程として把握されなければならないだろう｡

｢階層的市場一企業ネクサス｣の社会的再生産を考えるうえで特に重要なのは,それが家族

関係までも巻き込んで再生産されているということである｡いずれの国でも｢賃労働関係｣は

生活過程を通じて｢家族関係｣と接合しているが,日本の社会経済システムの場合,特にこの

点に関して,特徴的な構造が存在している｡というのは,家族内には,家事労働,再生産労働

をもっぱら女性が担うという,かなり明白な男女間の役割分担が存在しており,これが｢階層

的市場一企業ネクサス｣の社会的再生産の一環に組み込まれている(同様な指摘は,大沢

(1993)によって｢ジェンダーの視点｣からより詳細になされている)からである｡ここには,

一種の関係の再生産が存在するoすなわち,日本経済においては非正規労働者のなかの女性労

働者の比率がきわめて高いので,正規労働者と非正規労働者との貸金格差が存在するもとでは,

男女間で大きな所得格差が生まれる｡労働力の再生産の基盤についていうと,日本では公的福

祉サービスの供給システムが十分に確立していないため,家族がもっぱら労働力の社会的再生

産の基礎となっている｡このような強い社会的制約が存在するもとでは,たとえ多くの女性が

正規労働者として働くことを望んでいたとしても,経済的観点から言えば,家事,育児,老人

介護といった労働力の世代的再生産にとって不可欠な活動を,もっぱら女性が担うことが選択

されてしまう｡夫が正規労働者となり,すなわち｢会社人間｣となり,女性が育児の手が空い

た後でパート･タイマーとして働きに出ることは,女性個人にとってはそうでないとしても,

家族全体(それは内部に権力関係をもっているが)にとっては,いきおい｢合理的な選択｣と

なってしまうのである｡

こうして,社会的規模で男女間の分業が再生産され, ｢階層的市場一企業ネクサス｣も再生

産される｡女性正規労働者の早期退職とパート･タイマーとしての再雇用というかたちでの女

性労働力の利用が,日本企業にとってきわめて都合のよいものと見なさhきたのである｡･この

ように,制度間の補完関係は,短期的な効率性の観点からだけではなく,家族関係をも含んだ

社会経済システム全体の再生産の観点からも分析される必要がある｡日本経済の発展,特に

1970年以降のそれを支えてきたのは,以上のような社会的再生産メカニズムであるといえよう｡

4.2 ｢階層的市場一企業ネクサス｣と｢需要レジーム｣

-1970年代以降のマクロ経済的捕図-

4.1における｢階層的市場一企業ネクサス｣の社会的再生産の図式から容易に見てとれるよ

うに,われわれはこれまで,経済の需要サイドを｢所与｣として議論してきた｡しかしながら,

レギュラシオン･アプローチの問題設定からすれば,経済の需要サイドと供給サイドのダイナ
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ミックな相互連関こそが問われねばならない｡すなわち,経済の需要形成の構造連関を表す

｢需要レジーム｣の中身が確定されねばならない｡これによって,戦後日本経済に固有の調整

様式である｢階層的市場一企業ネクサス｣によって誘導され,そのもとで成立するマクロ経済

構造と中長期的な資本蓄積の動態の総括的な分析が可能になるのである｡

問題とすべき論点は2つあると考えられる｡

第1は, 1970年代から80年代前半にかけての日本経済の相対的に良好な経済パフォーマンス

を,需要形成の側面で支えた輸出の問題である｡すなわち, ｢階層的市場一企業ネクサス｣の

もとでの｢輸出一投資主導型成長レジーム｣ -の転換がそれである｡

第2は, ｢階層的市場一企業ネクサス｣の発展とともに,国内の需要構造がどのように変化

してきたかという問題である.この点で,最も興味深い議論の-一つは,
′J､沢(1985)の｢階層

消費｣仮説であろう｡小沢は,バブル･ブーム直前の1980年代前半までの期間に生じた消費市

場の変化を, ｢大衆消費｣から｢階層消費｣への構造変化として把握したのである0

これら2つの問題を考察する際の枠組みを,以下で述べる詩論点と関わらせてあらかじめ整

理しておくならば,図19のようになるだろう｡

図19 ｢階層的市場一企業ネクサス｣のもとでの博要レジーム｣の横道
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まず｢輸出一投資主導型｣成長への転換については, 1993年版の｢経済自削が,総需要の

冬需要項目とGDPのグレンジャーの因果性テストと, GDP,設備投資,輸出の3変数に関す

るVAR(多変量自己回帰)分析を行うことで検証している｡表6｡と表6bから,次の諸点を

確認することができる｡第1に,輸出からGDPへの因果性が,高度成長期には有意ではな

かったが, 70年代以降には有意になった｡第2は, 1970年代半ば以降, GDPに対する設備投

資の影響力が低下して輸出の影響力が高まる一方,設備投資についても輸出の影響を大きく受

けるようになったということである｡さらに, 1980年代のレーガノミクスのもとで生じたドル

高･円安が,この輸出一投資主導型成長にとって有利に作用したことは言うまでもない｡この

｢円安｣は,吾川の一連の研究(1990, 1992)が指摘するように,日米の貿易財部門間の生産
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性上昇率格差を反映するものではなかった｡要するに,それは貿易財の購買力平価(P.P.P.)

に基づく円ド)L,･レートとして定義される,いわゆる｢均衡為替レート｣という長期トレンド

とは逆方向への大幅な飛報だったのである(図20)｡この｢実質｣円安を最大限に利用するこ

とによって,日本の輸出財産業は,海外への集中豪雨的な輸出攻勢をかけ,こうして日本経済

は,輸出主導型の成長を確実なものにしたのである｡

以上のように, 1970年代以降,特に輸出財産業においては, ｢階層的市場一企業ネクサス｣

が全面的に確立する中で,労働者を企業組織に統合し,かつ賃金を交易条件の変化に対して柔

軟に対応させつつ抑制し,設備投資を活発に行うことで高い競争力を維持し,輸出を展開して

きたのである｡

しかしながら, 1985年のプラザ合意以降の急速な円高は,諸外国の需要に依存することを困

難にし,需要形成の源泉を国内に求めなければならない状況を招来した｡事実,経済成長に占

表6a 各需要項目とGDPの因果関係

需要項目間の波及関係
F値

1957-73年 1974-92年

民間設備投資-GDP 2.Z8** 1.83*

GDP-民間設備投資 0.88 3.11**

民間最終消費支出-GDP 1.39 0.99

GDP-民間最終消賛支出 1.44 1.49

民間設備投資-民間最終消費支出 2.40** 1.58

■民間最終消費支出-民間設備投資 1.51 1.ll

輸出-GDP I.52 4.01**

GDP一輪出 0.89 1.90*

(注) *は5%水準で有患 **は10%水車で有意を表す｡

出所: 1994年版 r経済自書j 96貫より｡

表6b GDP,設備投資,輸出間の波及関係(VARによる分散分解)

一

S.E. 民間設備投賓 輸出 GDP

民間設備投資
0.014 87.3 12.4 0.4

0.007 38.6 40.0 Z1.3

輸出

0.039′ 63.1 34.4 2.5

0.015 16.0 57.2 Z6.8

GDP

0.037 56.5 3.3 40.2

(荏)各セル内の上熟ま1956-73年,下投は1974-92年を表すo

出所: 1994年版r経済自昏J 97頁よりo
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図20 均衡為替レートの推移
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める外需の寄与度はマイナスに転じ,他方,内需のそれは, 5パーセントを超えた｡それは,

｢円高不況｣を克服するための,日本銀行による超金融緩和政策によって可能となったのであ

る.この超金融緩和は,一方で, ｢バブ)I,｣を伴う資産インフレーションと資産効果を通じた

消費の拡大を招き,他方で,資金調達コストの低下によって投資を促進することになった｡企

業もその狙いを国内市場に定め,内需-の転換に懸命となった｡ ｢バブル｣景気がこのような

変化を促したのである｡この時期の地佃と株価の高騰は,
′ト沢(1985)が消費需要の｢階層分

化｣を説明する際の基準の1つとした家計間の｢資産格差｣を大きく拡大させた｡結果として,

資産を有する一部の消費者だけに担われる消費の高級化現象が生みだされたのである｡企業の

側も,製品の多機能化や｢高価格｣化 販売網の拡充などによって,この変化に積極的に対応

し,そのための活発な投資活動を展開したのだった.

われわれは, ｢高価格化｣戦略と設備投資の異常なまでの拡大の典型例の1つを,自動車産

業に見ることができる｡自動車産業では, 1980年代に入り,物的生産性(生産台数/労働者

敬)の伸びが停滞する中で,製品付加価値(付加価値/生産台数)のみが急上昇していった｡

結果として,付加価値生産性は上昇するが,この間t付加価値率傑品付加価値/生産単価)

はほとんど変化していない.付加価値の｢率｣では一定だが, ｢額｣では増加という1台当た

りの｢高価格化｣が進行したのである｡ (図21,図22)｡さらに,この製品の高価格化戟略のも

とで設備投資は急増し, 80年代における投資の拡大速度は,生産高(生産金額)との比較では

20パーセントも早く,また生産台数との比較では, 2倍を超えるものでさえあった24)｡日本

24)この80年代の投資の異常な拡大については,伊丹(1994)の230-231ページによる.そこでは,生産

高に対しては名目投資額の伸び率を,生産台数に対しては実質投資額の伸び率を用いて,それぞれの

弾力性を計算している｡名目投資生産高弾力性については, 0.69(60年代), 0.52(70年代), 1.21(80年

代),また実質投資生産台故弾力性ついては, 0.56(60年代), o.17(70年代), 2.36(80年代)であった

とされている｡
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経済全体で見ても, 1987年から設備投資は急速に回復し, 88年から90年にかけては2桁の伸び

を記録した｡

以上からすれば, 1980年代後半の日本経済は,消費の高級化現象と設備投資の急速な増大に

よって,成長がうまく維持されたかのように見えた時期だった｡しかしながら, ｢バブル｣の

崩壊とそれに続く不況によって明らかになったことは,このような成長パターンが長期的には

持続しえないということである｡バブル崩壊後の景気後退の中で,日本経済は,これまでに累

図21物的生産性と製品付加価値
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図22 付加価備生産性と付加価値車

1

人
当
り
付
加
価
倭

育
円

85

年
価

壁

1800.0

1600.0

1400.0

1200.0

1000.0

800.0

600.0

400.0

200.0

60 65 70 75 80 85 90

出所:伊･丹(1994) 227ページ｡

-79-



図23 生産規模と設備投資
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出所:伊丹(1994) 229ページ｡

積された過剰な資本ストックの調整を迫られている｡ここで強調しておかねばならないのは,

自動車産業での図23からも明らかなように,投資の急速な増加は｢~バブル｣期のみに典型的な

現象であったのではなく, 80年に入ると同時にそれが始まったという事実である｡したがって,

1980年代前半の｢実質｣円安のもとで展開された輸出一投資主導型成長は,日本経済の供給サ

イドに｢適正な｣為替レートのもとでは国内に基盤を持たない生産能九 この意味で｢過剰能

力｣が形成されたことを意味していると判断できる(有泉(1995))｡そして,この｢過剰能力｣

は｢バブル｣期になお一層の拡大さえもした.それゆえ,バブル崩壊後の資本ストック調整は,

バブル景気の時期に積み上げられた資本ストックの調整であると同時に, 1985年以前の円安に

よって蓄積された過剰資本ストックの｢遅延された｣調登としても特徴づけることができるの

である. ｢過剰能力｣の整理･縮小は,対外直接投資の増大という形をとってその-･部が遂行

されることになろう.しかし,他方で,日本企業は,過剰な資本ストyクの調整コストを雇用

の減少によって賄おうとしているように見える｡事実, 1994年の製造業の雇用指数は大幅に低

下し,マイナス2.1パーセントを記録している｡さらに95年春からの急激な円高が,この状況

をさらに悪化させている｡円高に対するこれまでの日本企業の対応は,円高によって失われた

国際競争力を生産性を高めることによって再度取り戻すというものであった｡日本の製造業,

とくに機械工業は,今回の円高に対しても従来の方法をとろうとしている｡この方法が採用さ

れ続ける限り,雇用の過大な減少は避けられないであろう｡このことは,経済主体の意識や行

動パターンを規定し,それを維持･再生産してきたメカニズムとしての｢階層的市場一企業ネ

クサス｣の構造にに果たしてどのような影響と変化をもたらすことになるのだろうか｡この点

をも含め,次の最終節では,残された研究課題について若干の言及を加え,本稿の締めくくり

としよう｡
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おわりに 今後の研究課題

われわれは, ｢階層的市場一企業ネクサス｣の理論的フレームワーク,その源泉と歴史的推

移,および｢調整様式｣としてのその動態的な調整メカニズムを論じてきた｡しかしながら,

われわれの分析は,なお不十分であり,いっそうの研究が必要である｡ここでは,今後の研究

課題として,以下の5つの点を指摘しておきたい｡

第1に,日本経済における｢生産性レジーム｣の歴史的推移を説明しうるように,われわれ

の｢制度化された失業コスト｣という仮説を精微化しなければならない｡さまざまな統計資料

を基礎として, ｢制度化された失業コスト｣の変化を反映しうる数値データが作成されなけれ

ばならない｡理論的に言えば,車云職コスト,出向時の生涯所得の減少,さらには, ｢階層的市

場一企業ネクサス｣における労働者間の社会的ステータスの｢格差｣の社会学的･心理学的影

響などを考慮した制度論的分析を進めて行く必要がある｡さらに,技能形成や規模の経済のよ

うな生産性上昇要因とのその構造的両立性の探求も大きな課題となる0

第2に,現在進行中の景気後退および長期的な｢高齢化｣に直面して,日本経済においては,

企業戦略によって中高年労働者の流動性が高まるであろう｡それは,いわばそれぞれ独自の変

化･進化をとげている｢経済｣システムと｢社会｣システムの双方から突きつけられている構

造的変化であるが,それは賃金プロフィールを変更し, ｢制度化された失業コスト｣を変化さ

せる可能性がある｡われわれが探求すべきは,そのことが,どのように｢階層的市場一企業ネ

クサス｣の構造全体を変化させ,またインセンティブ,フレキシビリティ,そして全体として

の雇用と賃金の調整メカニズムにどのように影響するか,という問題である｡

第3に,生産性および単位労働コストにおける産業間格差を参照しつつ,生産性,貸金,荏

用の産業間にわたる相対的調整メカニズムの変化を分析しなければならない｡そこでは,先に

指摘した｢階層的市場一企業ネクサス｣から産業間の相対的調整機構を媒介としてマクロ経済

的な変動へといたる分析が必要とされているのである｡そのうえで,円高と景気後退に直面し

て,輸出財部門とサービス部門を含む非輸出財部門の間の先鋭化しつつある利害対立は,レン

ト･シェア･)ングによる所得の平準化メカニズムに変化をもたらしつつあり,この点を今後の

分析対象としていく必要があろう25)0

第4に,国際的な観点からは, ｢階層的市場一企業ネクサス｣とアジア経済との関係を分析

しなければならない｡この景気後退の中で生き残るために,企業はアジア諸国-と,産業基盤

をシフトさせつつある.このような状況は, ｢階層的市場一企業ネクサス｣にどのような影響

を与えるであろうか｡アジア的規模でのネットワークの中でインセンティブとフレキシビリ

25)産業株遣の転換と階層的格差構造(生産性格差.賃金格差,所得格差など)の進化との関係を理論

と実証の両面から解明することは!われわれにとって重要な課題である｡とりあえず,情報化の影響

については.野口(1996)を,脱工業化-サービス化の影響については,植村(1996)を参照されたい.
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テイ,さらにはそれがこれまでもってきた｢構造的両立性｣が保証されるのであろうか26)a

経横の｢国際化｣が進行し,製造業のアジアへの海外直接投資が急増する中で,現代の日本経

済が直面する問題の1つはここにあると言えよう｡

第5に,第4節の4･2で提起された問題,すなわち, ｢階層的市場一企業ネクサス｣と｢需要

レジーム｣の問題について,われわれの分析が満足がいくものではないということは,われわ

れ自身も十分に自覚している｡ ｢需要レジーム｣に関して議論されるべき多くの要因が残され

ているoこの関連では特に,本稿では扱うことのできなかった問題であるが,金融システムが,

投資を含む需要形成にどのような影響を与えてきたかという問題を分析することは不可.欠であ

る27)oそのうえで,戦後日本経済の全体像を措くた捌こは, ｢ミクロ｣レベルの制度的編成と

｢マクロ｣レベルの経済動態との関連を,経済の｢実物｣的側面と｢金融｣的側面の動態的な

相互作用をふまえて分析していくことが必要であろう｡
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第工一部

労働 一 金融 一 国際経済をめく一る

帝叫度的変容



第3章

賃金交渉制度と労使間妥協の展開

遠山弘徳

1 はじめに

フランス･レギュラシオン学派は､アメリカ経済にかんする理論的･経験

的分析にもとづき,第2次世界大戦後に,労働･資本問の妥協一労働生産性の

上昇に比例的な貸金上昇との引き換えにテーラー主義的労働編成原理を受容

する-が成立したことを明らかにした.そしてこの妥協が,マクロレベルで

の団体交渉をつうじた労働生産性-の貸金のインデクセーションを可能にし,

マクロ経済的な好循環の形成へと導いたことを示している(Aglietta【1982】)0

労使間妥協は,労使交渉制度と経済パフォーマンスの関連に注目した研

究においては集権化された労使の合意として捉えられている(Bruno and

Sachs[1985],CalmforsandDri氏11【1988].Freeman[1988]､Rowthorn[1993】).

1970年代の石油ショックに対するマクロ経済的対応の比較研究をつうじて,

集権的な貸金交渉制度を有する国が賃上げによって誘発されるインフレとい

う負のコストを内部化できたこと,少なくとも高度に分権化されたシステム

と同程度の成果をもたらすことを見いだしている.そこでは,労働側が就-

し集権化し,資本側に対抗できるほどの権力資源を有することを前提に､中

央の労働組合と使用者組扱が集権的な合意をとりむすぶことが示されている

(Korpi and Sbalev【1979】)0

こうした2つの理論的バースベタティプは,労働･資本関係と制度の関連

に言及した政治経済学的文献の中ではもっとも注目されるべきものであろう｡

われわれは2つの理論的パースペクティブの中につぎのような共通の成果を

見いだすことができる｡

第1に,労働生産性上昇分の分配をめぐっては,労使間にコンフリクト

が存在することが明確に認識されている点である｡制度の形成および変化が

労使問コンフリクトと何らかの形で関連することが指摘されている｡だが､

第2に,分配の帰趨が労使間のコンフ1)クトに直接的に還元されてはいない.

両者のあいだには,そうしたコンフリクトを爾侍し､その結果生み出された

制度化された妥協が介在する｡この妥協が分配に長期的な安定性をあたえる｡

両バースベタティプとも経済パフォーマンスにあたえる制度の効果に注目し

ている｡そして第3に,労働生産性上昇分の分配,そしてその長期的動向を

方向づけるにあたって,労働･資本間の交渉制度にもっとも重要な位置があ
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たえられている｡

本箱は,こうした研究成果を踏まえ,つぎの点を分析することを目的とす

る｡ 1970年代以降の日本経済において,労働生産性上昇分の分配をめぐる資

本･労働問のコンフリクトを調停し,長期的に安定化させていた制度が如何

なるものであったか｡その調停をつうじて如何なる妥協が形成されていった

か｡したがってここでは,制度化された妥協の静態的な側面よりも,その動

態的な展開に焦点があてられる.

具体的な分析にはいるまえに,本箱で採用される方法について簡単に言及

しておきたい｡

労働側においても使用者側においても､全国的な頂上舶が存在するもの

の,そうした中央組穂は個々の企業別労働組合や企業に対して直接的な統刺

権をもたないoそのかぎりでは,労使いずれにおいてもその権力authority構

造はきわめて分権的であり,組織は断片化されている｡したがって,舶労

働者についても使用者についても,それをアプリオリに統一的な全国的なア

クターとして扱うことはできない｡中央組織の存在理由は,個別企業や個々

のセクターの利害を代表することよりも,労働もしくは使用者全体の利益を

代弁する点にあろう｡それゆえ,分権的な権力構造のもとでは,中央組織は,

集団全体の目的を実現しようとするばあい,構成員の利害を集計し構成員を

動員する必要がある｡ (Pontu$80n【1992】)｡
したがってその動員過程では,第1に､使用者および労働側が如何なる目

的で自己の構成員を動員するか｡いいかえれば労使双方の戦略的目標が問題

となる｡第2に,その目的のもとに,集団内の構成員の多様な利害を如何な

る方法で爾侍するa)かが問題となろうoいいかえれば,集団内に如何なる亀

裂が存在するのかが明らかにされる必要がある(Ⅰversen【1996】)｡第3に,

定の戦略的目標を有した労働と資本のあいだに如何なる妥協が形成されるの

かが問われなければならない｡

以下の分析にあたっては､この3つの視角からアプローチすることによっ

て,労働生産性上昇分の分配をめぐる労使間のコンフリクトを訴侍する妥協･

制度の展開を明らかにしたい｡

本稿は以下のように構成される｡第1に, 1970年代以降の労使の戦略お

よびその展開,そして労働および資本内のコーディネーションの展開,その

うえで形成される労働生産性上昇分の分配をめぐる制度化された妥協を示す｡

最後に,そうした分析にもとづき,制度化された妥協と90年初京の危横下の

労働生産性シェアリングの関連に言及する｡
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2 分権的組織とコーディネーション

わが国の組織労働者のほとんどが企業大の集団に組稔されているoこの

企業別労働組合は組織の運営面でも財政面でも自立している｡このため,全

国もしくは産業レベルの労働組合は個々の労働者が直接加盟する組織ではな

く,企業別労働組合が加盟する企業別労働組合の連合体となっている｡した

がって企業の枠を超えた全国的な労働組合が貸金交渉にあたって個々の労働

者もしくは企業別労働組合を統制することはできない｡その点では,企業の

貸金決定に対する企業外の組織-たとえば職能別組轍や産業別粗放-からの

規制はまったくといってよい程存在しない｡企業別労働組合をヨーロッパの

ローカルな労働組合と区別する点は,職能もしくは産業別連合体からの独立

性の大きさである(Shirai[1983a],栗圧=1994】,花田【1996]).

他方,使用者側の全国的な頂上組鰍ま日本経営者団体連盟(日経連)で

ある｡日経連は任意の連合体であり,メンバーの行動の自由を保障している｡

日経連は労使関係において個々の企業に対する拘束力をもたない｡日経連の

定めるルールにしたがわない場合であっても,まったく制裁をうけない｡労

使交渉においても､使用者団体が当事者としての役割を担うことはほとんど

ない(藤田【19叫,Sbirai【1983b】,Levine【1984】)｡このように,使用者側の

中央組織もきわめて分権的な権力構造をもつ｡

したがって,わが国の貸金交渉制度の特徴は,企業レベルの労働組合･使

用者の自立性がきわめて高いということである｡組織形態の観点からみれば､

資本側も労働側もその権力資源が企業内部に閉じられている｡産別もしくは

全国レベルの組廠の偶力､らみれば,個々の企業や労働組合および企業別交渉を

直接統制したり,そこに介入したりする羊とができないということになるlo

だが,個別企業の自立性の高さにもかかわらず,貸金交渉制度のレベルは

現実のコーディネーションと異なる可能性がある(Soskice【1990】,Riel【1995】)0

労働側も使用者側もその組織構造が分権的であっても､実際にはマクロ的な

レベルでコーディネーションを実現し,統一的アクターとして行動する可能

性がある.具体的には､- q,央組織が全体の利害･目標を実現するために,集

団内の多様な利害を調整し,分散化した構成員の権力資源を動員する｡その

うえで,自己の目的の実現のために､一定の戦略をもって対抗する集団に相

対時することが可能であろう｡

1貸金交渉の集準イヒの窄皮､労働風合の叙穐化の程度､労働範合運動を支配する範稔の多寡､
トップレベルへの意志決定の集中化の程度｡こうしたいずれの基準に照らしても,日本の労地租

合､使用者範穐の集権化の程度は低い水準にあるといえよう｡
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3 春闘､規模の経済および労働内諾関係

3.1 春肘

資本例の企業別貸金交渉に対する制度的選好は確固たるものであった(莱

田【1994】)｡労働側にとっての課題は､そうした制度的制約のもとに如何にし

て賃上げの社会的水準をつくりだし,貸金水準の引き上げを実現するか,と

いうことにあった｡いいかえれば,貨金上昇という目的のもとに企業別に分

散化した労働者を如何にして動員するか,ということであった｡

労働側において,この課題に応えたのが春闘と呼ばれる春季の貸上げ蹄争

であろう｡春声削ま大企業労組剛こ協調関係を形成し,それを個々の企業の貸

金交渉に活用する方法であった｡したがってそこには,大企業が市場を主導

し､同一産業内の他企業･中小企業に相当程度の影響力を有することが前捷

されている(日本労働研究機即1992],Ⅰ80gai,Uemura and Ebizuka[1995]).
労働側の中央組軌ことっては大企業労組間の利害をコーディネートすること

がより効率的で効果的な方法ということになる2｡具体的には,産業別労組が

統一的な要求水準を決定し,各企業別労組がその水準の実現を日掛こ企業と

交渉にあたる方式がとられた(高木【1976],Koshiro【1983],日本労働研究機構

【1994】
,Sako【1997】)0

こうした晩酌､らみると,春軌ま(1)賃上げと貸金の平準化を戦略的目標
に, (2)大企業労組間の朗削こもとづき,(3)春季という特定の時期に集中的
に,企業別に分散化した労働者を動員するシステムであったということがで

きよう｡こうして労働側は,企業別に断片化されているものの,春脚時には

康一的アクターとして行動できるようになったといえよう｡

3･2 規模の経済

日経連は, 60年代末までは,個別企業の支払い能力に応じた貸金決定を

提唱し,貸金決定にかんしては個々の使用者の手に重ねていた｡それは,使

用者側全体の利害のために個々の企業の利害をコーディネートする必要はな

かったということを示唆する｡

60年代後半以降､企業の軽骨戦略の主眼は基本的に規模の拡大にあった

とみることができるo図1は､労働生産性上昇率(製造業)をGDP成長率と

投資の成長率に回帰させた推定結果から,労働生産性上昇率に対する, GDP

成長率の寄与度を時系列的にプロットしたものである3

2日本労触研究桝【1994】が明らかにしているように､民間の主要産兼においては,少赦の
碁占大企兼に上って市場が主ヰされており,産兼レベルでの就-的な賞金決定は,それら寡占企

乗が貸金決定において協PIできるか否かにかかわっている｡

3推定結果は以下の表に示されている｡
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図1:労働生産性と市場の拡大

このモデルでは,労働生産性上昇率の長期的動向が市場の成長と投資に

よって決定されると想定されている(Boyer【19叫,Borerand Petit【1991】)0

図1によれば, 70年代初顕までは, GDP成長率が労働生産性上昇率にあた

える寄与度は正の値を示し,.しかも高い水準にある｡したがって,市場の拡

大が製造業の労働生産性に正の効果を有していたことが理解される｡すなわ

ち,生産が拡大すれば紘大するほど,労働生産性がいっそう上昇する,とい

う関係が見いだされる｡そうした関係は1970年代半ば以降失われる｡した

がって1970年代初顕までは市場の拡大が労働生産性の上昇を誇発する規模

の経済が効果的な時代であったといえよう｡

こうした関係を前捷としたばあい,規模の拡大が労働生産性の上昇をもた

らし,葉上げの許容範囲を拡大できる.これによって労使間の対立は緩和さ

れることになるであろう｡

0.咲)65 0.544

GDP成長中 o.342 0.叩34

投資の成長率 o.351 0.00

R2 o.711

D.W. 1.855
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3.3 分権的賃金交渉制度とコーディネーション

1960年代から1970年代初薪にかけて労働側は一分権的貸金交渉を制度的

な前捷としつつもー春闘をつうじて貸金交渉にマクロ的なコーディネーショ

ンをあたえることに成功し,統一的アクターとして使用者に相対時すること

が可能となった｡この時期,労働市場の逼迫のもと,雇用不安はなく賃上げ

が裾前l土進んだために,民間労組と公共セクターの労組のあいだに利害の対

立が宗在化することはなかった｡労働内部に亀裂は見いだされない｡

だが,こうした労働側の戦略がただちに分権的交渉制度のマクロ的コー

ディネーションを生み出すものではない｡この時期,資本偶の関心は労働生

産性の分配以上に規模の拡大にあったと考えられる｡こうした資本側の,い

わば規模の拡大戦略が労働側の貸金戦略に適合的であったいえよう｡その結

果,分権的交渉制度を前経としつつも､労働側主導のもと分権的貸金交渉が

コーディネートされたのであった｡それが労働生産性上昇分の分配をめぐる

労使間のコンフリクトを調停し,安定的な分配システムを維持したと理解さ

れる｡

4 インフレ抑制､雇用維持および資本内緒関係

4.1 雇用維持戦略への移行

1970年代中頃には,高いインフレ,低成長を背景に,労働側は従来の賃

上げ･賃金の平準化を第1とした戦略から雇用の維持に主眼を置いた戦略に

転換する｡この転換に大きく寄与したのは民間労働組合であった｡

民間労組指導者は,賃上げをつうじて, (1)インフレを促進し,経済全体

に負の効果をあたえ, (2)企業の国際競争力を喪失させかねないこと,(3)賃

上げが雇用を危うくしかねないこと, (4)したがって賃上げを抑制せざるをえ

ない,という使用者側と共通の認識を示しはじめた4oこうした民間労働組令

の姿勢はのちに資本側によって高く評価される5｡

民間労組によって主導された労働側のこうした戦略の転換は､労働側内

部の亀裂の表面化を反映している｡ 1966年,総評の最有力の民間労組･鉄鋼

労連が正式にIMF ･JC (全日本金属産業労働組合協読会)に加盟した｡これ

によって春舶を主導してきた総評は有力な民間労組の支持を失い,労働全体

lこのような琵恥ま民間労親指尊者の発音申､ら理解される｡74年8月の鉄牛労連大会で,宮

田委月長は､雇用安定の基本方向を無視しないかぎり協力体制で局面打開をはかるべきだと述べ
ている｡両地同盟委月長もまた1975年春期では黄金抑制を受け入れるぺきだと主張している｡
さらに76年9月のゼンセン同盟定期大会では､宇佐見会長が労使間の｢社会葵約的発想｣に宮

及している(IMF ･

JC【1984]､森【1992],Guonand Mochi宅uki[1993],速見【1994))
51984年5月16日､日経連弟37固定時捨金において､大枚･日軽連会長は74年以降の5

年間を振り返り､労使が協7Iして貨上げ抑制にとりくみ,それが日本姪済の正常な軌道に戻した

との認稚を示しつつ, ｢特筆すべきことは､わが国の民間労働範合が,世界の労働租合にさきが
けて,経済実態にあった貨上げという,いわゆる経済史合性拓挨を打ち出した｣と民間労組の行

動を賞賛している｡
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表1:労働内部の権力資源のシフト

年 公共セクター主導の労組α 民間セクター主導の労組8

65 41.88 26.64

70 36.90 30.46

75 36.32 29.43

80 36.56 28.76

85 35.15 30.43

86 34.60 30.71

87 33.20 31.09

4

-捨評所長の範抽労他者敢/範稔労働者政
b=(同盟､新産別､中立労連所属の範披労働者政)/範漁労働

者牧

に対する影響力を低下させる｡同時に､ IMF･JCを中心とした民間労組と総

評を中心とした公共セクター労組の対立が顕在化していく(IMF
I

JC【1984】)0

この対立の中でしだいに,総評系の労働運動は孤立化していった6｡

1987年11月の｢連合｣成立以前には,労働側には､主要な全国組轍とし

て4つの団体が存在していた｡おもに官公労組が主導権を握っていた稔評と,

民間労組に主導されていた同盟,新産別､中立労連である.表1は,全組織

労働者に占める稔評所属労働者の比率と,同じく民間労組系所属の労働者の

比率を示している｡表1をみると,公共セクター関係の労働観織のシェアが

長期的に低下していることが理解される｡ 60年代には40パーセント示して

いた総評系組織労働者が70年代には40パーセントをきり, 80年代後半以降

は30パーセント台前半で推移している｡その一方で､民間労組系の観梅率は

70年代までは上昇し､その後, 30パーセント台で安定している｡したがって

87年時点では両者はかなり近接してくる｡組械率を権力資源の1つの指標と

すれば,あきらかに,官公労関係の労組は労働運動全体に対する影響力を後

退させ,その一方で民間労組系が影響力を増してきたことが理解される｡

70年代中頃に､労働側内部の亀裂の表面化と主導権の移動を背景に､労働
側は雇用の安定化を追求するようになる｡だが､こうした労働側の戦略的転換

から,労使間コンフリクトを調停する制度の変化をただちに引き出すことは

できないであろう｡すでに多くの事例研究によって, 1970年代に先進諸国め

いくつかの国では制度変化に対して主導的な役割を果たしたのが使用者側だ

61976年,捻評の音壌事♯局長はr官民一体の闘争方針｣を強訴していたが,金属労協(JC)

の宮田諌長は｢官民一体の闘争はありえない｣として官民一体の常争を拒否する｡また, 77年

春闘からは,私鉄捻連が捨評おょび公労協との共同行動から書脱しはじめた｡
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ということが指摘されている(Pontusson and Swenson[1996],Sako【1997]),

また,貸金抑制にあたっては使用者問のコーディネーションが寄与したとい

う経験的分析も存在する(Soskice【1990】,Riel【1995】,Glyn【19951)｡こうした研

究成果を踏まえると,制度化された安協の動態にかんする分析には,資本側

の戦略がどのようなものであったのか,そして資本内部における利害が如何

にして調停されたのカ-この点を分析することが不可欠であろう｡

4.2 賃金インフレ抑制戦略

74年度の春期賃上げは対前年度比で32.9パーセントであった｡この大幅

な賃上げを憂慮した日経連は,資本側全体の利益のために,貸金上昇抑制を

最使先の課題とする｡すでに指摘したように､使用者側の中央組穂は個々の

産業や企業の貸金交渉を直接的にコントロールする権限を有してはいなかっ

た｡したがって日経連にとっての課選は,貸金コストインフレ抑制という目

的のもとに､如何にして個々の企業を動員するか､ということであった｡

1969年,日経連は企業の支払能力重視の方針を転換し､ ｢生産性基準原理｣

という賃金決定方式を捷喝し始める｡これは名目貸金上昇をマクロの実質労

働生産性の成長以下にすべきというものであった｡貸金コストインフレの抑

制は,この｢生産性拳草原理｣を軸に展開されていく｡分権的な使用者組轍

を前捷としている以上,ここでの日経連の課題はこの｢基準｣の遵守にむけ

て個々の使用者を如何にして動員するかという点にあった｡

1975年春樹時,日経連は貸金コストインフレ抑制のために,以下の回路を

つうじて資本内部の利害の嗣亜をはかり,戦略的目標のもとに使用者全体の動

員をはかる(高木【1976】,新川【1984】,森【1992】,Ⅲancockand Shimada【1993】)0

これによって,分権的貸金交渉のコーディネーションが使用者主導のもとに

実現されていく｡

第1に,使用者団体間の協調である｡個々の企業の貸金交渉に対する日

経連の影響力を高めるために,主要な使用者団体は協調的動きを強めた｡ 75

年春闘に先立ち,経済団体連合会と関西経済連合会は正副会長懇談会をもち､

75年春闘においてふたたび大帽な賃上げが実施されることに強い懸念を示し

た｡同時に､大幅賃上げを回避するために,政府の稔需要抑制政策を支持し

ていくことに合意した｡

第2に,主要企業の協静的行動である｡日経連は自己のガイドラインを個

別企業の賃上げ交渉において実効性あるものにするため,社長会諌を利用し

ている. 75年春闘を控えた同年3月中旬,日経連は鉄鋼,造船,自動車,電

機の大手11社の社長を集めて｢11社社長会諌｣を開催した｡この会読で日

経連はガイドライン15パーセントを強くもとめ､その結果, 75年春闘では

｢15パーセント以下を守る｣ことが申し合わされたといわれている70

7この会熟ま､翌76年春闘以降､金屑関係4業種(鉄耕,遣舶､屯鞍､自動車)から各2社,
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第3に,主導的産業への圧力である｡日経連は､自己の貸金ガイドライン

の実効性を高めるために,主導的産業･企業に集中的に圧力をかけた｡日経

連は､不況の中で中′ト企業の厳しい状況に配慮し､支払能力に余裕のある大

企業も賃上げを自粛するように呼びかけている8｡そうした牽制は､当時春闘

相場をリードしていた鉄鋼産業を念薪においたものであった｡上述の日経連

主催の社長会謙では､自動車､造船といった不況産業(鉄鋼の需要産業)が

鉄鋼産業に対し賃上げ自粛を強く求め,その結果,同産業は賃上げを15パー

セント以下にとどめることを確約するにいたったといわれている.

最後に､個別企業への圧力である｡日経連は,目標を個別企業に徹底化す

るため,ガイドライン15パーセントの方針に反する企業に対して監視を強

化した｡組織形態の上では,日経連は個別企業の貸金交渉に介入する権限を

もっていない｡しかし監視および抜け掛ナ企業-の警告という形をつうじて

個別企業に対して影響力を及ぼしていた｡

こうして日経連は個々の企業の交渉に直接介入することなく,貸金上昇抑

制という戦略的目標に向けて使用者全体を動員し,使用者全体に統一的な性

格をあたえることに成功したのであった｡

4.3 雇用維持､インフレ抑制およぴコーディネーション

労働側内部では民間労組と公共セクター労組の利害対立が表面化し,主

導権が民間労働組合に移動していった｡民間労組主導のもと労働側は企業の

存続をつうじた-いいかえれば,企業との協調関係の中で一雇用維持を最使

先課蓮とするにいたる｡他方,資本側では貸金コストインフレの抑制が最使

先課題となる｡日経連は,この戦略的目標のもとに個々の産業･企業の貸金

交渉をコーディネートすることに成功する｡その結果,ふたたび分権的貸金

交渉にマクロ的なコーディネーションがあたえられた｡だが､注意すべきは,

ここでの制度変化のイニシアティブが使用者側であったということである｡

5 コーディネーションの後退

80年代以降の状況に特徴的な2つの変化が指摘される｡第1に,使用者

にとって,分権的賃金交渉制度のコーディネーションをつうじた賃上げ抑制･

インフレコントロールの価値が後退したことである｡第2に,コ-デイネ-

合計8社(新日鉄､日本耕管,三菱重工､石川島播磨､日立,東芝､トヨタ,日産)の労務担当
役月で構成する｢8社懇｣に発展した｡ 8社掛ま自主的で非公式な懇談の坊ということになって

いるが､これが経営側の事実上の意思決定横開といわれている｡
81974年9月,日経連の永田副会長は｢来年の春期で､経営者が消井着物価の上昇率程度の

貨上げを認める,というょうな甘い.g皮では,インフレはおさまらない｡支払能力がある企業も

大幅な賞上げを白丸し､洗税や社会福祉政策も考慮にいれた国民全体の実質(可処分)所待の確
保という扱点から賞金決定をすべきである｣と述べ､支払能力のある企兼であっても貨上けを自
粛すべきだとの発育を行っている｡
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ションによってカバーされていた集団の中に利害対立,とりわけ使用者の側

で利害の対立が強まってきたことである9｡

貸金上昇抑制が一定の成果をおさめ,インフレが終息してくるにつれ,分

権的貸金交渉のコーディネーションをつうじて賃上げを抑制する,さらにイ

ンフレをコントロールする重要性が低下してくる｡春期賃上げ率は74年の

32.9パーセントをピークに, 75年(13.1パーセント)から低下しはじめ,そ

れ以後,一桁台で推移している｡この経過を受け,日経連は貨上げ抑制とい

う所期の目的を達成したことを示唆している(日経連【1984】)0

日経連は1969年以来,生産性基準原理による賃金決定を主張してきた｡

だが, 70年代末以降,日経連は企業の支払能力という2つの貸金決定基準を

強訴しはじめる｡ ｢望ましい貸金｣は｢それぞれの業種,企業ごとの生産性に

見合い,それとバランスをとったもの｣ (日経連【1977】)でなければならない｡
｢春闘相場に右ならえ｣方式を排除し, ｢各企業､各業界の支払能力を考慮す

る｣ (日経連【1978】)｡これは,生産性基準原理をつうじて,企業別賞金交渉

にマクロ的なコーディネーションをあたえる戦略的意図が後退してきたこと

を示唆するものであろう｡半面､ ｢企業の支払能力｣を重視することにより､

貸金決定にあたって,ミクロ企業により大きな裁量を許すものであろう｡

70年代中葉に,制度変化において主導的な役割を担ったのは使用者であっ

た｡そのさい､中央組織にとっての課題の1つは,使用者内部の利害対立を

調停し,貸金抑制という目的のもとに個々の使用者を動員することであった｡

だが, 80年代に入り､使用者内部の利害のコーディネーションは困難な課題

をかかえはじめる｡第1に,放烈化した企業間競争である｡企業間競争の蛾

烈化は労働省r労働組合活動等実態詞査報告J (1986年6月)から理解され

る｡それによれば, 80-85年に調査対象のほとんどの労働組合が組合をとり

まく環境が大きく変化したとの認識を示しており,労働組合の組織および活

動にあたえた要因の中でも, ｢同業他社との企業間競争の激化｣を第1の要因

にあげている｡

第2に､産業間の利害を代表した使用者問の確執である｡生産性基準原

理は貸金交渉にあたって個々の経営者が準拠する基準を提供しており,した

がってこの基準の維持は使用者問協前の象徴であった｡だが, 80年代中頃に,
資本側内部から､この原理に対して公然と批判が展開される｡ 1986年2月,

日経連会長は生産性基準原理のもとづき3パーセント程度が適当と表明した｡

ところが,同じ日に,日本商工会諌所会頭は経営側が｢あまりに貸金を抑え

すぎた｣と述べ,生産性基準原理に疑問を呈した｡また大阪商工会議所会京

も日本の労働者は長い間日経連の生産性基準原理にごまかされてきたと公然

と同原理に対する批判を口にしている｡

9集権化された交渉の衰退にかんする理姶的な配明については､ 氏.m舶W&my ,md
Rowtho-【1993],Fr∝m-弧d Gibbons【1993】を参照されたい
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5.1 フレキシビリティ戦略

企業間競争の蛾烈化を背景に､企業間･産業間の利害の対立が顕在化し､

そのマクロ的コーディネーションが失われていく状況の中で,使用者は戦略

的焦点を,徐々にマクロ的な状況よりもローカルな状況に,分配間趨よりも

生産面に移していく｡いいかえれば,企業レベルで労働者を企業の経営戦略

に統合することに移っていく｡使用者の戦略的展開は既存の制度によって制

約されざるをえない｡したがって戦略的関心の移動は､労働側の雇用維持戦

略-の対応でもあった｡

使用者の関心は｢全員経営｣ (日経連30周年記念総会会長挨拶, 1978年)

の名のもとに労働者を企業の生産･経営戦略に統合することに移る｡だが,

労働の企業への競合は,労働側からみれば,比較的安定的な雇用を意味する

ことになる｡こうして､労働者は安定的な雇用のもとで｢密度の高い価値あ

る仕事｣ (日経連【1987】)を求められる｡すなわち｢雇用の安定にむけた能力

開発｣ (日本生産性本部【1988])である(Lazonic[1995】).それは企業の経営上

の要請に応じてフレキシプルに,しかも高いモラールをもって働く労働者の

育成につながっていく｡

こうしたフレキシビ1)ティ追求した戦略は雇用の安定を前提とする(flollingsworth

【1997】)｡それだけに､労働側にも受け入れやすいものであった｡だが反面,

｢企業なくして雇用はない｣ (日経連【1985】)に的確に表現されているよう

に,労働者の個別の企業-の競合を強めるものでもあった(平野【1993】,Ya-

mada【1996】)
0

5.2 ｢総合生活闘争｣

労働側も,使用者と同様に,分配をめぐる労使間のコンフリクトを調停す

ることから関心が離れ始めている｡

87年,労働側は春闘を｢捻合生活闘争｣へと衣替えさせ､ ｢ゆとりある生

活｣を実現するために､賃上げ､労働時間短縮,政策制度の改善を3つの基

本的な課題とする(大原社会問題研究所【1988])｡ここで確認されるのは､賃

上げが複数の課題のうちの1つに格下げされており,労働側の関心が分配間

腹中心から｢生活｣というより広範な開腹-と移ったということである｡

5.3 分権的交渉のコーディネーションの後退

われわれはつぎの点を確認してきた｡ (1)使用者にとって貸金･インフレ

抑制の意義が低下してきた｡ (2)企業は蛾烈化した企業間競争に直面し,よ
り個々の経営に関心を移していく｡ (3)日経連は個々の企業の軽骨状態を考慮

した｢個別企業の支払能力｣基準に重点をおきはじめた｡ (4)使用者側は｢雇

用のための能力開発｣をつうじて労働者を企業に統合することに関心をもつ｡
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表2:企業アーク

産業名 企莱数

鉄鋼 23

一般債棟
24

電気横根 18

輸送用機械 18

化学 45

窯業.建材 19

繊維 26

企業数計 1ナ3

(5)労働側は春闘を｢総合生活闘争｣に衣替えし,貸金問題を含めたより広範

な諸問題に戦略的焦点を移しはじめる｡

こうした結果､ 1980年代には,分権的交渉のコーディネーションの維持

にとって困難な状況が出現する｡または,それを維持する意義が労働側にも

使用者側にも失われてきている｡

図2には,賃金分散が示されている｡貸金は各企業の1人当たり人件費

によって代理されており,外れ億の影響をとりのぞくために,各企業の従業

員数によってウェイトづけられている｡表2に示されているように､データ

は1975年度から90年度にかけて追跡できた製造業の173社からとられてい

る｡賃金分散データは労使交渉のコーディネーションを示す1つの指模と考

えられるであろう｡賃金分敢が高い(低い)場合には,貸金交渉のコーディ

ネーションが低い(高い)ことが示唆されるであろう｡

図2には同時に,分散分析を利用し,企業別の貸金のばらつきを産業要

因に分解したさいのF債が示されている｡ F値は産業間のコーディネーショ

ンを示す指標と考えられる｡ F債が高い(低い)ばあいには,産業間の賃金

の格差が大きい(小さい)ことを示し,産業間の貸金決定にかんして､コー

ディネーションがはかられていないことを示唆するであろう｡

変動係数をみると,貸金のばらつきは70年代半ばから上昇し､ 80年代

前半にはいくぶん安定するものの, 80年代後半からふたたび大きく上昇して

いることが理解される｡したがってそれは､ 70年代後半以降,分権的交渉を

マクロ的にコーディネートすることが労働および資本にとって困難なことと

なってきたこと,あるいはコーディネーションの戦略的意義が失われてきた

ことを示唆するものであろう｡

F値の動きをみると､ 70年代後半から,変動係数と同様に上昇している

ことが観察される.したがって,産業間のコーディネーションも困難な課題
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図2:賞金分散

に転じてきた,もしくはその意義が失われてきたと推測される10｡

こうした観察結果は,労使の戦略,集団内の亀裂,コーディネーションに

焦点をあてた上述の分析結果-80年代以降､分権的交渉制度のコーディネー

ションを維持することが困難となり,また維持することが労働伽こも使用者

側にも意義をもたなくなった-と整合的である｡

6 戦略的目標､集団内諸関係および制度化された妥

協

表3には､これまでの分析結果が要約されている｡表3の上の部分には､

労働側の戦略と資本仰の戦略の両方が示されている｡第1行には資本側の戦

略的目標が,第1列には労働側の戦略的日原が示さ才tている.そして両者の

交差する,それぞれのセルに制度化された安協の形態が示されている.この

表に加えて,同時に,それぞれの集団内の亀裂および主な労働生産性創出方

法が示され<いるo表全体によって,労働生産性上昇分の分配を安定化させ

る制度形態が,如何なる集団内関係,労働生産性創出方法と藍合的であるか

という点も示唆される.これによって, 70年代以降, 3つの制度化さ1tた安

10われわれの分析に上れば､ほl相李斯間全体をつうじて,格差が､とりわけ国内市境向け産

兼(繊維)と始出粥連金Jt産兼(鉄gf､屯気,特送用棲親)とのあいだで顕著であることが扱寮
された
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協を級別することができる｡

｡労働側主導のもとでの分権的交渉のマクロ的コーディネーション(-70
年代初演)

この時期,規模の拡大が労働生産性上昇率にかなり寄与していた｡規模

の拡大による労働生産性上昇をベースに,労働側への成果配分の拡大が

深刻な問題と化することはなかった｡したがって､労働側とのコンフリ

クトは深刻化せず,労働側との対抗のために使用者の利害を集計化する

必要はなかった｡一方､労働側は,春闘のもとに企業別組合を動員し,

賃金上昇と賃金の平準化に成功した｡そのさい,良好な雇用状況を背景

に､労働側内部に亀裂が顕在化することはなかった｡この結果,労働側

は春樹時には､統一的アクターとしての性格を有することができた｡

･資本個主導のもとでの分権的交渉のマクロ的コーディネーション(1975
年から70年代末)

石油ショック以降の低成長に起因する雇用不安を背景に,労働側は雇用

維持を最使先の課題としはじめる｡労働側の戦略転換の背景には,民間

労組と公共セクター労組の対立の宗在化,民間労組への主導権移動が

あった｡他方,資本倒は, 70年代初演の大幅な賃上げ以降,貸金コス

ト･インフレ抑制戦略を打ち出す.日経連は, 1975年春尉を横に,こ

の戦略的目標の実現にむけて個々の産業･企業の利害を調整し,資本

個全体に就-的な性格をあたえることに成功した｡こうしてふたたび,

分権的交渉がコーディネートされる｡だが,ここでマクロ的なコーディ

ネーションの形成を主導したのは使用者であった｡

･分権的交渉のマクロ的コーディネーションの衰退(1980年代以降)
インフレの終息,企業間競争,■産業間の対立,よりミクロなレベルの状

況変化に迅速に対応可能なフレキシビリティへの要求の高まりを背景

に,この時期,労使間コンフリクトを調停するために,分権的な交渉を

マクロ的にコーディネートする意義がうしなわれてくる｡使用者側にお

いても,労働側においても,戦略的焦点は分配問題からはなれていくと

同時に,マクロ的なレベルの問題以上にミクロ的な生産･経営問題に関

心が移っていく｡

7 1990年代初頭の危機と労働生産性シェアリング

これまでわれわれは,制度化された妥協の展開を示してきた｡最後に,

この分析にもとづき､制度化された妥協の展開が1990年代初薪の危機にお

ける労働生産性シェアリングに対して如何なる経済的含意をもつかを考察す

ることにしたい｡
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表3:戦略的目凍と制度化された妥協

吸略的日# 沈積の拡大
井金コストインフレの

抑桝
フレキシビリティ

†上lr

文金の平串化

労●主事に上る分稚

的交渉のコ-デイネ

-こ/?ン

雇用の捷持

使用者主事に上る分

稚的交渉のコ-アイ

ネ-シgン

コ-アイネ-シ.ヨン

の後遺

故合生活B)辛

労肋内緒関係

‡木内諸関係

民叩大企乗労軌と公共

セクター労範の捷携

協■的な使用者開閉係 使用者岡村立(内需開

民間セクター労軌と公 連企業と特出関連企粟

共セクター労範の対立 の対立)

労他生産性の刑出 ;≡;≡′_t;≡ l汀システム

lーTシステム

能力阿井

インセンチイブシステ

ム

-101-



表4:貸金,利潤および生産性

年平均成長率% 75-82 82-86 86-95

労働生産性d 2.89 2.42 1.91

名目貸金(製造業) 7･36 2･84 3･02

単位労働コスト古 4.35 0.41 1.09

利潤シェアc
-0.43

1.78
-2.0

4=就兼者1人あたり突貫GDE
b=名目賞金/労働生産性

c=(骨兼余剰+財産所得の受取)/(官兼余剰+財産所
特の受取+兼用者所特)

7.1 労働生産性､賃金および利潤シェア

ここでは,労働生産性上昇分の分配の観点から現在の危横の特徴をみてい

くことにしたい｡表4は､ 3つの時期における労働生産性､名目賃金および

利潤シェアを示したものである11｡これによって,労働生産性上昇分をめぐ

る資本･労働間の分配の長期的趨勢を観察することができるであろう｡

労働生産性のデータでみると, 2.89パーセントから2.42パーセント､さ

らに1.91パーセントへと長期的に低下していることが戟察される｡したがっ

て日経連の提唱する貸金決定方式にしたがえば,労働生産性の低下は名目貸

金上昇率のいっそうの抑制へといたると期待される｡

名目貸金上昇率をみると,第1の期間の伸び率は7.36パーセントであっ

た｡その後80年代には,さらに低下し, 82-86年期間には2.84パーセント,

86-95年期間には3.02パーセントと80年代には3パーセント前後で推移し

ている｡

こうした貸金上昇率の動きは労働生産性の長期的な低下を反映している

と理解される.だが､注目すべきことに､労働生産性か第2期間から第3期

間にかけても低下しているにもかかわらず,名目貸金はその間には低下して

いない｡

したがって単位労働コストの動きをみたばあい,その上昇寧は82-86年

には大帽に低下する(4.35パーセントから0.41パーセントへ)が, 86-95

年には,その伸び率が前の期間よりも大きくなっている(0.41パーセントか

11ここでは､短期的変動をコントロー)I,するために､ 70年代以降に確認された3つの循環の
｢谷から谷-｣の年平均成長率を計斉してある｡谷は製造業の稼働率の循環的変!削こよって定義

されている｡
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図3:単位労働コスト

ら1.09パーセントへ)｡この時期の単位労働コストの動きは,他の危機の時

代と比較したばあい, 90年代初窮の危棟では際だった動きをみせていること

が確認される｡

図3は不況期への転換年を100とし,危機の時代における単位労働コス

トの動きを比較したものである(ただし, 70年代初筑の危機にかんしては,

75年を100とした)｡今回の危横における単位労働コストの宗薯な特徴は,

第lに,単位労働コストの伸びがもっとも高い点,第2に,単位労働コスト

が危機の始まり当初の水準に戻るまでにかなりの時間を要しているという点

である｡

このため,利潤シェアは, 82-86年期間で回復するものの, 86-95年期

間では,ふたたび,マイナスに転じている｡しかも年平均成長率がマイナス

2.0パーセントに低下する｡労働生産性の低下のもとで,名目貸金の上昇率が

低下しないとすれば(いいかえれば､同一水準の実質貸金上昇率を維持しよ

うとすれば),利潤シェアの低下は避けられない12.

したがって,労働生産性上昇益をめぐる労使間の利害に焦点をあてたばあ

い, 91年以降の危機に特徴的な問題は,なぜ労働生産性上昇率の低下に対応

1270年代以件の利前車の動きをみると､ 80年年代末から長期的に低下してきていることが理
解される｡これには利南シェアの低下に加えて, 80年代半If以降の過大な投斉もその要因の1
つにあけられるであろう｡ Glyn(1997b)は, 1980年代において､製造兼の収益性がごくわずか

な伸びしか示さなかったにもかかわらず,資本ストyクの成長率がいちじるしく上井したことを
相浦している｡
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させて名目貸金上昇率を抑制することが困難であったのかということである｡

われわれは,制度化された妥協の展開の分析を基礎に､この間題に接近する

ことにしたい｡

7.2 コーディネーションの後退と労働生産性シェアリング

分権的交渉制度のコーディネーションが後退し､個々の企業の生産性(支

払能力)におうじて賃金が決定されるようになるにつれ,企業問もしくは産

業間の貸金格差が拡大してきている(図2)｡しかも,賃上げが生産性上昇率

の範囲内に抑制されるかぎり,生産性が停滞した企業･産業であっても､労働

コスト上昇の圧力を緩和できる｡したがって長期的には,低生産性企業･産

業が存続する可能性が高まる｡国内経済全体をみれば,生産性の高い効率的

な企業･産業と生産性の低い企業･産業が併存することになるであろう｡し

かも低生産性企業･産業には,国際競争から隔粧された,国内市場向けの企

業･産業が多いだけに,そうした企業･産業の存続は消費財物価の高騰へと

いたる可能性が高い｡

じっさい､消費財物価と卸売物価の長期的推移をみると､両者の動きは

80年代以降大きく乗鞍してくる.卸売物価は80年代初演まで上昇傾向を示

し,それ以降低下傾向に転じる｡とりわけ80年代半ばからは大幅な低下を示

している｡これとは対照的に,消費者物価は70年代から一斉して上昇傾向を

示している(図4).こうした物価の動きは､労働生産性上昇分をめぐる労使

間の利害爾停を一段と難しくするであろう｡製造業セクターの外部から供給

される消費財の価格が上昇するもとで,労働者が実質的な生活水準を維持し

ようとすれば,名目貸金上昇率の抑制は労働者にとって受け入れがたいもの

となる｡他方,卸売物価が低迷するもとで､名目貸金上昇を受け入れたばあ

い,企業の収益性は一段と圧迫される｡こうした経過を受け,日経連は､ 80

年代以降､低生産性企業･産業の問題を取り組むべき重要な課題に位置づけ

はじめている(日経連【1983】)0

日経連は労働側の賃上げ要求を抑え込むために,名目賃金の引き上げその

ものよりも,消費財物価の低下をつうじた実質賃金の上昇を咽えてきた｡低

生産性企業･産業の存在は,消費財価格の上昇を招き,日経連の主張の根拠

を喪失させかねないoそれだけに,滑費着物価の上昇は日経連にとっては深

刻な問題であった13｡

この結果,資本側が生産物価格の低下から利潤収益が圧迫されるにもかか

わらず､村費着物価が上昇するために,労働側もまた実質貸金の低下に悩ま

されるoこうした状況が,労働生産性上昇分の分配をめぐる労使間の利害調

停を困難にし,他の危機の時代と比較したばあい､単位労働コストが容易に

13日軽連は, 1990年に､連合と共同で物価対策の共同プロジェクけ-ムを結成し､消安着
物価問軌こ積極的に取り範んでいる(日経連r日経連タイムスJ

90年7月5日付)｡
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低下しない事態を出現させた理解することができるであろう｡

8 終わりに

本箱では,労働生産性上昇分の分配を長期的に方向づける｢制度化された

妥協｣が資本および労働の戦略的行動の相互作用をつうじて如何にして生み

出されてきたかが追求された｡したがって本稿の分析では,制度の静態的配

置ではなく,むしろ制度の動態的な展開に焦点があてられた｡これによって,

1970年代以降に, 2度の制度変化をを見いだすことができた｡

また,この分権的労使交渉のコーディネーションの後退が現在の危機下

の労働生産性上昇益の分配に如何なる経済的含意をもつかが示された｡労働

生産性上昇率が低下する状況下では,いっそうの名目賃金上昇率の抑制が必

要であるにもかかわらず,消費者物価上昇のために名目貸金上昇率抑制はい

ちだんと困難考課掛こ輯じている｡すなわち,コーディネーションの後退に

よって,日経連が意図してきた名目巽金上昇率の実質労働生産性上昇率の範

囲内への抑制が一段と困難な課題に転じてきたことを指摘した.
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データ

｡企業ごとの従業員1人あたり人件費,従業員数は,通商産業省産業政

策局繍rわが国企業の経営分析(企業別統計編)｣各年度版からもので

ある｡

●実質GDE,就業者数､営業余剰,雇用者所得等は,経済企画庁編r国
民経済計算年報(CD-RON)J 1997年版よりえた｡

｡卸売物価は日本銀行r卸売物価指数j,消費者物価指数は絶勝庁r消費
者物価指数｣よりえた｡

･主要団体所属労働組合員数は労働省r労働組合基本調査j よりえた｡
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第4章 htrafim伽m旺Iication ard他酢JkteIⅦination
in Japrxse批mすIiqn Fimts

'

Tsqmshi Tsum

l. IntrodⅦction

Union density in Japan, a鮎r remaining stable at around 35% throughout the high

growth era, fell rapidly from 34.4% in 1975 to 1995's 23･8%,the lowest level of the

postwar era･ Hence, at present, more than three out of four employees are not uniomized･

It is therefore increaslngly Important tO investigate, not justthe causes of the declining

organization rate, but the nonunion sector itself･ Only research of this kind will enable us

to understand how employee-management communication takes place in the absence of

unions, and how effective the channels of communication are at upholding employee

Interests.

Asa first step ln COnductlng Such research, and to provide material for comparison

with union firms, I have conducted a large-scale sample survey of nonumion enterprlSeS,

examinlng lntrafirm voice mechanisms and determinants of working conditions, as well as

the relationship of those factors to wage-settlng institutions. The objectof this article is

to apply econometric analysis tO microdata taken fromthe sample in order to elucidate the

nature of labor-management relationsin nonunion firms.

The paper proceeds as follows･ Section 2, referrlng tO existing research on

industrial relations in nonunion firms, clarifies the nature of the analysts and presents the

argument. Section 3 explains the na山re of the data used in the analysIS･ Section 4

presents estimates regardingthe degree to which working conditions differ between union

and nonunion firms. Section 5 examines the determinants of intrafirmvoice mechanisms.

Section 6 seeks to clarify the degree to which intrafirm voice mechanisms actually have

an effect on worker voice and the turnover rate. Section 7 examines the relationship

between intrafim laboトmanagement relations and external wage-setting inst血tions.

Section 8 summarizes the results and their implications.

2. Nonunion Labor-Management Relations

The voice and wage effect of unions is emphasized in Freeman and Medoff's VWzat

Do Unions Do? (1984), one of the most influential studies of the economic impact of

labor unions･ This section seeks to apply the voice and exit perspective to nonunion

firms, and to survey the preceding literature on Japanese labor-management relations･
I
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My goal is to identify the institutional framework in which employees voice their

oplnions, and the process through which wages and other working conditions are

detemined.

2.1 The Nature of lntrarlrm Voice Mechanisms

Section 2. I examines and evaluates research conducted so far on intrafirm voice

mecbanisms･ This research has identified several practices which promote labor-

management communication in nonunion firms, and has made considerable progress in

clarifying the precise nature of these practices･ Among the most important is )olnt

consultation, but even )olnt COnSultation is closely linked to unions･ In nonunion firms,

jointconsultation is organized in no morethan 30% of workplaces (Labor Ministry

Secretariat Policy Research Department, 1994). In contrast, employee associations

(nonunion worker organizationswithin firms) exist in more than 50% of nonunion firms.

Two thirds of employee associations are oriented toward recreational activities, while the

remainlng third are voice-oriented organizations which discuss working conditions with

management (Tokyo Metropolitan Labor Research Institute, 1990; Intrafirm

Communication Research Group, 1991). Voice-oriented employee associations often

discuss wage revisions and industrial plarmlng With management, and managers have high

regard for their functions of aggregating and communicatlng employee views･ Further,

when joint consultations are conducted, employee associations o触n serve as employee

representatives (Sato, 1994)･ However, jointconsultation and employee associations do

not account for all means of intrafirm communication (hbor-Management

Communication Research Colnmittee, 1994).

Management itselfserves as one or the most important channels fわr the

communication of employee views･ Among the most important means of communication

are discussions between top and middle management (termed kanrishokkai, or

''management
meetings''), or general discussion sessions between managers and

employees･ Management meetings and discussions are as important as employee

associations in dete-inlng working conditions･ Middle management itself serves as

another important means or communication･ According to analyses by the lntrafim

Corrmunication Research Group (1991) and Nitta (1992), the majorityof mid-level

managers believe that transmission of employee views is important, and therefわre strive to

facilitate it･ Transmission of views throughmiddle management also takes place in firms
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with voice-oriented employee organizations, meanlng that many fi-s utilize a variety of

voice mechanisms.

The research described here has enriched our understanding of Japanese labor-

management relations by identifying lntrafirmvoice mechanisms which exist

independently of labor unions in fi-s, but it has not yet undertaken several cnlCial tasks･

one is to conduct further analysts Of the role of management, especiallymiddle

management, in transmitting and actlng upon employee concerns･ But most importantly･

researchers do not distinguish between voice mechanisms and voice effect･ The existence

of channels of corTmunication
between managers and employees

does not necessarily

meanthat managers take the resulting communication seriously･
It is not sufficient for

industrial relations researchers to ask managers fわr their s叫ective appraisals
-- it is also

necessary to analyze the effects of labor-management communication on working

conditions and separation rates･

The preceding research on intrafirm voice mechanisms has deepened our

understanding of their functions and characteristics･
but it has focused too narrowly onthe

issue of communic?lion and neglected the actual determinants of working conditions･

This paper seeks to clarify the relationship between voice mechanisms and voice effect by

examlnlng dete-inants of working conditions in nonunion fi-s･

2.2 The Process or Determlnlng Working Conditions
● ●

A detailed study on wage revisions conducted bythe Labor Administration

Research lnst血te (1984) has contributed to our understanding or the activities of

employee associations･ The Institute examined five nonunion
firms and found that in

those with voice-oriented employee associations, wage revisions were decided through

discussions with employees, while in those without employee associations the company

madethe decision unilatera11y･
In one of the former, there was a procedure through

which written documents were exchanged presentlng employee
demands and the

company･s response･ It was similar to the process through which wage revisions are

determined when unions exist. A distinctive feature of the nonunion
firms was that golng

wages exerted a strong innuence on wage dete-ination･

In the research on changes in working hours, holidays, and break time･ Koike's

(1981) work is quite prominent･ It was his research analyzing the process of

implementlng 5-day work week systems in small- and mid-sized firms which first
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revealed the existence of employee associations･ He examined seven manufacturlng firms

in the study and fわund that in those without employee associations, management took the

initiative in establishing a five-day work system･ On the other band, there was a division

in firms with employee associations between those where the five-day work week was

instituted at the demand of employees and those where it was not. In the case of the

former, implementation took place through formal discussion uslng Written documents,

while in the latter cases, management acted beforethe employee associations formulated

demands because a common framework for working conditions already existed among

area firms･ The cases of both wage revision and institution of the 5-day work week

indicatethat common frameworks
play Important roles in determlnlng WOrking conditions

and that they also closely influencethe activities of employee associations andthe strength

of their voice.

Given the importance of the common framework, what economic effect does the

employee association-generated intrafirm voice mechanism exert on working conditions

and separation rates? According to Nakamura (1988) and to Totsuka, Nakamura, and

Umezawa (1990), employee associations are effective at enhancing training sys(ems but

do not help to reduce separation rates･ Similarly, Tomi【a (1993) compared (1) union

firms, (2) nonunion firms with employee associations, and (3) firms with neither unions

nor employee associations, and concluded that unions reduce separation rates but也at

employee associations do not.

These studies have played pioneerlng rO)es in establishing an analytic framework

for investlgatlng voice and exit, and for clarifying the functions of employee associations.

But becausetheir
subjectsare limited to labor unionsand employee associations,they

conduct no comparative analysts tO Show how various systems of intrafirm voice

mechanism affect working conditions･ In addition, they do not seem to have employed

sufficient controls for differences in characteristics among firms and employee

associations.

3･ Description or the Data

Before proceeding to the analysIS･ I will brieny examinethe data employed･ The

basic materials are responses to written questionnaires distributed to bead managers of

PerSOrmel departments or other comparable managers in prlVate Sector firms･ The survey
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was conducted within the area lying within a 30 kilometer radius of Tokyo Station, and

the population was the 25,362 prlVate fi-s within this area havlng at least 50 employees.

The sample was 1,250 fi-s selected at random
from the population･

The sample frame

was a list of prlVate Sector fi-s with head offices located in the above area havlng 50 or

more employees; the list was compiled from Teikoku Databank's Database COSMOS2･

Botb the total number of rims and the number of fins in each fin size grouplng

(50 to 99 employees, 100-299 employees, 300-999 employees, and 1000 or more

employees) were chosen to ensure accuracy tO Within 7･2‰ The survey methodology

consisted of having professional opln10n POllers personally distribute questionnaires to the

personnel managers, as well as personally collect the completed questionnaires･
The

period of the survey was in 1995, from July 26 to August 3l･ All respondents

completing questionnaires were personnel department bead managers or managers a血ally

in charge of labor management at their firms･

The basic characteristics of the population and sample are shown in Table l･ 516

firms responded, yielding a response rate of 41･3%･Asthis was a sampling survey, the

results reflect, not the total number of firms surveyed, but the factthat the sample was

chosen so that its characteristics match those of the population･

4. The Effect of Unions on VariousAspects of Working Conditions

To begin with, I want to clarifythe traditional issue of what effect unions exert on

wages and working conditions (Nakamura, Sato, and Kamiya, 1988; Tachibanaki and

Japanese Trade Union Confederation Research Institute for Advancement of Living

standards, 1992; Union Density Research Group, 1993; Tsunl and Rebitzer, 1995)･ I do

not limit analysts tO Wage levels, but also analyze the economic effect of unions on

various aspects of working conditions, ranglng from working hours to severance pay･

Thefunction of working conditions used to compile estimates is a standard one･

various aspects of working conditions (such as, for example, wages)
were dependent

variables, while a union dummy, firm characteristics, and employee attributes were

independent variables. The following eight factors were dependent variables: (1) natural

log of the amount of average annual cash eamings; (2) average armual straight time

hours; (3) average annual overtime hours; (4) the proportion of paid holidays taken; (5)

na山ral log of the amount or average annual fringe benefits; (6) na山ral log of average
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annual training costs; (7) natural log of the amount of severance pay for highschool

graduates; and (8) natural log of the amount of severance pay for university graduates.

Independent variables include: (1) a union dummy; (2) log of fin size; (3) amual

straight time hours or regular employees; (4) annual overtime hours of regular employees;

(5) the rate of operating profits on sales; (6) average job tenure of regular employees; (7)

the proportion of university graduates among regular employees; and (8) the proportion of

women among the regular employees･

Table 2 exhibits results ofぬe estimates of the deteminants of working conditions.

The table indicates tllat the dete-inants on which unions exert statistically slgnificant

improvements are: Column 2, average annual straighttime
hours, and Columns 7 and 8,

severance Pay for graduates of high school anduniverslty･ To put it another way, unions

do not slgnificantly improve the other five factors.

This means that unions exert only a limited effect on working conditions･ Not

only do they have almost no influence on wage? but, with the exception Of straight time

hours and severance pay, there is no differential in working conditions betweenmion and

nonunion fins.2

5･ The Adoption of Intrarlrm Voice Mechanisms

If Japanese unions have only limited effect on working conditions, do they actually

strengthen worker voice? This section analyzes the dete-inants of adoptlOn Or COIlective

and individual voice mechanisms to find out whether they are influenced by unions･

5.I Collective Voice Mechanisms

Section 5･ 1 examines the nature of collective voice mecbanisms by investigatlng

how many practices a firm adopts under glVen COnditions, and what specific independent

variables innuence their adoptlOn･ ∫have identified eleven practices which have been

adopted in numerous ent叩rlSeS in order to expedite close laboトmanagement

corrmunication, and numbered them l through ll. The practices are: (1) joint

consultation; (2) discussions between management and employee association; (3)

discussions between top and middle management (temed t･managemenl
meelings･･); (4)
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middle management and employee workplace discussions; (5) small group activities; (6)

c.1lective Off-JT (off-the-job-training);(7) announcements of firm strategy to all

employees; (8) morning meetings; (9) company trips; (10) parties and other recreational

activities; and (ll) others･

As one might expect, fi- characteristics and employee attributes play an

important role in determinlng Which practices are adopted
in particular RlrmS･ In large

firms, for example, since there is little possibilityof direct communication
between

managers and employees, supplementary Internal voice mechanisms are frequently utilized

(Intrarirm Communication Research Group, 1991)･ The education level and gender of

employees also innuence the selection of practices･
Another i叩Or-t innuence is the

nature of the competition faced by a given
firm as well as its labor and persomel

management strategies and its business strategy･ For example･ a firm in a highly

competitive market is likely to use techniques or establish organizations (such as quality

control circles)conducive
to raising productivity･

Similarly･ companies adopting

competitive-oriented business strategleS are also likely to establish productivity-ralSlng

organizations (Osteman, 1994)･

using these ideas as a base, I conducted an ordered probit analysis of the number

of collective voice mechanisms, which serve as dependent variables･ ln Order to identify

their determinants.3 Independent variables include: (1) a union dummy; (2) firm

cha,acteristics (log of firm size, a dummy variable
for newly established firms, a dummy

variable for the firm founder or a related person, a durrmy variable where middle

management or another sector of management serves as the main channel of

communication
fわr dealing with employee demands and grievances); (3) employee

attributes (proportion of university graduates･ proportion of women); and (4) variables for

competition and strategy (intensityof competition in product market, importance placed

on entering new Product markets, value placed on individual ability ln evaluations, a

dummy variable to represent the weight given to the going wages in sbunto)･

The deteminants of collective voice mechanisms are shown in Column 1 of Table

3. Rankingthe adoption of mechanisms by cumulative frequency (0-10) indicates that

firms most likely to adopt multiple internal voice mechanisms are: (l) nonunion firms; (2)

large firms; (3) those whose business strategies emphasize entry into new markets; and

(4) those whose personnel strategies emphasize individual ability･

The above results indicate that collective voice mechanisms are more likely to be

adopted in nonunion than in union fi-s･ This suggests that collective voice in union
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rims is centered in collective bargalnlng, and that other collective voice mechanisms are

comparatively less important･ Viewed from another perspective, since nonunion firms

adopt a variety of voice mechanisms, these voice mechanisms are not necessarily less

developed than those of union firms･ Moreover, firms which are large or which

emphasize managerial versatility and individual ability are most likely to adopt collective

voice mechanism practices･ Thus factors such as firm size and business or personnel

strategies are closely related to the perceived importance or close labor-management

COJnmunlCatlOn.

5.2 hdividual Voice Mecbanisms

Section 5･2 examines tl-e characteristics or individual voice mechanism uslng the

same analytic framework used to examine collective voice mechanisms･ Order probit

analysis is conducted on the number of mechanisms utilized and mechanism types: (1)

means of individual expression (short reports, etc･);(2) grievance procedures; (3) opinion

surveys of employees; (4) suggestion systems; (5) individual interviews conducted by

perso皿el departments; and (6) other types. Independent variables include a union

dummy, firm characteristics, employee attributes, market competition, and various firm

strategies.

The estimated results are shown in Column 2 of Table 3･ Va山es 0 tbrougb 6 are

assigned to individual voice mechanisms, andthe results indicate that the firms most

likely to employ them are those (1) with large numbers of employees; (2) which are new

(recently established); (3) which emphasize individualability in persormel strategy; and

(4) which do not emphasize going wages in shunto wage determination.

The results can be interpreted as follows･ First, umions do not promotethe

adoption of individual voice mecbanisms, although itdoes promote血e use of collective

voice mecbanisms･ This indicates that the s叫ects of discussion or individual voice

mechanisms are different from those of collective voice mechanisms which unions do

Promote, Particularly collective bargalnlng Or jointconsultation. Second, large firms and

fi-s emphasizing individual ability are the most likely to utilize individual voice

mechanisms, Just aS they are the most likely to utilize collective voice mecbanisms. This

indicates that firms with large numbers of employees or firms whose personnel policies

emphasize individual ability are likely to regard a system of individual expression or other

means of individual voice as necessary･ Third･ factors which seem to be inslgnificant in
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the adoptlOn Of collective voice mechanisms but which
increase the use of individual

voice mechanisms include recent establishment of an ente叩rlSe Or lack of importance

placed on golng Wages in shunto wage dete-ination･ In newly established ente叩rlSeS, 1t

may be the preference of either managers or employees to utilize individual rather than

individual voice mechanism･ In addition, it may be necessary for firms in which

individual voice is emphasized to utilize individuaトbased standards rather than golng

wages in deteminlng Wage reVisions･

To summarize this section, there is no difference between union and nonunion

fi-s with regard to the number of individual voice mechanisms established, but nonunion

fins adopt more collective voice mecbanisms than do union fi-s･ This indicates that

corhmunication in union firms is centered in collective bargalnlng and jointconsultation,

while in nonunion fins a larger number of means of communication serves to

compensate fわr the absence of unions･ This suggests that the voice mechanisms of

nonunion firms are as well developed as those of union firms･

6. The Effect of Intrarlrm Voice Mechanisms

Tbe preceding sections have elucidated the structure and determinants of voice
ll

mechanisms in nonunion fins. However, as Section 2 pointed out, whether a system

formally exists and whether workers can effectively exercise their voice are not at all the

same thing･ It is necessary to reconsider what effects labor unions and other means of

intrafim voice mechanisms have on worker voice, separation rates, and other outcomes･

This section classifies intrafirm voice mechanisms into four categories: (I) labor unions;

(2) recreation-oriented employee associations in nonunion fi-s; (3) voice-oriented

employee associations in nonunion fins; and (4) jointconsultation conducted in fins

with neither unions nor eI叩loyee associations･ i then analyze the extent to which these

four voice structures influence worker voice and separation rates･

6.1 Effects on Employees'Voice

The analys)s uses the framework of voice and exlt, Which assumes that umions or

other intrafim voice mechanisms strongly strengthen employees'voice and reduce

separation rates, even when major WOrking conditions, firm characteristics･ and employee
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attributes are controlled for (Freeman and Medoff, 1984; Muramatsu, 1984, Tomita,

1993)･ First, I conducted an ordered probit analysis of the strength of worker voice. The

dependent variables are the strength of worker voice on working conditions and

management practices (workers '■strongly stated their opinions‖ was co°ed as 1, and ttdid

not voice opinions at all" was coded as 5), and the independent variables were types of

intrafirm voice mechanisms, working conditions, firm characteristics, and employee

attributes･ The bases of the dummy for intrafirm voice mechanisms were firms which did

not have labor unions, employee associations, or JOlnt COnSultation･

I have derived the following COnClusions from the results of the analysts On WOrker

voice presented in Table 4･ First, labor unions strengthen worker voice against almost all

working conditions and management practices, with the exception Or employment

adjustment (including downsizing) ･ Second, recreation-oriented employee associations

tend to suppress voice with regard to wage increases but to strengthen voice with regard

to working hours, holidays, break time, and fringe benefits･ They have no effects on

other management practices･ Third, voice-oriented employee associations strengthen

voice concernlng fringe benefits as well as yearly business and production plarmlng･

Fourth, jolntCOnSultation strengthens voice in the areas of wages, working hours,

holidays, and break time.

Asthe above paragraph indicates, labor unions serve to strengthen voice toward

almost all aspects of working conditions and management practices, while the areas in

which jointconsultation and employee associations exert slgnificant impact are quite

l血ited･ In brief, jolntCOnSultation may strengthen voice toward working conditions and

employee associations may strengthen voice toward working conditions and toward some

aspects of management practice･ In any case, there is no doubt that labor unions exercise

the superior voice-strengthening effect･

6.2 Effects on Exit

Should we expect the above types of voice mechanisms (o suppress exit (Iowerthe

separation rate)? I have used the same equation to analyze separation rates that l used to

analyze the effects of voice on working conditions and management practices･ This

makes it possible to directly compare differences in the determinants of voice and exit.

Separation rates are dependent variables while the independent variables are intrafirm

voice mechanisms, working conditions, firmcharacteristics,
and employee attributes･
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The equation of the separation rate is estimated uslng Ordinary
least squares･

The results are shown in Table 5･ They indicate that labor unions, voice-oriented

employee associations, recreation-oriented employee associations, and jointconsultation

do not help to lower separation rates, either for regular employees
in general or for

regular male employees, even after controlling forthe most important working conditions･

for firm characteristics, and for employee attributes･4

I^bor unions, even though they function to strengthen worker voice, do not have

the effect of lowerlng Separation rates･ Neither do employee associations or jOlnt

consultation have a positive effect on separation rates･ Some of the factors which do have

a significant effect on separation rates are firm size, amount of annual cash earnlngS, and

average annual straight time hours･ It should be concluded that intrafi- voice

mechanisms have considerably less effect thanthese factors･5

The preceding results indicate that labor unions, viewed with respect to the

economic effect of their intrafirm voice mechanisms, do more to strengthen worker voice

than the practices used in nomnion fi-s･ However, the results also reveal that neither

unions nor alternative voice mechanisms affect separation rates･

7. Nonunion Firms and Wage-Setting lnstitutions

The analysts SO far has demonstrated that there is no marked differential in

working conditions, the nature of the voice mechanisms, or separation rates between

union and nonunion firms. What does this lack of difference mean? Does it suggest that

the absence of a union entails no costs for a nonunion firm? This section investigatesthe

issue by fbcuslng On Wage detemination･

Let us begin by examlnlng how nonunion firms determine wages･ The easiest

means of doing so is to see what factors were most important in determlnlng firm wage

increases during shunto･ Table 6 showsthe effect of union status on shunto wage

determination. The most important factor by far is firm performance, rated the most

important factor by 60･5% of fi-s･ However, when union sta仙s is taken into account,

70.5 % of union firms regarded firm performance asthe most important factor versus only

56.4% or nonunion firms. 26.0% of nonunion fins consider the golng Wages tO be the

most important factor, compared to only 20･6% of union firms･

There are several problems in compiling estimates, Including specifying the
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mean)ng of golng Wages aS a Wage Standard and differentiating it from o(her factors. But

the most important task is not identifying the standard but rather identifying the period in

which wage settlements were detemined.

Table 7 shows the periods in which shunto wage revisions were decided, with the

results broken down by firm size and union status･ Among union firms, the most

important periods were March 20-31 for firms with 1000 or more employees and April

10-19 for firms with 50-99 employees･ For all nonunion firms,theperiod from May 1

was most important, regardless of size. It should be noted, however, that there is a wide

spread in periods: no union firm reached a decision prior tO March 9, while 5･6% of

nonunion fins did so.

To investlgatethis matter in more detail, I examinedthe shape of the distribution

of the periods of wage determination･ Table 8 presents coemcients of variation and

skewness of periods of wage dete-ination･ From the data presented in the table, it is

possible to derive the following COnClusions･ First,the skewness for the wage revision

period for union firms is positive, but negative for nonunion firms, sothat distribution for

the latter occurs late･ Second, when size is accounted for, the gap is by far largest for

firms with 1000 employees or more, and so isthe contrast between umion and nonunion

firms･ Third･ there is a slgnificant contrast between the spreads of union and nonumion

firms･ Among union firms,the spread decreases as size increases; ln COntraSt, nOnumion

firms･ except for those with 100-299 employees, have a larger spreadthan union firms

regardless of size.

The results presented in Tables 6, 7, and 8 suggestthe following COnClusions･

First, the period of wage determination for union firms was concentrated in the March

20-31 period because, in the 1995 sbunto, March 23 was the day that unions in the

International Metalworkers Federation-Japan Council (IMF-JC) presented their collective

response to company offers･ (The IMF-JC includes the major metalworking industrial

unions and plays an important role in collective bargaining.) Many large-firmunions,

act)ng ln COnCert Withthe IMF-JC, also made responses on the same day, as they do

every year･ Second･ nonunion firms, especially large ones, decidetheir wage revisions at

later dates than do umion firms. Third, the above data indicates that smalトand mid-sized

union firms and most nonunion firms may use the golng Wages determined in late March

as a reference polnt, and decide their own wages somewhat later.

What effects do the differences in wage causal factors and periods of determina(ion

have on general wage outcomes? Table 9 presents average amounts and rates of wage
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increases, broken down by union status and fin size･ In analyzlng Whether there is a

difference in averages, I confirmedthat regardless of size there is no significant statistical

difference, at the average lO% level, in amounts or rates of wage increase･ This finding

suggests that nonunion fins used the golng Wages previously established by union fins

as a reference, and then conferred wage increases of nearly the same level･

It is clear that a large share of nonunion fins rely on the going Wages detemined

by union firms and labor unions･ Naturally, it must be remembered that a number of

nonunion firms independently decidetheir own wage standards before the shunto market

takes shape･ Nevertheless, the ma)orlty Of nonunion firms decide wage revisions after

union firms do so･ This observation explains part of the reason for the absence of a

slgnificant differential in working conditions between union and nonunion firms･ It also

suggests that in nonunion firms wage revisions, the most important aspect of working

conditions, are certainly not formulated solely from an independent standard, but are also

dependent on extemal conditions･ This reliance on external conditions const血tes a

problem fわr the maintenance of autonomous labor-management relations in nonunion

firms.

S. Conclusion

This paper has sought to present quantitatively the distinctive features of nonunion

labor-management relations in Japan･ It first examined the findings of the preceding

litera山re on intrafirm voice mechanisms and processes of detemlnlng working conditions

in nonunion rims･ Then, a触r explainlng the na山re of the data used, the paper

presented the results of econometric analyses regarding the wage and voice effects of

labor unions. The issues examined were: what effect do unions have on wage and other

working conditions; what are the differences between intrafirm voice mechanisms in

umion and nonunion firms; what economic effect do those mechanisms actually have on

voice and exit; and what is the relationship between nonunion fins and wage-settlng

inst血tions. The fbllowlng results emerged.

First, labor unions have limited effect on most aspects of working conditions･

More precisely, with tI一eeXCeptlOn Of straight time hours and severance pay, they have

little innuence on working conditions･ In other words, no marked differentials result

between union and nonunion fins.
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Second, there is almost no difference in individual voice mechmisms between

union and nonunion firms･ but in the case of collective voice mechanisms, nonunion firms

utilize a larger number of practices･ This means that collective bargalnlng and jolnt

consultation constitute the core of labor-management
communication in union firms, while

nonunion fi-s compensate fわr the absence of unions by adoptlng a Wider range or voice

mechanisms･ Therefore, intrafirm voice mechanilsms in nonunion firms are by no means

less developed than those in union firms.

Third, examination of the actual effects of voice rather than voice mechanisms

adopted indicates that labor unions strengthen worker voice toward almost all aspects of

working conditions and managerial practice, while employee associations and joint

consultation strengthen worker voice in only a limited number of areas. This conclusion

indicates the superiorlty Of unions in strengthening voice･ However, the data also reveal

that neither umions nor other means of exercISlng voice have any influence on separation

rates.

Fourth, it is not true that nonunion firms do not currently face any significant

problems in their labor-management relations･ This is most directly indicated bythe fact

that nonunion firms more often utilize going Wages aS a Standard for determlnlng Wage

revisions than do union firms, and by the fact that they also determine wage revisions

later than do union firms･ This finding suggests that many nonunion firms rely on the

information
provided by union firms and their unions inthe form of going Wages, and

thatthey do not posses independent standards for determlnlng Wage reVisions･

To be sure, nonunion firms have successfully'and independently
of labor unions,

established intrafirm voice mechanisms and systems of employee participation･

Neve仙eless, when it comes to dete-inlng working conditions, they also exhibit reliance

on the information･ meaning the golng Wages, Which labor unions generate through wage

bargalnlng･

The implications of tbe血al polnt are Critical･ This is because the golng Wages

established by unions and union firms serve as a form of public goods, meanlng that

nonunion firms behave as free riders when they utilize it･ Butthis system is by no means

stable･ The growlng discrepancies in
productivityand profitability among firms and

across industries has weakened the fわundations or the sbunto wage market, and wage

detemination indicators are becoming steadily less and less clear (Tsunl, 1992 and 1996).

Therefore･ glVen (he fact that there are no independent standards for wage determination,

the increaslng loss of clarlty in golng Wages is a problem which will become increasingly
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serious fわr Japan's nonunion rirms･

Notes

'I
wish to express my appreciation forthe many valuable comments of Toshiyuki

Mizoguchi (=itotsubashi University and Hiroshima Keizai University) and seminar

particIPantS at the Institute of Statistical Research･ the Kansai Economic Research

center, the Japan Instibte of hbor, and the annual meetlng Of the Japan Association of

Economics and Econometrics.

1
works presentlng Valuable perspectives and research findings on nonunion labor-

management relations in Western firms include Kocban, Katz, and McKersie (1986),

Freeman and Rogers (1993), Kaufman and Kleiner (1993), Commission on the Future

of Worker-Management Relations (1994), and Freeman and Lazear (1995)I

2
The same conclusion is reached by Tachibanaki and Noda (1993) as well as Tsuru and

Rebitzer (1995).

3
Analyzing the number of mechanisms adopted throughordered probit analysis may not

be an approprlate metbodology･ It might be more appropriate to apply the poISSOn

estimates (thispoint was suggested by Yukiko Abe of Nagoya City University)･ An

experimental use of the poISSOn regression in Table 3 produced results similar to those

of the ordered probit analysIS･ However, two differences did appear:the importance

placed on entry Into new markets became inslgnificant in Column 1 and the dummy

variable fわr new fims in Column 2 also became inslgnificant･ I hope to examine this

polntfurther in future research･

4
persons reaching mandatory retirement age are not included in figures for separation

rates, but no distinction can be made between separations occurrlng because of

-･management conditions･･ or -･personal reasons･
--

According to I』bor Ministry

secretariat Policy Research Department (1994), Report on the I,abor-Management

communication Survq, persons leavlng firms because of management conditions

accounted for 7.5 % of separations while those leaving for personal reasons accounted

for 71.5%. The shares vary according to business cycles, but the former almost always

account for 6-8% and the latter for 70-80% of separations･

5
Because the survey was conducted in July and August of 1995, it is possible that

separation rates were a胎cted by the recession･ The job openlngS tO applicants ratio in

both of those months was 0.61.
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Populat ionTable I. Basic Characteristics of and Sample

Firmsize

(No.or

employees)

Number

or

popula-

tiona

EE]

Sampling

rateb

(2)

Numberof

samples

(3)

ResponseC

(4)

50-99 12,051 1/33 367 101(27.5%)

100-299 8,807 1/24 365 170(46.6%)

300-999 3,200 1/9 355 150(42.3%)

1000ormore 1,304 1/8 163 95(58.3%)

Total 25,362 1/20 1,250 51_6(4l.3%)

a. This survey takes as its sample Frame a list of private Firms

(compiled from Teikoku Databank COSMOS2) which are within a 30 km

radius of
Tokyo and have at least 50 employees･

b. Within each firm size grouping, the number of samples
was

chosen to provide accuracy to within 7･2%･

c. Number in () is the response rate.
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laPleZ.リeternlnantSOⅠTOrKlngし0 nQlt10nStlU

Amountof■ Average Average Proportion
Amountof

Average Amountof Amountof-

average annual annual oFpaid
average

annual
fringe

benefits

annual
SeVeranCePay

forhigh

school

Severance

payFor

un1VerSlty

graduates

annualcash straight overtime holidays training

earnings timehours hours taken costs graduates

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Uniondummy

Firmsize

Yearlystraighttime

0.037
-54.017** -7.732 0.017 0.031 0.206 0.173** 0.152**

(1.356) (-2.948) (-0.361) (0.563) (0.445) (1.387) (2.677) (2.483)

-0.004 19.610*
-7.344 -0.025* 0.015 0.127* 0.0596** 0.058**

(-0.356) (2.387)

155.871

(-0.740)

161.924

(-1.794) (0.483) (1.935) (2.011) (2.049)

-0.0004** 0.00004
-0.0005** 0.0004 -0.001** -0.001**

hours (-4.588) (0.391) (-2.314) (0.962) (-4.511) (-3.954)
Yearlyovertime 4.1e-06

-0.0002* -0.00004 -0.001 -0.0001 3.16e-06

hours (0.064) (-2.807) (-0.224) (-1.347) (-0.360) (0,021)
Rateofoperating 0.113 0.157 0.843** 0.819 -0.328 -0.235

profitonsales (0.788) (1.430) (1.233) (0.882) (2.079) (1.038) (-0.959) (-0.707)
Averagejobtenure

Proportionofuniver-

0.010**
-6.806** -8.299** 0.002 0.015* -0.041** 0.005 0.008

(3.407) (-3.447) (-3.377) (0.524) (1.840) (-2.456) (0.615) (1.138)
0.223**

-280.042** 36.031 -0.029 0.319** 0.781** 0,283** 0.294**

sitygraduates (4.423) (-8.755) (0.944) (-0.504) (2.328) (2.859) (1.953) (2.369)
Proportionofwomen

Ⅰndustrydummies

-0.422** -49.642 -247.898** 0.003
-0.415** -0.170 -0.267 -0.227

(-5.790) (-1.007) (-4.313) (0.038) (-2.225) (-0.437) (-1.435) (-1.239)

yes yes yes yes yes yes yes yes

Sumof-weights

AdjustedR2

1.0939e+04

0.499

1.7439e十04

0.242

1.6516e+04

0.091

1.5225e十04

0.069

1.2933e+04

0.168

1.1669e十04

0.069

9.7410e十03

0.300

1.0419e十04

0.256

a･ All estimates are ordinary least squares. Upper numbers are coefficients and numbers in () denote t-statistics.

b･ Estimates are derived from a sample selected so that its characteristics match those of the general population.
**, * denote p<0.05 and p<0.1, respectively.



Table 3. Detem)inants of lntrafirTn Voice Mechanism

o.or
institutions

(0-10)forus!ng
collectivevolCe

mechanism

園

o.or

institution.s(0-6)
foruslng

individualvoice

mechanism

(2)

Uniondummy -0.462*

(-3.360)

0.255*

(4.064)

0.001

(o.oO5)

0.151

-0.055

(-0.379)

0.194**

(2.953)

0.250*

(1.761)

0.198

Firmsize

Dummyvariablerornewfirms

Dummyvariablerorrirmrounder(or

relatedperson)
LinecommunicationdllmmyVariableb

(1.241)
0.133

(1.077)

0.059

(o.244)

-0.449

(-1.239)
0.106

(1.526)
0.110

(0.836)

0.294

(1.151)

0.303

(o.788)

-0.047

Proportionofuniversitygraduates

Proportionofwomen

Intensityofcompetitioninproduct

marketc (1.531) (-0.634)

Ⅰmportanceplacedonenteringnew
-0.072

0.033

productmarketse

valueplacedonability-basedpayf

(-1.645)

-0.251*

(-3.677)

-0.194

(o.699)

-0.186**

(-2.592)

-0.368**Dummyvariablerorimportanceplaced

ongoingwagesg (-1.447) (-2.558)

Ⅰndustrydummies yes yes

SuTT10fweights 1.6295e+04 1.6295e+04

Loglikelihood -674.408 -405.517

a. upper numbers are coerricients and the lower numbers in ()

denote asymptotic t-statistics, both derived from ordered probit analysis･

Estimates are derived from a sample selected so that its characteristics

match those or the general population.

b. A dummy variable set equal to 1 where middle management serves as

the main line or communication for dealing with labor demands and with

problems between labor and management.

c. Number indicates intensity of competition in the market for the

product or service accounting for the largest share or company sales･

1 =

multiple (7 or more) companies compete, 2 = 4 to 6 companies

compete, 3 = 2 or 3 companies compete, 4 = one firm monopolizes the

market.

d. Number designates the product or service with the largest proportion

of a rirm's sales. Ir Foreign markets are included, the dummy variable

is set equal to 1,

e. variables indicate management strategy with regard to entering new

areas: 1 =
very important, 2 = fairly important, 3 =

neither important

nor unimportant, 4 =
not very i叩Ortant, 5 =

not important at all･

f. Variable represents personnel strategy. The degree to which

evalllations stress individual
ability

is indicated by: 1 =
very important,

2 = fairly important, 3 =

neither important nor llnimportant, 4 =
not

very important, 5 =
not important at all.

g. The dummy variable is set at I ir going wages are the most

important Factor i一ldetermining tl-e shl】ntO Wage increase in 1995･

**, * denotes pく0.05 i_Ind p 〈 0.1, respectively.
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Table 4 Det1a○1e4.JRternln8ntSOⅠtJleJ*qeeof叫1oyeeYoiceRe18tedtoTorkingCαlditionsaJldXana&e4entFactorsaD

WagelevelC

恥Ⅰ-kinghouⅠ.s/

holidays/
Fringe Employment Changesin

Annual

management/

Long-term

management/ Management

breaktimec
benef-1tSC

ad｣ustmentC st.affc production production strategyc

(1) (2) (3) (4) (5)
plannlr唱CplannlngC

(6)l(7) (8)

Uniondummy
-1.386** -1.893** -1.542** -0.393 -0.743** -0.692** -0.551* -0.722**

Recreation-orientedemployee

(-4.367) (-5.847) (-4.785) (-1.181) (-2.438) (-2.l8l) (-1.717) (-2.263)
0.587**

-0.604** -0.613** 0.198
-0.281 -0.383 o.lO6!-0.055

associat一iondumーny (2.035) (-2.104) (-2.084) (0.632) (-0.993) (-1.298) (o.362) (-0.185)
Voice-Orlentedemployee 0.460

-0.660 -1.018* -0.062 -0.924 -1.035* -0.260 -0.678
associationdumlny (o.837) (-1.138) (-1.857) (-o.103) (-1.622) (-1.802) (-0.398) (-1.043)

JolntCOnSultat.ionsystem -1.087** -0.853** -0.483 -0.004 -0.020 0.060
-0.356 -0.400

dummy (-3.358) (-2.647) (-1.511) (-0.013) (-0.065) (0.193) (-1.134) (-1.260)
1n(amountofaverage

-1.087* -1.470** -1.218* -2.227** -1.331** -0.020 1.006 0.163

annualcashearnings) (-1.692) (-2.283) (-1.830) (-3.ll2) (-2.100) (-o.o31) (1.538) (0.247)
ln(amountofaverageannual

-0.540** -0.349 -0.226 -0.670** -0.429* 0.049
-0.036 0.031

fringebenefit.s) (-2.140) (-1.427) (-o.975) (-2.383) (-1.742) (o.192) (-o.140) (o.121)
1n(a皿OuntOfseve1.anCe -0.001 -0.086 0.012

-0.061 0.546** -0.186 -0.658** -0.656**

payforuniv.g1.aduates) (-0.005) (-o.318) (0.047) (-o.218) (2.128) (-0.706) (-2.462) (-2.465)
Averageannualstraight

-0.0004 -0.001 -0.0003 0.0003 0.0004 0.001
-0.0003 -0.0002

timehours (-o.510) (-1.425) (-o.440) (0.288) (0.479) (o.616) (-0.346) (-0.264)
AVerageannualovertime

-0.002** -0.0004 -0.0001 0.0004 0.0003
-0.0004 -0.001** -0.0003

h(ーurS ト3,084) (-1.019) トo.249) (o.759) (o.565) ト0.809) (-2.825) (-0.533)
FirⅢsize

-0.139 -0.034 -0.020 -0.004 0.012 0.239** 0.199* 0.217**

1n(averageage)

(-1.230) ト0.304) (-o.181) トo.o39) (0.117) (2.225) (1.809) (2.013)

-0.139 1.336** 1.738**
-0.045 -0.062 1.374*

-0.304 0.183

Propol.tionofuniversity

(-0.190) (1.797) (2.275) ト0.056) (-o.o86) (1.838) (-o.393) (o.247)

･0.557 1.058** 1.042** 1.409** 0.135
-0.533 -1.593** -0.736

g1､aduates (1.124) (2.108) (2.108) (2.598) (o.276) (-1.087) (-3.130) (-1.472)
P1.OPOrtionofwomen 0.957 1.544** 1.149

-1.937** -0.314 -0.770 -0.505 -0.698

Ⅰndustrydummies

(1.374) (2.193) (1.597) (-2.653) (-o.464) (-1.118) (-0.726) (-1.006)
yes yes yes yes yes yes yes yes

Sumofweights 7.2660e+03 7.2140e+03 7.1650e+03 6.4650e+03 6.9180e+03 6.7330e+03 6.4580e十03 6.7480e+03

L(1glikelihood
-166.937 -171.351 -178.014 -152.400 -195.677 -192.998 -179.605 -194.672

a･ All estimates are
ordered probits･ Upper numbers denote

coefficients and the numbers in () denote asymptotic t-statistics.
b･ Est･imates are derived from.a

･?ample
selected so that its characteristics match those of the general population.

c. The dependent
vari

last five years [1991
but

neithel- Strongly

able is derived by assigning values to answers to the question, 〝To
what degree did employees voice their opinioヮs

during the

-95]?"
Responses were

coded!
I = "-nmngly

stated their
opinions":?

= "voi?ed opinions to some degree"'3 = "voiced
opini.ns

ol･ Weakly〝; 4 ≡ 〝did
not voICe OPinions very much〝; 5 = 〝did

not voICe OPinlOnS at all.〟
**. * denote pく0.05 and pく0.1, respectively.



Table 5. Ikterninants of Separation Rate

Separation

rate

(regular

employees)

(1)

Separation

rate

(regularmale

employees)

(2)

Uniondummy

Recreation-orientedemployee

2.369

(1.240)

-1.673

1.548

(o.902)

-1.145

associationdummy (-o.921) (-o.704)

Voice-orientedemployee 0.445 -0.283

associationdummy (o.114) (-o.084)

Jointconsultationsystem -1.051 -0.890

dummy (-o.509) (-0.488)

1n(amountoraVerage -8.122** -7,363**

annualcashearnings) (-2.051) (-2.156)

ln(amountoraverageannua1 -0.387
0.033

fringebenerits) (-o,270) (o.026)

ln(severancepayror 0.822 0.122

universitygraduates) (o.506) (0.083)

AVerageannualstraight 0.020** 0.015**

timehours (3.549) (2.969)

Averageannualovertime -0.0002 -0.0002

hours (-o.o81) (-o.089)

Firmsize -1.639**

(-2.470)

-l3.32l**

(-2.911)

3.723

-1.169**

(-1.986)

-8.282**

(-2t.008)

1.113

1n(averageage)

Proportionofuniversity

graduates (1.206) (o.403)

yes

Proportionofwomen 3.636

(0.845)

yesⅠndustrydummies

Sumorweights 7.2220e+03

0.303

7.3890e+03

0.230AdjustedR2

a. All estimates are ordinary least squares. Upper

numbers are coerricients and numbers in () denote

t-statistics.

b. Estimates are derived from a sample selected so

that its characteristics match those or the general

population.

**, * denote pく0.05 and p 〈 p.1, respectively.
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Table6.NainFactorsDeteminingSpringtimeYageRises,1995,byFirmSizeand`byUnionStatus(%)

Classification Total

(%)

Going

Wages

Firm

per for-

manCe

Retention

oflabor

force

Price

infla-

tion

Stabili-

zationof

labor-

manage-

meれt

relations

Other No

response

(%) 100.0 24.4 60/5 43 師】 日田 29 臣Il
Firmsize

50-99 100.0 26.7 55.4

●

6.9 1.0

■

4.0

●

3.0

●

3.0
100-299 100.0 22.9 62.4 2.4 4.1 4.1 2.4 1.8
300-999 100.0 20.0 70.0 1.3 0.7 3.3 4.7 0.0

1000ormore 100.0 24.2 71.6 0.0 0.0 【Il 21 lll
Unionornonunion/firmsize

Union firms

Total 100.0 20.6 70.5 0.0 0.7 7.0

●

1.2 0.0
50-9g 100.0 13.6 77.3 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0
100-299 100.0 28.9 62.2 0.0 2.2 6.7 0.0 0.0
300-999 100.0 18.8 69.6 0.0 0.0 7.2 4.3 0.0
1000ormore

Nonunion firms

100.0

100.0

22.1 73.5 0.0

6.0

0.0 1.ラ 2.9 0.0

Total 26.0 56.4 2.5 2.5 3.6 2.9
50-99 100.0 30.4 49.4 8.9 1.3 2.5 3.8 3.8
100-299 100.0 20.8 62.4 3.2 4.8 3.2 3.2 2.4
300-999 100.0 21.0 70.4 2.5 1.2 0.0 4.9 0.0
1000ormore 100.0 29.6 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7

i
トー▲

望

[



Table 7JqL)▲t=l.1訂ZIJヽJPI⊥1lZSし.LJJIt=TIa古t=At=Y⊥3⊥U1 1古,ttしtjUlu⊥JISLUn=r⊥UqU⊥Jnしt;rtL1ーlaし1Uー1,DyJllrm81ZeanQDyUn10nbtatuSし76)

Classification

日

⊂r
(つ
ト-ち

｣一

EI
コ

日
a)
ー1

【ヨ
ら)
E]

lヨ
ESl
ー1

E)
て,

>.
てフ
ト1

>ー

て,
ー1

ト■ヽ Eヨ
く⊃

Fa
く⊃
l悶

ー■一

ー■-▲
ー..■■

⊂>
Eg
⊂>

L1

ー-...▲

l=l
⊂⊃

Eg
⊂)

ト1

⊂)

(〇

r1
a)
ー■→■

0

亡プ

(~十

0
｢十

(⊃ q q q D q
≡l

Eヨ
0
∽

rつ ~T】
日 日 日 lヨ Eヨ lヨ

D⊃ て⊃
(⊃

(つ E3 a) ES[ E5[ ■ーコ てプ て, Eヨ =】

EFI
白e ⊂J

(コ-
ー†

ー1 1 ト1 1 ー1
ー-■■▲

∽

Ee5] ー■■■▲ Eg
Eヨ ⊂Cl

ー■.▲

くエ)

⊂J3

I-▲

qD ー一

くエ)

⊂ノJ

⊂)

0

(%) 100.0 1.1 2.4 0.5 2.7 10.5 ll.8 183 105 EgE] 130
Firmsize

50-99 100.0 1.0 2.0 0.0 2.0 8.9 EEE] 23.8 8.9 25.7

LJ

14.9
100-299 100.0 1.8 2.9 0.6 4.1 8.2 EⅠ羽 14.7 ll.2 34.1 ll.2
299-999 100.0 0.0 3.3 2.0 2.0 15.3 8.0 12.0 14.0 30.7 12.7

1000or皿Ore loo.0 1.1 1.1 0.0 1.1 28.4 15.8 8.4 116 242 84
Unionornonunion/firmsize

Union

Total 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 17.3 6.1 22.7 10.0 33.6 10.1

50-99 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 40.9 0.0 36.4 13.6
100-299 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 6.7 ll.1 13.3 42.2 8.9
300-999 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3 8.7 15.9 21.7 26.1 7.2

1000ormore

Nonunion

100.0 0.0 0.0 0.0 1.5 33.8 17.6 ll.8 ll.8 16.2 7.4

Total 100.0 l.6 3.4 0.6 3.7 7.7 14.2 16.5 10.7 27.4 14.1

50-99 100.0 1.3 2.5 0.0 2.5 8.9 16.5 19.0 ll.4 22.8 15.2
100-299 100.0 2.4 4.0 0.8 5.6 4.8 12.8 16.0 10.4 31.2 12.0
300-999 100.0 0.0 6.2 3.7 3.7 ll.1 7.4 8.6 7.4 34.6 17.3

1000ormore 100.0 3.7 3.7 0.0. 0.0 14.8 ll.1 0.0. l1.1 44.4 ll.1

According to Period of Detenlination by FinれSize and by Un'on Stat1995 Springtime lage Revisions



Table 8. Distribution of Perid of rage Determination by

Union Status and by Firm Size a

Firmsize

Union Nonunion

oefficientof

Variation
Skewness oerricientof

variation
Skewness

間 (2) (3) (4)

Total

50-99

100-299

300-999

1000ormore

0.193

0.202

0.195

0.172

0.169

0.827

0.741

0.555

1.126

1.190

0.258

0.252

0.034

0.269

0.296

-0,374

-0.563

-0.203

-0.073

-1.042

a. Estimates are derived from a
sample selected so that it.s

characteristics match those or the general population.

Table9Rate8nd^恥untOfT8getnCre8SebyUnionStatu$8ndbyFir.Size,l995

Firmsize

Union Nonunion

Rateof

wageincrease(%)b

AJTtOUntOf Rateof Åmountof

wageincrease(守)b wageincrease(%)b Vageincrease(¥)b

田】 (2) (3) (4)

Total 2.93 7,790 2.91 7,407

50-99 2.96 7,875 2.99 7,267

loo-299 2.98 7,392 2.77 7,196

300-999 2.88 7,489 3.09 7,906

1000ormore 2.93 8,320 2.82 7,364

a. Estimates are derived from a sample
froth this survey･

b. The hypothesis that there is a differential between union and non-union firms in -the rate and amount

of wage increase is rejected at the lo鵠 1evel･
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第5辛

労働力再生産における企業の役割

-一日本における企業主義的レギュラシオン仮説の検討に向けて-～

平野泰朗

花田昌宣

労働力の再生産は､アダム･スミス等の古典派経済学の時代から資本蓄積の基礎

的条件として認識されてきた｡マルクスにおいては､蓄積論ならびに社会関係再生

産の視角から,労働者の再生産ならびに労働者階級の再生産として論じられている

が､十全な展開がなされているわけではない｡

また､資本蓄積と労働力の再生産との関係は､経済成長と所得分配の関係として､

ポスト･ケインジアンによってひきつづき経済学の基本的な閉居として論じられた｡

この間題は､過去において重要であったというばかりでなく,戦後のフォーディズ

ムが労働者の大量消費による資本者横を実現してきたことを考えると､現在におい

ても重要であるといえる｡

レギュラシオン理論においては､この労働力再生産は､一方で､労働者の消費生

活を消費ノルムと諸個人の社会的編成様式の問題として捉えられると同時に､他方

で,労働者の消費様式が蓄積体制の主要な動因の1つとなっているというマクロ経

済的観点から捉えられる｡われわれの究極的目標は,労働力の再生産にかかわる理

論的実証的研究にあるが､当面の主題を日本における企業主義的レギュラシオンの

検討に限定し､まずは,労働力の再生産における企業の位置と役割を検証すること

する｡

この論文の構成は,以下のとおりである｡はじめに労働力再生産の問題圏を整理

した上で､われわれの仮説を提示し(第1飾)
､次いで第2節において労働費用の

日欧比較を試み､日本の特質を検討するo 第3飾では､政策的福祉として国家の行

う政策と企業の行う産業的福祉の連関を論じつつ,産業的福祉の企業的組織化のも

つ特質と問題点を､とりわけ定年制と退職金制度において論じる.最後に,日本の

産業的福祉の企業主義的あり方の限界に関して､今日大きな論点として浮かび上が

っている高齢者介護閉居を指摘する.

1.労働力の再生産と間接賃金

労働力の再生産を実現する経済的行為は､所得の獲得とその支出であるo 労働者

の所得は主として貸金であり,その支出は主として家計による消費支出である｡し

かし,資本主義の歴史とともに､労働者の所得は労働の対価たる直接賃金ばかりで

なく,社会保障等の間接賃金をも含むようになった｡労働力再生産のための支出も

各家計によるばかりでなく､中央あるいは地方政府や非営利団体によるものも現れ
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てきた｡したがって､労働力の再生産は､現在, (資本と労働の間での)所得分配

および家計による賃金支川ばかりでなく,それ以外の要素とともに､実現されてい

る｡

これらの新たな要素は､一般に間接賃金とよばれるが､それは､国家や企業･非

営利セクターによって提供される｡このうち､国家の政策が,歴史的にはその･1】心

をなし､広い意味での社会政策とよばれる｡広義の社会政策は､労働･雇用政策､

医療保障･所得保障･福祉サービス･公衆衛生を含む社会保障､さらに､住宅政策､

教育政策､余暇政策からなる｡これを,政策的福祉とよぼう｡また､法的強制力を

ともなわないもののうちでは､とりわけ労使間の合意や慣行にもとづき企業が財源

を拠出するものが重要である｡これを産業的福祉とよぶ.ことにしよう｡もっとも､

日本だけを念頭におくなら,産業的福祉という表現よりも､一一般によくいわれるよ

うに企業福祉と表現した方が適切であろう｡なぜなら､後にみるように､日本の産

業的福祉は､企業の枠組みの中で提供されるからである｡しかし､企業拠出による

社会保障以外の福利厚生は,日本にのみ見られる現象ではなく､先進工業国にひろ

く見られる現象である｡だが､それは,企業の枠組みでのみ提供されるものでく､

産業別労働協約を通して提供される場合も少なくない｡したがって､ここでは､企

業福祉よりも広い産業的福祉という耳慣れない概念を用いることにする(1)｡このほ

かに,地域や労働組合･ボランティアの相互扶助組織による福利厚生がある｡しか

し､デーータの制約から､その規模の大きさなどはよく把握されない0

さて､資本蓄積と労働力の再生産の関係を分析する場合､現在では､間接賃金を

検討することなくしてはそれを完結させることはできない｡そこで､以下では､間

接賃金の労働力再生産に果たす役割を検討する｡

戦後日本においても,間接賃金の支出が労働力の再生産に次第に大きな役割を果

たしていったことは,政府の社会保障費支出の国民所得に占める割合の変化をみた

だけでも分かる(2)｡図1にみられるように､最初は医療を､次に年金を中心にし

て､日本の社会保障給付費は国民所得中の割合を,早いテンポで高めていった｡こ

のことは,マクロ的消費需要における社会保障の占める割合が高まっていったこと

を意味し､労働力再生産における間接賃金の比重の高まりを示している｡

このように､政策的福祉が労働力の再生産に果たす役割は増していったのである

が､産業的福祉の方はどうであろうか｡間接賃金に産業的福祉が含まれている以上,

このことをも併せて検討しなければならない｡つまり､労働力の再生産がどのよう

になされるかという観点からは,企業が労働者個人々々を処遇する仕方(雇用と賃

金)ばかりでなく､企業が家族生活の維持を援助する方法をも考察しなければなら

ないといえる｡

これに加えて､企業-の入口と出口に注目し､企業と企業外の社会との関係をも
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みることも必要である｡入｢lとは､若年労働者の就職であり, IL_ll口とは,高齢者の

退職である｡この点に注目することによって,労働力の再生産がライフサイクル

(個々の労働者にとっては､ライフコース)をとおしていかになされるかが解明で

きる｡このうち､ここでは､後者の問題を重点的に取り上げる｡この問題は､間接

賃金,すなわち政策や産業的福祉とも密接にかかわっている｡ライフコースは､社

会学において､しばしば､労働者の社会的流動に用いられる概念であり(Bl_ossre_1d,

1986)､それを規定する要素としては､個人の属性と個人を取り巻く環境(なかんず

く労働市場)があげられる｡ここでは､ライフコースという概念を､個々人のキャ

リアコースの分析からさらに広げて､個々人の生活を年齢別ステージにおいて分析

する装置として用いる｡ライフコ-ースの視点を導入することによって､労働力の個

体的再生産と賃労働関係の再生産とを､国家､企業､個人(ならびに家計)との関

連のなかで統一的に把握することが容易になると考えられるからである｡

このように､われわれが間接賃金等を分析する場合､あくまでも社会全体での労

働力再生産に果たす役割を扱うのであり､その企業内労働市場に与える固有の影響

の測定のみを目的とするものではないo

われわれの分析は､副題に掲げたように､企業主義的レギュラシオン仮説の検討

を射程にいれたものであるが､その点について､あらかじめ簡単に説明しておこう｡

いわゆるフォーディズムにおける労使妥協の制度化された形態は､戦後社会保障制

度の確立と普及に見られる(^glietta,M.,1976およびDelorme,R. et Andre,Ch198

3)｡労働しない者(失業者､高齢者等)に対する所得保障は,戦後における大量消

費様式の一因をなし､それが大量生産を可能にする労働編成様式とリンクすること

によって成長が保障された｡それに対して､日本における労使妥協は､明らかにフ

ォード主義的妥協とは異なる軌跡を描いている(山田1995､花田1996)
｡例えば､

社会保障制度の1つのメルクマールである年金制度の全国民-の適用が日本におい

て完成するのは1 96 】年なのである｡したがって､この点だけからでも､日本の

ケースのフォーディズム-の安易な類推は認め難い｡日本のレギュラシオン様式を

分析するにあたって,企業の持つ戦略的意義は決定的であって､われわれの分析す

る領域においても､それは明らかであろう(3)0

2.日本の産業的福祉の特徴-一国際比較-I

日本の産業的福祉の労働力再生産に果たす役割を調べる場合､まず､直接賃金と

比較したその大きさを国際比較の中でみておく必要がある｡なぜなら､さきにも指

摘したように､産業的福祉自体は､決して日本固有の現象ではなく､先進工業国に

広くみられるものだからである｡一般に､日本における産業的福祉の構成割合は,
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他国に比べて高いと思われているが､果してどうであろうか｡

表1をみると､日本の労働費用構成は､直接賃金中心型であることがわかる｡社

会保障負担分に産業的福祉･その他を加えた間接賃金は､イギリスを除くヨーロッ

パの国ぐにと比較すると､その構成割合が低い(ドイツも高いのであるが､これは

非労働報酬の高さが影響している)
｡このことは,少なくとも今までは､日本の労

働者の生活が主として直接賃金に依存してきたことを物語っている｡手取りの賃金

が高いこと､これが,日本の労働者の生活を保障する第一の要素だったのである｡

間接賃金中の産業的福祉に注意を向けて､産業的福祉の対労働費用構成比をみて

みると､ 1 984年のフランス(4)を除き､ヨーロッパのどの国よりも高い｡また､

社会保障負担分と対比しても､イギリスを除く国々と比べて､きわめて高い割合を

Jiめている.イギリスの産業的福祉の割合が高いのは､他のヨーロッパ諸国と比べ

て企業の社会保障負担分が低いからであるが､これは,イギリス社会保障の財源が

社会保険方式よりは､租税方式に重点をおいていることに起因する(5)｡これに対

し,ドイツ･フランス･日本では､医療も年金も社会保険方式であり､イタリアも

1 979年まではそうであった｡こうした社会保険方式をとれば､社会保障の企業

負担分は大きく計上される｡それに対して､租税方式をとれば､目的税でないかぎ

り､その用途は特定されないので､社会保障関係に支出されても,社会保障の企業

負担分としては計上されない｡こうした制度的違いに留意する必要がある｡

この社会保険方式と租税方式の違いは,同じ社会保障といっても､微妙な性格の

違いをもたらす｡それは,とりわけ､医療や福祉サービスあるいは基礎的年金に現

れる｡社会保険方式だと､受給の要件として保険料の拠出がある｡保険料の支払い

原資は､たいていの場合､労働所得である｡受給額が報酬比例的でなく､ニーズに

即した現物給付(ex医療)であったり,一定額の現金給付(ex基礎年金)であった

りすれば､受給自体の労働報酬的性格は弱まる｡しかし､租税方式をとれば､たと

え納税免除の者であっても,納税額に関係なく受給可能である｡ここでは,受給の

労働報酬的性格は全くない｡したがって､社会保険方式と租税方式では､社会保険

方式の方がビスマルク以来の受給の労働報酬的性格を残しているといえる｡

したがって､さしあたり､日本と同じ社会保険方式をとる国々と産業的福祉に関

して比較をするのが望ましいであろう｡われわれは､ここまで､産業的福祉を｢企

業拠出による社会保障以外の福利厚生｣と定義してきたが､比較が可能なように､

以下のようなデータの加工を行った.

ヨーロッパ諸国に関するデータはECの労働費用調査(EUROSTAT, Labour Cost

s)からとっている｡そこでは､以下のような費用区分がなされている｡

1･直接賃金:賃金､残業手当､賃金支払い期間ごとに支払われる割増し｡租税
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･社会保険料控除前所得｡

2.それ以外の割増し分と諸手当｡

3.非労働報酬:有給休暇､公休手当､解雇手当等｡

4.現物支給:住宅､暖房､食事､衣服等

5.社会保障･家族手当企業負担分

①法定負担分:健康保険･労災保険･年金保険･失業保険･家族手当等-の拠

出

②慣行ーヒ･協約上または任意の負担:企業別または産業別保険,退職if一金上積

み､病気または労災休業補償上積み､失業給付上積み､家族手当守

6.その他福利厚生:通勤､文化施設､医療施設等

7..訓練費

8.福利厚生関係の税と補助金

他方､日本に関するデータは､労働省の『労働費用調査』 (1966年､ 1969年) ､

『労働者福祉施設制度等調査』 (1972年以降) ､ 『賃金労働時間制度総合調査』か

ら得られる(6)｡労働費用の内訳を示す前二者は､労働費用を現金給与とそれ以外

に分ける｡現金給与には､ボーナスが含まれる占 ただし､ 『賃金労働時間制度総合

調査』より､現金給与には､ヨーロッパで｢慣行上･協約上または任意の負担｣と

みなされた家族手当等の｢生活手当｣が含まれていることが分かる｡

現金給与以外の労働費用の中には､退職金等･現物給付(通勤定期･自社製品

等)
･法定福利･法定外福利･教育訓練･募集･その他の各費用が含まれる｡日本

には､有給休暇等の｢非労働報酬｣に.当たる項目がない｡有給休暇を非労働日と考

え賃金から差し引き､休暇手当を支給する方式を厳密に取るヨーロッパ諸国と違っ

て､この点の厳密さを欠く 日本では､これは､現金給与に含まれていると考えるべ

きであろう｡

そこで､ここでは､国際比較を可能にするために､直接賃金に関しては､日本の

場合は､現金給与から生活手当を差し引いたものとし, E Cの場合は､上記Labour

costsの項目のうち､ 1

報酬の合計とする｡社会保障負担分には､日本の法定福利､ E C諸国の祉

定負担分が､それに当たる｡産業的福祉は,日本に関しては､ ｢現金給与以外の労

働費用｣瑚､ ECに関しては､ lノa

hour Costsの項目の4.現物支給｣ 5の②慣行上･協約上または任意の負担▲, 6.

そ卿るとしよう｡表1は､実は,こうした定義にも

とづいて作成されている(7)0
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そこで､間接賃金中の社会保障法定負担分と産業的福祉の比率をみると′(衣_1)､

日本は,社会保険中心型社会保障制度のフランス･旧西ドイツ･イタリア(197

94F･まで)と比較すると,産業的福祉の割合が高い｡産業的福祉費用の額そのもの

も高いが､間接賃金中に占めるその割合は､ヨーロッパ諸国と比べて格段に高い｡

費用構成の面からみれば,日本の産業的福祉は､社会保障以上の役割を果たしてき

たといえる｡

こうした社会保障法定負担分と比べて相対的に高い日本の産業的福祉は,しばし

ば､社会保障の代わりを果たしてきたといわれる｡相対的に貧弱な社会保障とそれ

を代替する産業的福祉､これが､日本の社会保障と産業的福祉の関係とみなされが

ちである｡しかし,教育･住宅･医療･老後保障等の様々な分野に関する最近の研

究によれば,少なくとも現在においては､日本の産業的福祉は､政策的福祉の補完

をなしているとみなした方がいい(平野泰朗1996,藤田至孝他1997).

とはいえ,日本の産業的福祉は､直接的には､企業の枠組みの中でのみ実行され

る｡したがって､日本の産業的福祉の労働力再生産に果たす役割を明らかにする場

合､それがどのように企業別に運営され､どのように労働者を企業-社会統合して

きたのかが検討されねばならない｡

3･企業別産業的福祉の特質と問題点-一定年･退職金制度をめぐって-一

産業的福祉の存在理由の1つは､現物支給の規模の効果にあり､また､節税効果

にあるといえる(猪木武徳(1995))｡しかし､このことは､産業的福祉が企業ごと

の枠組みで提供されることを､自動的に意味するものではない｡職種ごと､産業ご

と､あるいは地域ごとにまとまりを持っ場合も想定される｡
′ト池和男(1981)や猪木

武徳(1995)の先行研究によれば､アメリカでは職種間の格差が,ヨーロッパではホ

ワイトカラーとブルーカラーの格差が､著しい｡

では,何故,日本では産業的福祉が企業別に提供されるのであろうか｡産業的福

祉の日本的特質をみる場合､このことこそが検討されねばならない｡

その際､さしあたり,分析対象を定年制･退職金制度に限定しよう｡なぜなら､

退職金等の費用は､産業的福祉の中で最大の支出項目だからであり､その退職金制

度は,定年制を前提にしているからである｡

3･ 1 人的資本理論とラジア仮説による分析

この点に関して､まず､先行する代表的な2つの理論､すなわち､人的資本理論

の見地から熟練形成に根拠を求める小池和男の説とアメリカのケースで経済合理性

を解こうとしたE･ P･ラジアの説を取り上げて検討しておこうo
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まず､小池和男(1981)は､長期雇用およびそれを可能にした企業内熟練形成にそ

の理由を求める｡すなわち､次のように説明される｡企業の求める技能をもった労

働者を獲得するためには､外部から求めるよりも､内部でOJTにより養成した方

が効率的である｡この企業内熟練形成を可能にするには､長期雇用が必要条件とな

る｡そして､長期雇用が定着すれば､企業の枠内で､労働条件を向上させる産業的

福祉が提供されやすい｡小池の説は､内部労働市場が成立している場合には､企業

内熟練が企業にとっても労働者にとっても有利な投資であるとみなすので､彼の説

を人的資本理論の系譜とみてよいであろう.この説は,日本の状況を一定の範囲内

で説得的に説明しているが､逆に､日本の状況をあまりに普遍化しすぎている｡ ′ト

他によれば､西欧のホワイトカラーにおいても､日本と同様に､産業的福祉が企業

別に提供されていることになる｡しかし､西欧において､産業的福祉を享受してい

るのは､ホワイトカラーのみではない｡

これについてデータのある年を比較してみれば､たしかにホワイトカラーの方が

相対的に多く享受しているものの､ブルーカラーにも,同じく産業的福祉が提供さ

れている｡この中には､ E Cの労働費用調査の項目にもあげられているように,産

業別の労働協約にもとづく付加的給付もある｡

産業的福祉の労働費用に占める割合(%)

生産労働者 生産労働者以外

フランス 1975 10.0 11.8

旧西ドイツ 1975 3.9 4.5

1992 6.0 8.3

イタリア 1975 3.1 1.9

1992 5.7

出所) Eurostat l.abour Costs

4.3

その具休例をフランスのケースでみてみよう｡ (.8)

まず､社会保障企業負担分のうち､退職､年金の協約､契約上または任意のもの

についてであるが､補足年金が､団体協約に基づいて設置されている｡産業部門ご

とに制度が作られているが､それ自体が､全国組織に統合されている｡なお､補足

年金自体は法で義務づけられている｡それを上回るものは､追加補足年金(retera

ite surcomplementaire)といい､これ自体が日本でいう企業年金に対応するのであ

ろうが､大企業グループに設置されている場合がある｡また､医療･保健について

は,共済組合(Mutuelles)が,法で義務化されている社会保険でカバーしないリス

ク(長期入院､歯科､眼科､などの本人負担分など)をカバーする｡

現物給付については､労使の代表で構成され､企業が賃金総額の0. 2%を負担
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することが義務づけられている企業委員会(comite d-Entreprise)でなされるものと

企業が任意に行う現物給付とがある｡前者については､文化･スポーツ施設､旅行､

慶弔金などがあるo 後者については,企業によって異なり,企業委員会-の企業か

らの法で義務づけられた分を越える追加的な拠出を別にすれば､大きな比重を占め

るのが自社製品の割引購入,管理職の住宅や交通手段(自動車),電話代の負担な

どがある｡しかし､これは実態がつかみにくいこと､さらに職業上の経費の形をと

っていることなどから信頼できる統計はない｡先の統計でみたように､フランスは､

産業的福祉の大きい国なのであるが､制度的観点から総じていえることは,第一に､

やはり企業の枠を越えた協約で決められる部分が大きいこと､第二に､企業に固有

のものについては,労働者の参加(企業委員会)や労使の契約的実践に基づいてな

されるものがほとんどであることが指摘できる｡

小池の説によれば,以上のように,ブルーカラー-の産業的福祉が企業別に提供

されなければ､長期雇用にもとづく企業内熟練形成が十分なされないことになる｡

かりに､そうであるとしても､それは､産業的福祉が産業別に提供されるというこ

とを説明するものではない｡つまり､産業的福祉提供の制度を企業内熟練の形成の

みから説明することはできない｡理論的観点から言い換えるならば､それを人的資

本理論からのみ説明することは十分ではないといえる｡

少なくとも､これに加えて､制度形成の歴史依存的性格(path dependancy)を視

野に入れる必要があるだろう｡例えば,フランスの産業的福祉では,産業別の労働

協約の果たす役割が大きいことをみたが､これは､フランスの労働組合が産業別組

合として形成されてきたことによる｡このように､歴史的視点を導入すれば､制度

形成をより多面的に分析できる｡産業的福祉の制度形成が､企業内熟練形成のみか

らは十分に分析できない以上､こうした視点からの分析が必要であろう｡

ところで､定年制･退職金制度は,制度が安定しているときには､継続雇用の労

働者および企業の双方にとって,経済的合理性を有していると考えられる｡そこで

次に､アメリカのケースで定年制の経済合理性を解こうとしたE. P.ラジアの説

を取り上げて検討しておこう(LazearE.P,1979)0

ラジアによれば,一定年齢に達したら強制的に退職させる定年制度においては､

若いうちは仕事の成果(価値限界生産力)を下回る賃金を得るが､高齢になると仕

事の成果を上回る貸金を得る｡したがって､一定の年齢を越えると､労働者は､そ

れまで失っていた貸金を取り戻すが､やがて,ある年齢に達すると損失分を全て取

り戻す｡この時点で彼の賃金は,そのときの彼の価値限界生産力を上回っている｡

したがって､彼は仕事の継続を望むが､今度は,企業の方が損失を被る｡したがっ

て､それまでの全仕事量と全賃金とが均衡した時点で退職する｡こうすれば､企業

も労働者も損をしか､0 日本の裾耕金に相当する企業年金は､こうした過去の賃金
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の損失分を補填する一部と考えられる｡

この制度では､労働者と企業の関係が長期化し､双方が相手の行為を正当に評価

する時間があるので､相互にごまかしをしなくなる｡したがって､労働者にはより

よく仕事を行うインセンティブが働き,仕事の成果も上がる｡結果､賃金も上がる

こととなる｡また､企業は､限界生産物価値が賃金を｣二回った時点で解雇した方が

利得が多いが,そうはしない｡なぜなら､それによって､評判を落し､信頼を失い､

新しい労働者を採用することが困難になるからである｡

ラジアの議論の意義は,定年制における経済合理性を指摘したことと､そこにお

けるインセンティブ効果を指摘したことにあるといえる｡しかし､その限界もまた

ある｡それは､第一に､定年制成立の前提に長期雇用をおいたが､長期雇用成立の

椴拠は明らかにしなかったことにある｡たしかに､彼は､長期雇用による企業･労

働者双方にとってのメリットを指摘している｡これが､長期雇用の要因と考えられ

るかもしれない｡しかし,特定の労働者層のみが長期雇用の対象になるという点に

関しては､性別･人種･住居地･教育歴等の要因を挙げて勤続年数の推定式を作っ

ているにすぎず､その理由を述べているわけではない｡この点は､さきにみたよう

に,人的資本理論が,企業内熟練の形成の必要という説明を提供しているが､それ

だけでは十分とはいえない｡労編成様式のあり方に応じて､熟練労働者以外の労働

者層が企業により求められることも視野に入れなければならない｡加えて､各国の

制度形成の歴史が影響を与える｡例えば､アメリカの場合､ラジア自身も指摘して

いるように､レイオフにより雇用が中断されることがあるが､景気回復後､再雇用

制度により再び雇用されるので､雇用が長期化する｡

第二に､ラジアは､定年制の強制退職機能がつねに経済的合理性を有していると

論じたが､いっの時代でも経済的合理性をもっていたわけではない｡後にみるよう

に､日本では定年制の強制退職機能は,すでに1 9 3 0年代の恐慌期に現れていた｡

しかし､これは,当時の産業合理化運動ならびに雇用整理とそれに対する労働運動

の一定の高揚により規定されていたのであり､経済合理的根拠を有していたわけで

もなければ,それぞれの社会的なアクターにより経済合理性を追求して形成された

結果でもなかった｡

ただし､ラジアの議論においても､すべてが市場機能により説明されているわけ

ではない｡彼の議論には,必ずしも方法論的になされたとは思えないが､経済シス

テムを成立させている社会的･政治的制度条件が考慮されている｡例えば､彼によ

れば､定年年齢を何歳にするかは､市場の需給均衡によっては決まらない｡定年年

齢を定める最も大きな要因は､社会保障制度(具体的には,年金支給開始年齢)と

いわれる｡この点,ラジアは､制度をより多面的に分析する方法を示唆したといえ

る｡
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3, 2高齢者所得保障における政策的福祉と産業的福祉

以上のような先行業績の検討をふまえた上で､次に､日本の定年制･退職金制度

を例にとり､企業主義的産業福祉の成立根拠を検討しよう｡

その前に､まず､日本の高齢者所得保障における政策的福祉と産業的福祉の関係

をみておく必要がある｡

高齢者福祉の中核は,所得保障にあるといえる｡高齢者の所得は､それまで蓄え

た個人貯蓄を別にすれば､働いて得られる労働所得か､公的年金からなる｡高齢者

の場合､働くことから引退し､年金生活に入ることもあるし､引き続き労働によっ

て所得を得ることもある｡あるいは､両者の中間的な姿として､働きながら部分的

に年金を得ることもある｡この3つから､個人の人生観､健康状態,保有する技能

や経験等に応じた選択を可能にする社会環境ができることが望ましい｡また､寿命

を一定とすれば､働く期間が長ければ､年金受給期間は短くなる｡したがって,社

会政策としての高齢者雇用政策と年金政策は､連動していなければならない(9)0

高齢者が働くか労働生活から引退するかを決めるかは,一方で､年金水準がどの

程度であるかに依存し､他方で､雇用条件(労働時間･賃金等)がどのようなもの

かに依存する｡ただし､後者の雇用条件は､雇用そのものがなければ意味をなさな

い｡すなわち､解雇されれば､自らの意志で退職するか労働を続けるかの選択は､

そもそもできない｡そうした強制的解雇の一種として､定年制がある｡なぜなら､

定年制とは,一定の年齢に達すると強制的に退職させる制度だからである(ただし､

定年制度は､年功賃金､退職金等､長期勤続-の様々な優遇制度とともに成立して

いる)
｡日本において定年制は､戦後,大企業から中′ト企業-と,広く普及してき

た｡ 1994年の『雇用管理調査』によれば､ 30人以上の企業の中で､ 90. 5

%が定年制を採用している｡このような状況下では､定年年齢と年金支給開始年齢

は､労働生活からの引退年齢を決めることに大きく影響する｡

両者が一致していれば､労働生活から年金生活-移行しても､所得の保障は得や

すい｡かりに定年年齢が年金支給開始年齢より後であれば,労働者は､年金支給開

始年齢以後､労働か引退かをかなり自由に選択できる｡しかし,実際には､定年年

齢の方が,年金支給開始年齢よりも前に来る｡とはいっても､事態はなお複雑であ

る｡それを説明しておこう｡

定年年齢に関する法的制約は, 1986年に制定された高齢者雇用安定法によっ

て､ 1998年までは, 60歳を下回らないよう努める､という努力義務が課せら

れていた｡しかし､これは､ 60歳を下回ってはいけない､という禁止規定ではな

かった｡したがって､企業は､定年を定めるとき､法的規制から事実上自由であっ

た｡とはいえ, 『雇用管理調査』によれば､ 1994年現在,定年制を有している
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企業の77. 1%が60歳定年を敷いている｡ 60歳以上をとれば､ 84･ 1%に

上る｡ただし､ 59歳以下も15･ 9%ある｡ 1990年には､ 36･ 1%が59

歳以下の企業であった｡この点を考慮すると､近年まで､ 60歳前に定年退職した

者はかなりいた､といえよう｡しかしながら､ 1998年以降は､ 60歳を下回っ

てはならない,という禁止規定が適用される｡

他方,年金の支給開始年齢は､ 65歳である｡したがって､定年年齢とは､現在､

多くの場合､ 5歳の開きがある｡とはいえ､被用者には､ 60歳から老齢年金を受

給できる｢特別支給｣という制度がある｡この｢特別支給｣を廃止することは､多

くの企業の定年が60歳であることを考慮するとなかなかできなかった｡

しかし､将来の年金財政を破綻から守るため､ 2001年から2013年にかけ

て｢_特別支給｣を徐々に縮小し､部分年金化することになった(図2) 0

したがって､定年年齢が60歳になり､老齢年金の｢特別支給｣が60歳から受

給できる最近の多くの労働者は,定年と老齢年金受給開始が一致する｡しかし､そ

れでも, 1994年には､約14. 4%の企業の労働者は定年と年金受給開始の間

に何年かの空白期間があった(10)｡それより過去のより多くの労働者は,定年年齢

と老齢年金の支給開始年齢の間にギャップがあったし､ 2001年以後は,再びギ

ャップが出ようとしている｡したがって､日本の定年制度は､労働生活からの引退

年齢を決めるものではなく､一企業からの退職年齢を決めるものである.だから､

定年年齢後も､多くの場合､労働者は働き続けるし､企業においても､定年後の再

雇用等の制度を設けている(ただし､再雇用制度の場合､賃金額を以前と変えない

企業は､約20%であり､それ以外の企業は下げる(63･5%)か,未定(19･4%)と

なっている(『雇用管理調査』 1994年) )
｡再雇用制度の適用を受けない労働者は､

他の企業で労働を続ける｡この結果､日本の60歳から64歳までの高齢者の労働

力率は､他の国に比べて高い｡

すると､定年年齢から老齢年金支給開始年齢までの期間の所得は､個人および企

業による個別の対処によりもたらされることになるoつまり､一方での労働所得と､

他方での退職金によりもたらされる｡

退職金とは､労働者が一定以上の期間を同一企業で勤めた後に退職する場合に､

労働者に支払われる一時金のことである｡公的年金制度が整備されるまでは､日本

の労働者の退職後の生活は､この退職金によって､賄われていた｡退職金制度は､

公的年金制度が整備されていく過程でもなお存続した｡それは､制度としての慣性

の側面を除外すれば､定年年齢と老齢年金の支給開始年齢の間に何年かの空白期間

があったからである｡しかし､一時金を一括して支払うのは,企業にとっても負担

であったので､支払いを年金形式に求める傾向が出てきた｡現在では,退職金と企

業年金の費用の比率は､前者が後者よりやや大きい程度にまで近づいてきている｡
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では､企業は､退職金や企業年金をどの程度拠け一与しているのか｡それは､また､

公的年金に比較して､どの程度の大きさなのであろうか｡

退職金や企業年金のためにどのくらい支出されるかは､労働省の『労働者福祉施

設制度等調査』の労働費用調査によって知ることができる｡表2をみると､企業の

支払う退職金等の費用は､平均で､厚生年金保険料よりも多い｡ここでの退職金等

の費用とは､退職一時金､中′ト企業退職金共済制度-の掛金､企業年金の費用の合

計をいうので､退職金と企業年金の合計に要する費用は､厚生年金の保険料よりも

高いことを意味しているoただし､このことは､労働者が受給する厚生年金の額が

退職金等よりも低いということを意味しているわけではない｡厚生年金の保険料は､

事業主と同額を労働者本人も支払うし､政府の負担金もある｡したがって､受給す

る厚生年金額は､退職金等よりも大きいと予想される｡とはいえ,企業の支出面か

らみれば､退職金等の費用は､産業的福祉の中で最も大きい(表3)
｡また,教育

･住宅･医療と比べると､老後の所得保障は､企業-の依存度が格段に高い｡した

がって､老後所得の保障に関しては､企業の果たす役割は大きく､政府機能の一部

を代替しているといえるo とりわけ､定年年齢と老齢年金の支給開始年齢の間にギ

ャップがある場合には､退職金が年金の役割を代行するという意味で,企業福祉が

政策的福祉を代替しているといえよう｡

ただし､公的年金は､給付が概ね保険料に比例するとはいえ､拠Uj金の有無や多

寡を問わない所得補助の要素をもっている｡例えば､基礎年金における保険料免除

や基礎年金･報酬比例型年金における短期加入者の障害年金･遺族年金の増額であ

るo こういった要素は企業年金にはないo したがって,企業年金が政府機能の一部

を代替するといいうるのは､あくまでも､報酬比例型年金の老後所得の保障におい

てのみなのであるoただし､公的老齢年金は,普通､支給額決定に物価スライド制

または名目賃金スライド制をもっている｡退職金は退職直前の基本給を何らかの基

準にして決められることが多いので､退職金に関しては､事実上,賃金スライド制

が適用されているとみてよいo しかし､企業年金の場合､物価スライド制があると

は言い難いo したがって,厳密にいえば,老後所得保障においても､企業年金が公

的年金を輿塵些玉代替しているとはいえないoまた､厚生年金は終身年金であり､

企業年金はほとんど有期であることを考えてもその果たす役割は代替的とは言い難

いだろう｡

とはいえ､この面に関しても,政策によりいくつかの制度的条件が整備されてい

るo退職金等の費用の半分弱は､企業年金の費用であるが､政府は､この企業年金

の普及を促進し､企業年金の一部を法的枠組みの中においている｡それには､ 2つ

の形態があるo 1つは,年金基金の社外積立に対する優遇税制が受けられる適格年

金であり､他は､労佳共同の運営により､厚生年金の業務を代行し,それに付加的
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年金を加算する厚生年金基金(調整年金)である｡適格年金は､労務行政研究所の

『退職金･年金事情』 (1995)によれば､ 75. 4%の企業が採用しており､厚生年

金基金は36. 】%が採用している｡特に､厚生年金基金は､医療の場合の健康保

健組合と同様､政策的福祉を代行すると同時に､産業的福祉を追加するのである｡

言い換えれば,厚生年金基金は､社会保障政策から制度的に独立しているのではな

く､それを前提にして独自の付加給付を提供するのである｡そして､ 1993iF-に

おいて､厚生年金基金に加入している者は､厚生年金加入者の35･ 6%に達して

いる｡この中には､大企業の労働者が多い｡この意味では､産業的福祉が､とりわ

け大企業のそれが､政策的福祉の補完を行う傾向が､老後所得保障の分野にも見え

始めたといえよう｡

3. 3企業主義的産業福祉の成立根拠

以上のような定年制･退職金制は､萩原勝(1984)や尾高燥之助(1984)によれば､

歴史的には､労働者の企業内定着を目的としてスタートしたo それは､たしかに､

外部では採用できない熟練労働者を企業内で養成する必要性にもとづいていた｡こ

こには､企業が当時の新技術を海外から輸入するという,後発資本主義の日本の特

徴がみられよう｡しかし,同時に､それは､一方で､労働者に働くこと-のインセ

ンティブを与え､他方で､企業を移った場合のペナルティをも意味していた｡こう

して､それは､労働者を企業に社会統合する役割を果たしていたといえる｡定年制

･退職金のこの側面は､現代にも引き継がれている｡

現在,退職金は､一般に､ ｢基礎給×支給率｣によって算定されるが､支給率は､

勤続年数が上がるに応じて星壁鞄旦高くなる.また､会社都合退職は,自己都合退

職より退職金支給率が高い(秦. 4) (ll)0

ある年齢に達すると強制的に退職させるという定年制は､実は､この退職金制度

をともなうことで､労働者の企業内定着を図る制度でもある(12)｡逆に言えば､労

働者は､転職をすると､退職金の受け取りにおいて不利になる｡

このことを､標準的な労働者を設定して､転職をした場合の退職金の受取額がど

う変化するかを調べて､検証してみよう｡資料としては､労務行政研究所の『退職

金･年金事情』 (1995)を用いる｡この資料の対象は,全国8証券市場上場の1 47

5社と資本金5億円以上で従業員500人以上の主要非上場会社21-5社である｡

(秦. 5)

今,大卒男子(事務･技術系職員)が1つの企業に勤続する場合と､彼が15年

同一の企業に勤めた後､ 37歳で転職し､その後は転職しない場合を想定しよう｡

転職した場合の産業間の賃金格差の影響を取り除くために､同一産業内で転職する

ものとする｡また､資料の制約から､標準労働者の引退年齢は57歳とする｡
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まず,電機産業yl社(従業員約7000人)に勤めている労働者が､同産業y

2社(従業員約45()()人)に転職したとしよう｡ Yl社の退職金の現在価値は2

252万9千円､ Y2社の退職金の現在価値は2348万2千円である｡両者の退

職金額は､ほぼ同額といえる｡彼が15年勤続後､ 37歳で転職した場合､まず､

自己都合退職の退職金285万5千円をY】_杜から受け取る｡その後､ 37歳から

57歳まで勤めたY2社から会社都合の退職金1140万5千円を受け取るとしよ

う｡その合計額は､ 1424万円となる(本来は, 20年前yl社から受け取った

自己都合の退職金に現在までの利子率を乗じて､退職金の現在価値を計算すべきだ

が､資料の制約上､それはできない)
｡この場合､彼がYl社に勤め続けた場合の

退職金の約63%しか手に入れられない｡

次に､輸送機械産業z社(従業員約6000人)に勤めている労働者が､同産業

1'社(従業員約550人)に転職したとしよう｡この場合は､大企業から中企業-

の転職といえる｡ Z社の退職金の現在価値は2360万円, T社の退職金の現在価

値は2074万8千円である｡後者の前者に対する比率は､約88%である｡彼が

15年勤続後､ 37歳で転職した場合,まず,自己都合退職の退職金220万7千

円をZ社から受け取る｡その後､ 37歳から57歳まで勤めたT社から会社都合の

退職金826万3千円を受け取る｡その合計額は､ 1047万円となる｡この場合､

彼がz社に勤め続けた場合の退職金の約44%しか手に入らない｡僅か1例ではあ

るが､退職金算定の方式､すなわち, ｢基礎給×支給率｣によって金額が算定され､

その支給率は､勤続年数が上がるに応じて累進坦旦高くなり､しかも､自己都合退

職は会社都合退職より支給率が低いという仕組みを考慮すると､大企業からrF一企業

-転職した場合の退職金は､中企業に勤め続けた場合よりも低くなるといえそうで

ある(13)0

こうした退職金の性格は､労働者を企業に定着させるのに役立っであろう｡定年

制は､この退職金をともなうことにより､労働者を企業に社会統合する働きをする｡

さて,ラジアが指摘したように､安定期の定年制には経済合理性がある｡ただし､

年功賃金体系が維持されたままの状況で,人口構成の高齢化により企業内に高齢労

働者の割合が増えると､全労働費用は上昇する｡これを避けるために､企業は､早

期退職制を実施しつつある｡早期退職制度とは､一定年齢以上で定年以前に退職し

た場合､退職金等を優遇する制度である｡ 】 994年の『雇用管理調査』によれば､

従業員5000人以上の大企業では, 42. 5%がすでに早期退職制を実施してい

るo また､ ′小池和男(1g90)によれば,イギリスやドイツの大企業においても､企業

年金の早期支給等により早期退職を実施しているという｡とすれば､早期退職制は

世界的傾向ともいえるが､欧米と日本では､その社会的意味が大きく異なっている

だろう｡それは,欧米では,退職年齢と公的年金支給陶始年齢が法的に連動してい
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るが､日本では必ずしもそうでないことによる｡

例えば､アメリカでは､ 1 987年までは､企業年金制度において通常退職年齢

と強制退職年齢が規定されているが､前者は年金を満額受給できる年齢であり､後

者はそれ以前に設定することを許されていなかった｡したがって､企業年金受給は

公的年金受給開始と同時かそれ以後であるのが普通であった｡ 1987年以後は､

定年制そのものが､違法とされた｡イギリスの職域年金(企業別が一般的だが､産

業別･職能別制度もある)は､公的年金と統合させる義務がある(インテグレーシ

ョンの制度)ので､職域年金と公的年金の受取は同時期になる｡フランスの補足咋

金もすべての企業に加入が義務づけられた準公的年金であり､支給開始は､通常,

公的iF金に同じである｡ドイツにおいては､日本のような定年制はなく､公的年金

支給開始年齢が通常の退職年齢になるといわれている(1∠り｡このように､欧米では､

早期退職をなしても､退職後の所得が制度的に保障されている｡

これらの諸国では､公的年金の受給開始は､それが早期退職制度によるものであ

れ何であれ､労働世界からの引退を条件としている｡今日の高失業下では､雇用対

策としての早期退職制度が勧められている(OECD,1995)のであって､個々の企業にと

ってはコスト削減であるという点では日本と同様であるとはいえ､社会的意味は異

なるのである｡定年制ないしはその下での早期退職制度は､あくまでも一企業から

の退職であって､労働市場からの引退をなんら意味するものではない｡定年年齢と

老齢年金支給開始年齢の結びつきの弱い日本では､早期退職後の所得は必ずしも保

障されない｡この点で､早期退職制度は､労働者の企業-の社会統合を弱める働き

をするかもしれない｡

とはいえ､他に退職後の所得保障の制度がなければ､企業-の社会統合が決定的

に崩れるとは言い難い｡しかも､日本の産業的福祉が,企業規模別格差を保持して

いるかぎり､その影響力は大企業ほど強いであろう｡先にみたように､奨学融資制

度や給与住宅･住宅資金融資額､あるいは､扶養手当･住宅手当･保健医療費や退

職金に見られるように,産業的福祉の企業規模別格差は大きい(表3) .老後所得

保障に関しては､退職金の格差に加えて,賃金の格差が老齢年金の支給額にも反映

し､年金格差を生む｡

このように､日本の産業的福祉は企業ごとに提供され､しかも､老後の所得保障

にみられるように､それが､必ずしも政策的福祉と連動しているとはかぎらない｡

ここに､企業が労働者を社会的に統合するゆえんがある｡しかし,まさにそのこと

は､労働者のライフサイクルを過度に企業に依存させるという事態をも引き起こす

のである｡
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5.高齢者介護-一企業主義的調整-の障壁--

これまで､われわれは､産業的福祉の労働力再生産に果たす役割を2つの側面か

ら検討してきた｡ 1つは､産業的福祉を独立して分析するのではなく､政策的福祉

との関係の中で検討すること｡しかし､第二に､日本の産業的福祉は､企業の枠組

みの中でのみ展開されるといわれることを考慮し､それがどのように企業別に分断

され､どのように労働者を企業-社会統合しているのかを検討ことである｡

その結果､日本の労働力の再生産は､企業を中心にしてなされるとはいえ､それ

は,決して企業の内で完結するものではないことが分かった｡それは,社会政策の

基本的戦略､すなわち､進学競争を媒介にした高等教育の大衆化､待ち家政策､保

険料拠出を要件とした医療保障と老後所得保障を前提にして､そ叫を補完する形で

なさ･れてきたo しかし､第二に､日本の労働力は､雇用(終身雇用) ･賃金(職能

給化された年功賃金)のみならず産業的福祉も,企業の枠内で強い一貫性を発揮す

る制度を媒介にして再生産されてきた｡この意味では､まさに日本の調整様式は

｢企業主義的レギュラシオン｣というにふさわしい｡そして､今までは,この企業

主義的レギュラシオンが､生産性の上昇と消費の拡大をマクロレベルで実現する上

で効果的であった｡

しかし､今日､ ｢労働力｣の再生産をライフコースという観点で捉えたとき､新

たな問題が現れてきた.それは､人口構成の高齢化により引き起こされる｡現在､

日本では,男性の平均寿命は80歳に近づき､女性のそれはすでに80歳を超えて

いる｡ 65歳まで働くとすると､あと15年ほど労働をしない生活が続く｡高齢者

はこの15年をどう過ごすのか｡彼らは労働しないし､未来においても労働しない｡

しかし､彼らの生活が保障されてはじめて､彼らの労働者としてのライフコ-ースは､

終結する｡ここに､労働力の再生産における新たな問題､高齢者の生活保障が現れ

る｡

高齢者の生活保障は,以下の3つの問題を含んでいる｡第一に､老後の所得保障

をいかに行うかの問題である｡第二に､医療保障の問題である｡高齢者は有病率が

高く､適切な医療を速やかに提供することが必要である｡これは､日本では,社会

保険制度を通じて行われている｡さらに､ 70歳以上の者には,経済的負担を軽減

する措置もとられている(老人保健)
｡第三に､たとえ医療が適切に提供されたと

しても､病状固定後､日常生活を営む能力が十分に回復しないかもしれない｡この

場合には,リハビリテーションや介護,すなわち､福祉サービスが必要となる｡

第一の所得保障の問題に関しては､これまでは､われわれがみてきたように､現

金支給を中心とした産業的福祉,とりわけ退職金･企業年金により､一定の範囲内

で解決手段が与えられていた｡またそれとは別に,公的年金制度も所得保障の制度

として機能してきた｡とはいえ､今後の財源確保は難しくなるであろう｡第二の医
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療保障には,医療費の継続的増大という問題があるo この2つの問題は､高齢者の

生活保障を実現していく上で､いずれも重要である｡しかし､第三の福祉サービス

の問題は､日本の場合､それ以上に深刻である｡日本では､この福祉サーービスの供

給体制も､それに対する支払いシステムも､これまで決して十分には整備されてい

ないからである(15)0

この福祉サービスは､老人ホーム等の施設に入所して受ける場合と､自宅に住ん

で受ける場合がある｡後者の在宅サービスは､主として､公的セクターーによって提

供されているが､ニーズに応える量を全く確保できていない｡前者の入所サービス

は､後者よりは量的に多いが､大都市近辺では不足している｡また､ほとんどの場

合､利用条件に制約が多い｡なぜなら､入所決定は､利用者が行うのではなく､行

政(福祉事務所)が行うからである.サービスは､公的セクターか､行政から委託

を受けた民間非営利セクター(社会福祉法人)によって提供される｡民間非営利セ

クターは､利用者からではなく､一定の基準にしたがって行政から支払いを受ける.

利用者またはその家族は､サービス提供者にではなく､負担能力に応じて行政に費

用の一部を納めるo つまり､利用者とサービス提供者との関係が､直接結ばれてい

ない｡

このように､社会政策の1つとしての福祉サービスは､現実の多様なニーズに応

えるには､きわめて不十分にしか提供されていない｡こうした政策的環境の中で,

企業は､政府の政策の代替をなしえるであろうか｡産業的福祉の-1つとして､ホー

ムヘルプ･サーービスを提供している企業もないわけではないが,きわめて少数であ

る｡企業がこの間題に対応できるとすると､それは,介護休業の制度を設けること

によってであろう｡しかし､これは､介護を家族に任せることを前提としている｡

しかし､核家族の時代に,家族だけで介護を担うのには,無理がある｡また､専門

的サービスが必要な場合もある｡したがって､福祉サービスを家族の他に求める必

要がある｡それには､どのような方法があるのか｡

福祉サービスを供給させるのに､市場を介して行う方法がある｡しかし､この方

法は,現在までのところ､あまりうまくいっていない｡市場を介しては､適切な情

報が,供給側にも需要側にも伝わらないからである(16).この点に､企業独自で寄

与することは､おそらく不可能である｡なぜなら､ここでは､貨幣を供給するより

も,適切なサービスそのものを提供しなければならないからだ｡外部からサービス

を調達することは,ほとんどできない｡そうした供給者が多数存在しない｡また､

自ら福祉サービスを提供するようなノウハウもない｡したがって､何よりもまず､

何らかの共同的(collective)な制度を介した,福祉サービスの提供とそれ-の支払

いのシステムを構築することが必要である｡

これは,企業主義的レギュラシオンで解決できる問題ではない｡ここに,高齢者
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介護の問題が､企業主義的レギュラシオンを機能させなくなる理由がある｡需要体

制に共同的な制度を組み込むこと,新たに求められていることの一つは,これであ

る｡

注)

(I).産業福祉あるいは産業福利という用語は､先行研究(中西武雄､ 1980)の中に

みられる｡ただ､その概念の定義は､はなはだ唾昧であるように思える｡

(2).政府の社会保障給付費は､正確にいえば､間接賃金支出のみを含むわけではな

い｡それは､被用者以外の者-の給付も含む｡しかし､就業者に占める雇用労働者

の割合が漸増していることを考えると､社会保障給付費が､労働力再生産に占める

間接賃金の重要性を示していることは間違いない｡

(3).企業主義的レギュラシオンは､山田鋭夫(1994ab)によって提起された概念であ

る｡また､ライフコースを｢労働｣と｢生活｣を結ぶ概念として定義したものに,

小野隆弘(1994)がある｡

(4)フランスの産業的福祉の中には,団体協約にもとづき､加入義務が法制化され

ている労使拠出の補足年金が加えられているので､高くなっている｡これは法定負

担と同等の性格を有しているので,その点は差し引いて考える必要がある｡

(5).この点,スウェーデン･デンマーク等の北欧諸国も同様である｡

(6).『労働費用調査』は1 972年『労働者福祉施設制度等調査』に統合され､さ

らに, 『労働者福祉施設制度等調査』と『賃金労働時間制度総合調査』は, 198

4年に『賃金労働時間制度等総合調査』に統合された｡

(7).ECのLabour Costsの⑧の福利厚生関係の税と補助金とは､主要には雇用対策

として企業にかけられた税およびそれの払い戻しであり,産業的福祉には含めない｡

また,日本に関しては､日欧比較のためのデータの加工は1983年までである｡

というのは, 1984年以降､産業的福祉を算出するのに用いる労働費用に関する

調査と現金給与に占める生活手当の内訳を示す賃金構成に関する調査とは実施年度

がずれており､われわれの算出方法に見合ったデータが得られないからであるo

(8)詳しくは､ CERC(1986, 1987)を参照されたい.なお､労使関係制度の根本

的相違から､比較するのはかなりの慎重さを要するのはいうまでもない｡

(9)高齢者の生活保障を考える際､家族の果たす役割は無視できない｡ライフコー

スの観点から,生活それ自体の組織化､所得保障､支出-消費様式､介護など取り

上げるべき課題は少なくない｡国家,企業､家族のトリア-デを射程に入れた理論

的実証的検討は,今後に期したい｡

-154-



(10)定年が60歳以下の労働者の割合は､定年制を敷いている企業の割合に60歳

以fの定年制を敷いている企業の割合を掛けて算出したo 0.905×0.159-O･144

(ll)自己都合退職と会社都合退職の退職金の差は､解雇手当と介すべきであろう｡

すなわち､自らの意思により退職したのでない場合､解雇にft'=う不利益を一定の範

囲内で補償する意味合いを､退職金の一部はもつと考えられる｡事実,会社都合退

職と自己都合退職の差を所定内賃金に対する比率でみると､勤続年数に応じて増加

することなく､概ね, 3カ月程度と一定の値をとっている(表4)
｡退職金の性格

をめぐっては､種々の議論がなされたところであるが､ここでは立ち入らない｡自

己都合退職金と会社都合退職金の支給率の差について,解雇手当と解すべきである

という主張は､判例研究をとおして､法学においてなされている(石橋､ 1986) 0

(12).退職金の企業内労働市場に与える影響については､清家薦(1995)が優れた分析

をしている｡

(13)転職にともなう退職金の低下については､この他に､ 『iF成8年版 労働自

書』が､統計的処理によって､年齢ごとの低下率を推計している｡それによれば､

4 0歳前後の低下率が最も大きい｡労働省(1996)p.273､ p.308

(14)最近の欧米の企業年金制度については､厚生年金基金連合会(1996)(1997)が､

詳しい説明をしている｡また村上清(1997)も一部言及している｡それより古い時期

に関しては､第一生命保険相互会社(1981)が詳しい.

(15)この点については､さしあたり､平野泰朗(1996)を参照されたい｡

(16)この点については､束京都(1989)を参照されたい｡
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表1.労働費用の日欧比較(製造業､時間当り費用) 単位:rり換算

日本 フランス 旧西ドイツ イタリア イギリス

1978年

直接賃金

うち非労働報酬

社会保障法定負担

産業的福祉

労働費用

1230 1213 1775 946 828

(79･2) (69･6) (77.9) (70.6) (81.7)

141 239 137 84

(8･ 1) (10.5) (10.2) (8.3)

106 340 378 351 90

(6･8) (19.5) (16.6) (26.2) (8.9)

218 190 126

(14.0) (10.9) (5.5)

1554 1743 2279

43 96

(3.2) (9.5)

1340 1014

1984年

直接賃金

うち非労働報酬

社会保障法定負担

産業的福祉

労働費用

1556 1561

(80.2) (68. 1)

220

(9.6)

148 451

(7.6) (19.7)

235 281

(12.1) (12.3)

1939 2293

2046 1309 1378

(77.3) (67.6) (83. 1)

304 199 169

(ll.5) (10.3) (10.2)

421 576 128

(15.9) (29.7) (7.7)

52 152

(2.7) (9.2)

1937

出所)労働省『労働者福祉施設制度等調査』 『貸金労働時間制度総合調査』 『毎月勤労統

計調査』 ､
EUROSTAT,Labour Costs

注)日本の値は1979年･1983年のもの｡また,直接賃金は､日本の場合は,現金給与から生

活手当を差し引いたもの. ECでは､直接賃金､それ以外の割増し諸手当､非労働報酬の合

計とする｡社会保障負担金は､日本の法定福利､ ECの社会保障負担分o 産業的福祉は,日

本に関しては､ ｢現金給与以外の労働費用Jに生活手当を加え､そこから法定福利を引い

たもの､ Eいこ関しては,現物支給,慣行上･協約上または任意の負担､その他の福利厚生､

訓練費,福利厚生関係の税と補助金からなるo
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表2.企業が支払う従業員1人1カ月あたりの厚生年金保険料と退職金等の費用

厚生年金保険料

(1 983年)単位:円

退職金等の費用

計

5nOO人以上

1000-4999人

300-999人

loo-299人

30-99^

】0,724

12,997(loo)

12,046(92.7)

10,536(81. 1)

9,475(72.9)

8,861(68.2)

12,333

2l,076(100)

15,483(73.5)

ll,459(54.4)

8,830(4】.9)

5,792(27.5)

出所)労働省『労働者福祉施設制度等調査』

注)退職金等の費用とは,退職一時金,中小企業退職金共済制度-の掛金､企業年金の費

用の合計をいう｡

表3.企業の1人1カ月あたり扶養手当･住宅手当･医療保健費･退職金等の比較

1 983年､単位:円

扶養手当 住宅手当 医療保健費 退職金等

計

50nO人以上

1000-4999人

300-999人

100-299人

30-99人

6,354 2,965 616

1,761

9, 136 3,280

714

363

5,200 3,200

182

3, 198 2,258

12,333

2l,076

15,483

15,312

8,830

出所)労働省『労働者福祉施設制度等調査』 『賃金労働時間制度総合調査』
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表4 会社都合退職と自己都合退職の退職金支給率の差(対所定内賃金)

勤続年数 年齢 会社都合 自己都合退職金

退職金支給率 との支給率格差

5 27 3.2 0.5

Ⅰ0 32 7.2 2.8

15 37 12.0 3.6

20 42 17.5 3.5

25 47 24.5 3.6

30 52 31.4 2.7

35 57 37.8 1.9

出所)労務行政研究所『退職金･年金事情』 (1995)

表5.大卒男子(事務･技術系職員)の退職金比較

出所)表1 2に同じo

注)生涯一企業勤務の場合と37歳･ 】 5年勤続後転職,その後定年まで転職なしの場合

ケースは,いずれも､それぞれの企業の標準労働者の例.

資料の制約上､引退時の退職金は､ 57歳､会社都合退職として計算した｡
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図l社会保障費対国民所得
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第6章

戦後日本における金融のレギュラシオン米

-金融的調整様式の解体と現代危機-

1.金融分析とレギュラシオン理論

鍋島 直樹

レギュラシオン理論の最大の意義は､戦後資本主義径済における蓄積体制の興隆と瓦解

のメカニズムの解明を通じて､資本主義の時間的･空間的可変性を把握するための理論的

枠組みを提示した点にある｡すなわち､レギュラシオン学派の見解によれば､戦後資本主

義においては､テーラー主義的労働編成と生産性インデックス賃金の取引という｢フォー

ド主義叩労使妥協｣が中心的な調整形態としての機能を果たし､さらにそのような調整様
式が大量生産･大量消費の内包的蓄積体制を操縦していたことが戦後の高度成長を可能な

らしめた基本的要因であるとされている.したがって､フォーディズムの時代にあっては､

さまざまな制度諸形態のなかでも｢封あ鮎jルが基軸的な位置を占めるとともに､それ
が他の制度諸形唐のあり方をも規定していたと言うことができる｡

しかしながら､資本主義径済のマクロ径済的動態がつねに賃労働関係によって規定され

るという理由は本来的には存在しない｡制度諸形態のあいだの階層的秩序は決して歴史的

に不変ではない｡すなわち､ 19世紀資本主義においては､競争形態と国際体制が賃労働関

係の態様をっくり上げていたのに対し､ 20世紀のフォーディズム的発展様式においては､

競争形態と国際休制は､賃労働関係にしたがって調節されるようになった(ボワイエ[19

96] 200-1ページ).そして､アフター･フォーディズムの段階にある現在の先進資本主義

経済においては､貨幣形悪が賃労働関係をはじめとする他の制度諸形態のあり方を規定す

るという傾向が強まっている｡したがって､現代資本主義の構造変化を分析するさいには､

われわれは､賃労働関係に対して特権的な地位をあたえるという従来の方法論に依拠する

ことはできないであろう.むしろ､レギュラシオン･アプローチの分析視角の有効性とそ

の限界をよく見定めたうえで､複数の制度諸形態の相互関係とその変容に注目しつつ､各

国におけるマクロ経済動態のパターンの多様性と変化を描き出すことが必要とされている

のではないだろうか｡

レギュラシオン･アプローチの理論的枠組みにおいて､金融システムは蓄積体制を構成

する五つの制度諸形態の一つであるとされているにもかかわらず､これまでのところ､戦

後蓄積体制の興隆とその崩壊の過程において貨幣的･金融的要因が演じていた役割につい

ては十分な考察が加えられていない1'｡したがって､金融システムの桟能とマクロ径済実

績との関連を問うことは､現代資本主義の動態を解明するうえで必要であるというのみな

らず､レギュラシオン･アプローチそれ自体の理論的革新のためにも欠くことのできない

作業となるのである｡

最近では､わが国においても､レギュラシオン･アプローチにもとづく戦後日本径済の

分析が精力的に展開され､そのなかから多くの研究成果が生み出されている(たとえば､
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LI｣田[1994]､海老塚･磯谷･植村[1996]､平野[1996]を参照).しかしながら､それ

らの分析は､賃労働関係に基軸的な位置づけをあたえるという従来の問題関心にしたがう

ものであり､レギュラシオン理論の観点からの日本経済の金融分梶はこれまでのところ本
格的に展開されてはいない｡現代資本主義経済は､高度に発達した金融システムを備えた

｢貨幣的生産経済｣であり､貨幣的･金融的要因に対する考察なしにその動態を明らかに

することはできない.とりわけ､金融的不安定性の増大によって特徴づけられる1980年代

後半以降の経済的状況を､金融システムの演じた役割に触れることなくして語ることはは

とんど不可能である｡したがって､レギュラシオン理論の枠組みを利用して日本資本主義

分析を進めてゆくさいにも､戦後日本の径済システムの歴史的進化において金融システム

がどのような役割を演じていたのかを明らかにすることが不可欠な作業となるはずだ｡そ

のうえで､賃労働関係･金融システム･企業間関係など日本経済システムを構成する諸制

度の間にいかなる相互補完関係が存在していたのか､またそのような関係はなぜ最近に至

って消滅したのかという問題を明らかにしてゆくことが､分析の拡大と深化のために必要
とされるであろう｡

レギュラシオン･アプローチをはじめとする政治径済学の伝統に連なる研究の特徴は､

市場機構の働きのみならず､それを耽り巻く政治的･社会的諸要素の作用に注目しつつ､

広い視野から資本主義径済の長期的動態を解明してゆこうとする点にある｡経済システム

の動態に対して重大な影響を及ぼす要因の一つが社会的コンフリクトの作用である｡レギ

ュラシオン･アプローチによれば､経済システムの安定性を達成し､資本蓄積を促進する

ためには､階級間および階級分派間の闘争のなかで｢制度化された妥協｣が形成され､社

会的コンフリクトが緩和されなくてほならない｡相争う階級および階級諸分派の相対的力

関係を反映しっっ､一定の合意が取り結ばれることによって社会統合がはじめて実現する

のである｡一つの金融システムの歴史的な形成過程においてもまた､資本と労働､金融桟

関と非金融企業､および金融機関相互のあいだのコンフリクトの作用が重要な役割を演じ

る｡そして､これら社会諸集団のあいだの妥協を通してある一つの金融的調整様式がひと

たび創出されるならば､コンフリクトが緩和され､金融システムの安定性が達成されるこ

とになるであろう｡したがって､金融システムの生成･発展とその変容の過程において階

級間および階級分派問のコンフリクトがどのような役割を漬していたのかという問題関心

を導きの糸として考察を進めてゆくことによって､われわれは､混迷する現代日本経済シ

ステムについての理解を深めるとともに､金融システムの調整不良がマクロ径済実績に及

ぼしている影響についても何らかの新しい洞察を得ることが可能となるかもしれない｡

本稿は､ ｢比較制度分析｣ (conparムtive Institutional Analysis)をはじめとする最近

の主流派経済学における現代日本径済研究の成果を利用しっっも､主としてレギュラシオ

ン･アプローチの問題関心に基づいて､戦後日本径済の蓄積体制を支えてきた金融システ

ムの特徴を明らかにしてゆく2'.それとともに､ 1970年代以降に生じた蓄積体制の変容に

おいて金融システムがいかなる役割を演じていたのかについて考察する｡そのさい､ ｢制

度の相互補完性｣という視点に拠りつつ､金融システムを構成する諸要素のあいだにどの
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ような関係が存在していたのかという点に注目しながら議論を進めてゆきたい｡このよう

な観点から､われわれほ､戦後日本における金融システムを､金融当局による規制･介入

のあり方､企業の資金調達の構造､企業統治(corporate governance)の構造､という三

つの構成要素からなるものと見なし､それらの制度的構造の総体を､さしあたり｢金融的

調整様式｣ (financial mode or regulation)と呼ぶことにする3'｡したがって､狭義の

金融規制体系のみならず､金融市場参加者の行動に一定の基準をあたえるような全ての明

示的あるいは暗黙的な規則･慣行･規範がこの概念に包含される｡この概念を一つの辛が

かりとして､日本資本主義とその危機を金融的側面から読み解いてゆくことが本稿の目的

である｡

2.戦後日本の金融的調整様式

戦後日本の金融システムを特徴づける要因として､一般に､金融当局の積極的な銀行保

護政策､公的金融仲介システムの大きな役割､間接金融優位のもとでの銀行中心の企業金

融構造､メインバンク制の存在などが挙げられることが多い｡さらに､金融的調整様式を

構成するこれらの諸要素のあいだには相互補完性が存在し､そのことが､金融システムを

円滑に機能させるとともに､設備投資主導型の蓄積体制を金融的側面から支えていた｡こ

の節では､戦後日本の金融的調整様式の特徴を､ (1)金融規制体系､ (2)企業金融の構造､

(3)企業統治の構造という三つの側面から検討し､それらの問にどのような相互補完関係

が存在していたのかを明らかにしたい｡

2. 1 戦後の金融規制体系

戦後日本においては､金融規制の目標として､信用秩序の維持とならんで｢径済発展の

促進｣が掲げられていた｡経済発展を促進するために金融規制を用いるというのほ､他の

諸外国には見られない特徴であった｡この目標を実現するための手段として､いわゆる｢人

為的低金利政策｣のもとでの信用割当による資金配分の調整が重要な役割を演じていたと

言われているり｡高度成長期の人為的低金利政策は､企業の投資資金コストを低減させる

とともに､資金の需要超過を生じさせ､鉄鋼･造船などの基幹産業に優先的に資金の配分

を行なうことによって径済成長の促進に寄与した｡高度成長期の資金配分においては､開

銀融資など公的金融仲介の械能が大きな役割を演じていたと評価されることがある5'｡こ

れと併せて､人為的低金利政策の一環として､社債発行市場は厳しい規制のもとにおかれ､

その順調な発達が阻害されてきた｡そのことが､ ｢間接金融の優位｣という戦後の金融シ

ステムにおける一つの特徴的な構造を定着させる一因となった.

高インフレによって実質預金金利がマイナスになるような状況､すなわち一般に｢金融

抑圧｣ (financial repression)と呼ばれる状況のもとでは､径済全体の貯蓄率が低下し

て生産活動が阻害されてしまうことは､ R. Ⅰ.マッキノン(XcKinnon [1973])およびE.

s.ショウ(Shav [1973])の古典的な議論によって良く知られている.これに対して､預
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金金利を低位に抑制するが､実質預金金利を正に保ちつつ､政府が民間の企業部門と銀行

部門にレントを発生させるような一連の金融政策は｢金融抑制｣ (financial restraint)
と呼ばれて､金融抑圧とは区別される｡最近では､適度の金融抑制を実現した戦後日本の

金利規制体系が､金融仲介の効率性の向上と径済成長に寄与するとともに､メインバンク

制の形成にも少なからず貢献したという主張が一部の論者によって行なわれている(Patr

ick [1994], Hellmann, Murdock and Stiglitz [1996])6'｡

金融規制のいま一つの目標は｢信用秩序の維持｣である｡一般に､信用秩序の維持を目

的とする手段は､金融機関や市場参加者の行動に一定の制限を加えて銀行荘官を安定化さ

せるための｢事前的規制｣と､個別金融械関の径宮破綻が生じた後に､それが金融システ

ム全体に波及することを防止するための｢事後的規制｣の二つに大きく分類することがで

きる.r.･このうち､事前的規制は､さらに｢競争制限的規制｣と｢健全運営規制｣に分けら

れる7'｡戦後のわが国における金融規制体系ほ､事前的規制のうちの競争制限的規制と､

各種セイフテイ･ネットの提供による事後的規制とに垂心をおくものであった｡金融当局

は､金融機関の経営破綻を回避するために､厳しい競争制限的規制によって､金融機関の

新規参入､店舗の増設､新商品の開発､預金金利の設定などに対して制限を課して､既存

の金融機関に最低限の収益を保証していた｡このように､最も荘官効率の低い金融機関が

存続できるように当局が金利を設定して銀行に手厚い保護を与えるという｢護送船団行政｣

のもとでは､金融桟関の経営破綻が生じることははとんどなかったので､大規模な金融的

混乱の発生は回避されてきた｡例外的に経常破綻に陥った金融機関が生じたときには､当

局の介入のもとに､経営状態の良好な金融桟関が救済融資や吸収合併を行なうというかた

ちで問題の処理がなされてきた｡

戦後期においては､競争制限的規制に比べて健全運営規制には二次的な重要性しか与え

られてこなかったというのが一般的な見解である｡しかしながら､健全運営規制が全く実

効性を欠いていたわけではない｡ 1949年から1968年にかけて実施された｢径常収支率指導｣

のような行政指導は､金融機関のモラル･ -ザードを抑制するうえで実効的に機能してい
たという指摘も存荏する(ロeda [1994],伊藤[1995]第6章)｡径常収支率指導とは､金

融横関の支出を抑制するために径常収支率(径常支出/定常収入)を一定の基準以下に抑

えようというものである｡このはかにも､その実効性はともかく､自己資本比率規制､預

貸率規制､大口融資規制などの行政指導が金融機関に対して行なわれてきた｡大蔵省･日

掛こよる銀行検査･考査も､銀行の過大なリスク･ティキングを抑制するうえで重要な役

割を果たしていたものと思われる｡

2. 2 企業金融と企業統治の構造

今日では､企業金融の構造の特性によって各国の金融システムを｢資本市場依存型｣の

システム(capital market-based system)と｢銀行依存型｣のシステム(bank-based sy

stem)の二つに分類したうえで､それらのシステムの効率性についての比較･検討がなさ

れることが多い｡表1にみられるように､戦後期を通じて､多くの先進資本主義国におい
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ては､内部資金が企業にとって主要な資金調達源であった｡ただし日本においては､内部

資金の比重は相対的に低かった｡また外部資金に関しては､アメリカが､その多くの部分

を証券発行が占めるという｢資本市場依存型｣の企業金融構造をもつのに対して､ドイツ･

フランスとともに､日本の企業金融ほ借入金の比重が大きい｢銀行依存型｣の構造をもっ

ている8).

戦後日本の経済システムにおける企業統治(corporate governance)の構造は､このよ

うな企業金融構造の特徴を背景として存在している｡一般に､資本市場を通じて企業の資

金調達が行なわれるアングロ･サクソン型の径済システムにおいては､株主権限と敵対的

買収によって企業経営者に対する規律づけがなされている｡ところが､わが国のような銀

行依存型の企業金融構造においては､企業経常に対する株主の影響力はごく限られている｡

さらに､企業間での抹式持ち合いの慣行は､企業径宮者の株主からの独立性をいっそう高

める要因となっている｡そこで､わが国においては､株主に代わって､メインバンクが企

業経営に対するモニタリングの機能を担うことになった｡企業経営者は､企業内での自立

性を獲得した代わりに､メインバンクによって監視されるようになったのである(Terani

shi [1994] pp.78-80､邦訳95-7ページ).

これまでの多くの研究によって､メインバンクに関する定型化された事実として､次の

ような点が指摘されている｡すなわち､ (1)メインバンクは､取引先企業に対して最大の

融資シェ～アをもつ､ (2)メインバンクと取引先企業のあいだには株式の相互持ち合いによ
l

る資本関係があり､かつメインバンクは､銀行の中で最大の持株シェアをもつ､ (3)メイ

ンバンクと企業の関係は､一般に長期的･固定的である､ (4)メインバンクは､取引先企

業に役員派遣を行なうなど人的関係をもっている､ (5)メインバンクは､融資以外に決済

サービスを提供したり､社債の受託業務を行なったりして､企業と総合的な取引関係を保

つ､ (6)企業が経営危機に陥ったときには､メインバンクは積極的な救済活動を行なう｡

これらの事実が指摘されたうえで､その事実の有無をめぐる実証研究や､メインバンクの

桟能についての理論的検討などが多くの研究者によってこれまでに行なわれてきた9I｡

最近では､日本のメインバンク制をその情報生産機能に注目しながら分析する試みが有

力となっている(シェーンホルツ･武田[1985],堀内･福田[1987], Sheard [1989]を

参照)｡その見解によれば､情報生産者としてのメインバンクは､多数の資金供給者を代

表して取引先企業の経営状態を蕃査･監視し､それによって得た情報を他の銀行に伝達す

るという機能を担っている｡このことによって､銀行全体にとっての審査･監視費用を節

約することが可能となる｡さらに､事実(2)にみられるように､わが国においては,メ

インバンクは､取引先企業の債権者であると同時に安定株主でもある｡メインバンクは､

平時には安定株主として取引先企業を敵対的買収から守るとともに､企業がひとたび財務

危機に陥ったならば救済融資･役員派遣･再建計画の策定といった方法によって企業の径

営に積極的に介入する｡したがって､日本においては､テイクオーバー市場に代わってメ

インバンクが企業径営者に対する監視と規律づけの機能を果たしてきたと考えられる10'.

この見解が主張するように､もしメインバンクの情報生産活動が情報の非対称性から生じ
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るエイジェンシー･コストの引き下げに成功していたのだとすれば､そのことが､企業に

とっての外部資金調達にともなう資本コストを低減して､高度成長期の投資主導型成長を

促進していた可能性がある(Hoshi,Kashyap and Scharfstein [1991],池尾･広田[1992]

､岡崎･堀内[1992]を参照)0
青木エバトリック-シェア-ド(Aoki,Patrick

and Slleard [1994])によれば､メイン

バンク制が有効に機能し､またそれが安定的なものであるためにほ､適切なモニタリング

活動や救済活動を行なう銀行に対して｢メインバンク･レン.ト｣と呼ばれる適当な範囲の

レントが保証されなくてはならない｡そのようなレントの源泉の一つは､先に挙げた事実

(5)の総合的取引関係である｡メインバンクは､預金取引･債券受託取引など融資以外

の取引関係を通じて収益率の高い手数料収入を得ることができる｡メインバンク･レント

のもう一つの源泉は､規制当局による金融機関の保護であった｡ ｢金融抑制｣の状況をも

たらすような金利規制､厳しい銀行業-の参入規制､社債発行の制限によって特徴づけら

れる金融規制体系のもとで､民間金融機関はかなりの大きさの規制レントを享受していた

ために､金融機関が適正なモニタリング活動に従事したり､あるいは危様に陥った取引先

企業の救済活動に乗り出したりする誘因が保たれていた｡また､万一自らが径営破綻に陥

ったさいにも政府･日銀が必ず救済してくれるという確信が存荏していたので､民間金融
機関は企業に対して安定的な資金供給を行なうことができた=｡

金融機関に対して大きなレントをあたえるような護送船団行政のもとで懸念されるのは､

金融機関の経営におけるモラル･-ザードの発生である｡しかし､先に述べたように､規

制当局は､競争制限的規制とセイフテイ･ネットの提供によって銀行を保護しっっも､そ

れと同時に､きめ細かな行政指導や銀行検査･考査といった手段によって金融械関のモラ

ル･ハザードを抑制していた｡このような意味において､わが国の金融システムにおいて

は､企業金融･企業統治の構造と当局による規制体系のあいだに相互補完性が存荏してい

たと言うことができる｡こうしてメインバンク制の存在は､モニタリング費用を節約する

とともに､企業倒産にともなう社会的コストを低減することによって戦後日本の経済発展

に少なからず寄与したものと考えられる｡

2. 3 銀行依存型システムの効率性

最近では､わが国にみられるような銀行依存型の金融システムのもとでのメインバンク

による企業モニタリング･システムは､株主権限と敵対的買掛こよって企業経営の規律づ

けがなされるアングロ･サクソン型のシステムよりも効率的に械能していた可能性が大き

いという指摘がしばしばなされる｡企業買収は､買収された企業の効率性を高めて､その

実物資産からより多くのキャッシュフローを生み出すという新古典派的な｢効率的市場仮

説｣に対しては､近年､径済理論の観点からも数多くの問題点が指摘されている｡それら

の中でも､もっとも根底的な批判を行なっているのがポスト･ケインズ派である(Crotty

and Goldstein [1993], Glickman [1994], Goldstein [1995])0

ポスト･ケインズ派は､ ｢将来は本質的に未知である｣という根本的不確実性を強調す
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る｡そのような環境のもとで形成される長期期待はきわめて浮動的な性格をもつo将来は､

現在と将来に関する経済主体の意思決定によってかたちづくられるので､客観的に決定づ

けられた将来というものは存在しない｡したがって株価ほ､諸主体の短期期待を反映して

決定されるにすぎず､株価形成に及ぼす長期期待の影響はごく限られたものでしかないo

ファンダメンタルズとは､物理的あるいは技術的な条件によって決定されるものではなく､

慣行･市場活動･投資家心理･経済的事象などの相互作用を通じて生成･進化する｢社会

的構築物｣にはかならないのである(Goldstein [1995] p･723)oゆえに､株価は長期的

なファンダメンタルズに基づいて決定され､効率的な資本市場が企業の非効率性の改善に

寄与するという伝統的見解は棄去帽れることになるo資本市場を通じて資金配分が行なわ

れるようなシステムは､短期的な投機ブームによって撹乱されるので､必ずしも社会的に

みて効率的な資金の配分を行なうとはかぎらないのである｡

∫.ザイスマン(Zys｡an [1983])は､アングロ･サクソン型の資本市場中心のシステム

と日本やフランスのような銀行中心のシステムを対比するさいに､ A･0･ハーシュマン(Il

irshman [1970])の退出･発言の理論的枠組みを利用しているoすなわち､前者のシス≠

ムにおいては株式･債券の売却というかたちの｢退出｣によって企業に対する影響力が行

使されるのに対して､後者のシステムは企業経営に対する金融横関と政府の関与という｢発

言｣による影響力の行使を前提としているo銀行中心のシステムにおいては､長期的な展

望から投資･生産計画が立案されるのに対して､資本市場中心のシステムの場合には､ど

ぅしても企業の経営者は近視眼的な判断に支配されやすいので､研究･開発(R&D)投

資をはじめ､長期的な視野に基づいた生産的投資が抑制されることになるo

R.ポーリン(Pollin [1995])も､ザイスマンの議論を敷和して､銀行依存型の金融シ

ステムが､資本市場依存型のシステムよりも経済実績において優れていることを強調して

いる｡彼によれば､発言が有効であるためには､退出という選択は制限されねばならないo

しかし､退出という信頼できる選択肢を欠いたシステムが存続可能ではないということも

事実である｡企業集団内部での株式相互持ち合いを通じて発言の行使がなされると同時に､

ぉよそ40パーセントの金融資産が市場で流動的に取引されることによって退出という選択

肢が与えられている日本の分岐的市場(bifurcated market)は､この点に照らして望ま

しいモデルであると彼は述べている｡また､銀行依存型システムをもつ国ぐににおいては､

銀行と企業のあいだの結合関係が強いので､銀行は､企業の長期的な安定と成長に関心を

もつ傾向が掛､｡そのため､これらの国においては拡張的マクロ経済政策や産業政策など

の国家介入が受け入れられやすいoこのことも､銀行依存型の金融システムが良好な経済

実績を示した一因であったと考えられるo

2. 4 戦後の金融的調整様式と高度経済成長

戦後日本の金融システムにおいては､護送船団行政のもとで､金融当局がさまざまな競

争制限的規制と行政指導を用いて個々の金融機関の行動に介入しながら信用秩序を推持す

るとともに､ト行も倒産させない｣という原則のもとに経営破綻に瀕した金融機関を救
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済し､そのことによってリスクの少なくとも一部を当局が負担していた.また当局は､人

為的低金利政策によって適度の｢金融抑制｣の状態をっくり出し､銀行部門と企業部門に

レントを発生させた｡すなわち､銀行と企業に適正に行動する誘因をあたえることによっ

て､戦後の金融規制体系は金融システムの安定化と経済発展に寄与したのである｡このよ

うな人為的低金利政策のもとでの社債発行に対する厳しい規制ほ､わが国に特徴的な銀行

依存型の企業金融構造をもたらす一因となった｡したがって企業の径営状態を監視すると

いう機能は､企業に対する主要な資金供給者たるメインバンクによって担われることとな

ったのである｡

一言でいうならば､戦後日本の金融的調整様式は､メインバンク制による企業経営の規
律づけと政府･日銀によるリスクの社会化によって特徴づけられる｡このような調整様式

によって操縦された金融システムは､資金調達にともなうエイジェンシー･コストを削減

することによって企業径嘗の効率性を高めるとともに､公的金融機関および民間金融機関

による安定的な設備投資資金の供給(救済融資を含む)を保証することによって投資主導

型の蓄積体制を金融的側面において支えていた｡したがって､戦後の金融的調整様式は､

高度成長期の蓄積体制ときわめて適合的な関係にあったと言うことができるだろう｡

戦後の金融的調整様式が､金融市場におけるさまざまな社会的コンフリクトを緩和する

機能を果たしていたことも注目に値する.企業と銀行は､同一の企業集団に属し､株式持

ち合いによって密接な結合関係を保持していた｡企業は安定的な資金供給を受ける代わり

にメインバンクによる監視を受け容れていた｡この結果､企業は､活発な投資活動を行な

うとともに経営の効率性を高めることができたのである｡それと同時に､護送船団行政の

もとで､大手金融機関と中小金融機関のあいだの利害対立も抑制されていた｡金融当局は､

経営基盤の弱い中小金融機関が存続できるように預金金利の規制を行ない､店舗増設も､

相互銀行･信用金庫･信用組合などの中小企業金融機関に対して優先的に認められていた｡

このことは､金融機関の破綻を回避し､金融システムの安定性を実現することを可能とし

た｡また企業の旺盛な設備投資資金需要を背景に､大手金融機関と中小金融機関のあいだ

での貸出競争が顕著に現れることもなかった｡

これまでの議論から､戦後の金融的調整様式においては､政府･日銀め積極的な規制･

介入､銀行依存型の企業金融構造､メインバンクによる企業モニタリング･システムとい

う三つの構成要素のあいだに制度的な相互補完性が存在していたことが理解される(図1

を参照)12'.まず､金融当局の規制･介入は､社債市場の発達を抑制することによって銀

行依存型の企業金融構造の成立に大きな影響を及ぼした(①)｡それとともに､当局は､

競争制限的規制､セイフテイ･ネットの提供､人為的低金利政策(金融抑制)など多様な

方法によって銀行部門および企業部門にレントを生じさせて､メインバンク制の成立･存

続とそのシステムのもとでの安定的な資金供給を制度的に支持する機能を果たすとともに､

行政指導などの方法を用いることによって金融機関のモラル･
-ザードを抑制していた(③

)｡また､メインバンクによる企業のモニタリングは､銀行依存型の企業金融システムが

存荏することによって初めて可能となるものであった(⑥)｡反対に､こうした企業モニ
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タリング･システムの確立のゆえに､銀行依存型システムがいっそう強化されたという側

面も存在する(⑤)｡そして､メインバンク制と銀行依存型システムとの結合による企業

金融と企業統治の構造が有効に機能して高度成長を実現しているかぎり､当局による規制･

介入のあり方は疑問に付されることなく正当性を獲得することができた(②④)｡このよ

うに､戦後日本の金融システムは､それを構成する制度的･構造的要因が相互補完的に作

用することによって円滑に機能していたのである｡

3.戦後の金融的調整様式の解体

高度成長経済から低成長経済-の移行につれて､従来の金融的調整様式は機能低下を示

すようになる｡ 1980年代以降の金融自由化の進展は､金融械関行動の変化を促すとともに､

企業金融の構造にも大きな影響を及ぼしている｡また､資金調達面における企業の銀行離

れが進み､メインバンクの企業モニタリング積能が低下しているという指摘も最近ではし

ばしば行なわれている｡さらに､金融システムにおけるこれらの変化によって金融的調整

様式の構成要素のあいだの相互補完性が消滅するとともに､金融市場におけるさまざまな

社会的コンフリクトが激化している｡金融的調整様式と蓄積体制との適合性が失われた結

果､日本資本主義は､それを支えてきた金融的調整様式の見直しを迫られるような局面を､

すなわち｢構造的危機｣の局面を迎えている可能性がある｡

3. 1 従来型金融規制体系の横能低下

1970年代後半になると､長きにわたって高度成長を支えてきた金融的調整様式は揺らぎ

を示すようになる.まず従来型規制体系の械能低下が顧著となってくるo既存の規制体系

では径済環境の変化に対して十分に対応することができなくなった｡その重要な契機とな

ったのが､いわゆる｢二つのコクサイ化｣､すなわち､国債の大量発行と国際的な金融取
引の拡大である｡

1970年代半ば以降､低成長径済-の移行にともなう税収落ち込みによって財政赤字が増

大した｡この事実は､公共部門の資金不足の拡大によって確認される(図2を参照)｡資

金不足を補うために､政府は多額の国債を発行し､これによって､わが国においても大規

模な国債流通市場の発達が促されることとなった｡そのような状況において､従来の金利

規制をそのまま維持するならば､投資家は､規制金利下にある銀行預金から､債券現先市

場や中長期の国債市場などにおける高利回りの金融資産-資金をシフトさせるので､金融

仲介における銀行のシェアは低下せざるをえない｡これは､一般に｢金融仲介中断｣ (fin

ancial disintermediation)と呼ばれている現象である｡この場合､銀行にとっても､拡

大する証券市場-の対抗上､預金金利の自由化を要求することが自らの利益に合致するこ

とになる｡こうして､国債の大量発行が､必然的に預金金利自由化-の圧力を生みだした

のである｡

また､金融市場の国際統合が進むなかで､国内市場における厳しい規制を存続させるな
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らば､金融取引を国内から海外-と追いやることになり､国内金融市場の空洞化をもたら

してしまう｡これとともに､世界経済における日本の地位向上､および内外の資本移動の

拡大によって､諸外国､とくにアメリカからの金融自由化圧力が増大した｡このような制

度上の国際摩擦が､金利自由化を促した第二の要因である13'｡

これらの要因を背景として､ 198時代を通じて徐々に金利規制の緩和が進められた｡ 93

年6月には定期預貯金金利は完全に自由化され､また流動性預金金利も94年10月に自由化

された｡また､ 1975年以降の国債の大量発行と国債残高の急増は､公社債流通市場の変容

を促し､その後､適債基準を中心に各種の発行･流通規制措置が次第に緩和･撤廃されて

いったo したがって､金融自由化の進展とともに､利鞘の衛小などを通じて､従来の規制

体系のもとで金融機関が享受していたメインバンク･レントは低減することが予想される｡

レントの低減は､当然のことながら､メインバンクのモニタリング能力と､企業の救済活

動に関与しようとする誘因を低下させる｡これと併せて､社債市場における規制緩和は､

資金調達面における企業の銀行離れを促し､銀行依存型の企業金融構造を後退させるよう

に作用するであろう｡

金融自由化にともなうメインバンク･レント低減のもたらす影響として､金融機関の｢免

許価値｣の低下に注目する必要がある｡免許価値とは､銀行が官業を続けることによって

獲得される免許業としての特権の価値のことである(池尾[1990]第5章､清水･堀内[1

997]を参照)｡銀行が保有する長期的顧客関係などの見えない資産や規制レントの現在価

値の合計が免許価値と呼ばれるものの内容である｡もし金融機関の免許価値が大きければ､

それを失うことを恐れて過大なリスク選択を避けようとする誘因が働くので､金融横関の

モラル･ハザードの発生は抑止されるoだが､金融自由化は､規制レントを低減させるこ

とによって金融横関の免許価値を低下させるであろう｡それとともに､ 1980年代半ば以降

に進行している｢企業金融の証券化｣は､これまで存在していた企業と銀行のあいだの長

期的取弓l関係を希薄化させるので､そのことも免許価値を低下させる要因となる｡こうし

た金融機関の免許価値の低下こそが､金融桟関のリスク選択の拡大をもたらし､ 1980年代
後半以降の不動産･株式関連貸出の急増とそれに絡む一連の金融不祥事を引き起こした一

因であった可能性が大きい｡たとえば清水･堀内[1997]は､ 1980年代以降に金融横関が

リスク選択を拡大したことの傍証として次の四つを挙げている.第一は､ 197時代末から

80年代前半にかけて多くの有力銀行が組綴改革を行ない､それに伴い審査部門の地位が相

対的に低下したことである｡第二は､銀行資産の長期化によって銀行のリスク負担が増大

したことである｡第三は中小企業向け融資の増加であり､第四は不動産関連融資の増加で

あるo図3に見られるように､ 1980年代後半には､貸出増加額の大半が､不動産やノンバ

ンクなどの不動産関連融資に向けられていた｡

このことは､取りも直さず､従来の規制当局による金融機関の監視や健全運営規制のあ

り方が見直しを迫られていることを意味している｡自由化以前には､さまざまな競争制限

的規制や行政指導が金融横関のモラル･ -ザードを抑制していたが､自由化によって引き

起こされた免許価値の減少は､従来型の金融械関の規律づけ方式の有効性を低下させた｡
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また､経営破綻に陥った金融械関を当局の主導のもとに全て救済するという方法はもはや

実行不可能なものとなった｡金融自由化にともなう競争制限的規制の緩和は､それと同時

に､金融械関の経営を規律づけるための新しい方法の確立を要請しているのである｡

3.2 企業の銀行離れとメインバンク制の動揺

低成長径済-の移行によって､公共部門の赤字が増大したこととは対照的に､設備投資

の停滞に見舞われた企業部門の資金不足は解消する方向に向かった(図2を参照)｡これ

に伴って､ 1970年代半ばまで低下をっづけてきた大企業の自己資本比率は1980年代に入る

と上昇に転じた.もっとも､ 1980年代後半の景気拡大の時期には企業の設備投資が活発化

し､ふたたび資金不足が拡大している｡しかしながら､その時期には､企業の資金調達手

段が多様化し､社債･株式などの有価証券による資金調達が増加したために､銀行借入依

存度は引き続き低位にとどまっている｡とくに､転換社債やワラント債の発行によるエク

イティ･ファイナンスの盛行は企業の銀行離れを促す大きな契機となった｡このような｢企

業金融の証券化｣は､ 1980年代半ば以降､金融の自由化と国際化の流れのなかで､証券市

場における規制緩和が徐々に進められた結果として生じたものである｡折からの株価の上

昇もこの動きを加速させた要因であった｡

表2は､資本金10億円以上の大企業の資金調達構造の推移を示したものである｡みられ

るように､ 1980年代半ば以降､内部資金の重要性が著しく高まるとともに､借入金の比重

は著しく低下し､株式と社債による資金調達が増加している｡わが国の企業金融の構造を

特徴づけてきた銀行依存型システムほ大きく動揺しているといってよい｡企業の内部資金

の蓄積と資金調達手段の多様化に起因する企業の銀行離れは､メインバンク関係を解消さ

せる方向に作用する｡企業の側は､銀行借入に依存せずに投資活動を行なうことが可能と

なっている一方で､銀行の側は､メインバンクの地位にとどまるために､以前ならば拒絶

していたような融資案件でさえも応諾せざるをえない立場に置かれている｡この結果､メ

インバンクによる企業径嘗の規律づけ機能は低下するので､過剰融資を通じて企業荘官が

非効率化することが予想される｡最近では､メインバンクによる規律づけのタガがはずれ

た結果として､日本企業の多くで資本利用に関する｢予算制約のソフト化｣が生じている

恐れがあるという指摘が一部の論者によってなされている(池尾[1994b]､ Sheard [1994]

)1り｡したがって､ 1980年代後半における企業の過大投資も､銀行の過剰融資と相侯って

発生したものと考えられる｡池尾の主張するように､メインバンク制に代わる新たな企業

モニタリング･システムが確立されないかぎり､日本企業の構造的な非効率化は避けられ

ないであろう｡

3. 3 金融的調整様式の解体と現代危機

これまで論じてきたように､従来型規制体系の械能低下ほ､メインバンク制と銀行依存

型の企業金融構造の基盤を掘り崩すように作用した｡それと同時に､銀行依存型システム

の後退は､メインバンク制による企業モニタリング械能の低下を引き起こした｡さらに､
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メインバンクの機能低下によって生じた金融不安定性の増大は､従来の規制体系の見直し

をいっそう強く迫る要因となっている｡ 1980年代以降に進行した金融自由化の過程におい

て､図1にみられるような､金融的調整様式を構成する諸要素のあいだの制度的な相互補

完性は消滅したo現荏では､むしろ､それら構成要素のあいだの矛盾や摩擦が顕著となり､

既存の金融的調整様式が蓄積体制を支える力は大きく低下している｡

金融自由化が進められるなかで､銀行業における競争制限的規制の緩和は､免許価値の

低下を通じて金融機関のリスク選択の拡大を誘発した｡それと同時に､企業の銀行離れに

よってメインバンクによる監視機能の低下が生じた｡そうであるとすれば､これら一連の

現象は､メインバンクによる企業経営の規律づけと公的当局によるリスクの社会化という

性格をもっ戦後の金融的調整様式それ自体が械能不全に陥ったことを示している｡高度成

長を支えてきた従来の金融的調整様式が解体に向かうなかで､新しい調整様式はまだ確立

してはいない｡金融システムにおけるこのような調整不良が､金融機関と非金融企業のリ

スク選択をともども拡大させることによって実体径済を不安定化させ､バブルの膨張と破

裂という異常な出来事を引き起こしたのだと考えてよい｡

このように､ 1990年代前半に始まるわが国の不況は､金融部門主導型の景気後退という

性格をもっているo宮崎[1992]が｢景気後退のニュー･フェイス｣と名づけたように､

それは､従来型の有効需要不足による不況とは性格を異にしているのである｡したがって､

この不況それ自体は循環的性格のものであったとしても､それは､既存の金融的調整様式

の機能不全によって日本資本主義がすでに｢構造的危機｣に陥っている兆候の表れである

可能性がある｡ 1990年代後半においても､景気の力強い回復は見られず､依然として長期

不況の状態が持続している｡そうであるとすれば､この危機を克服するためには､単なる

ケインズ的な低金利政策による景気回復政策では不十分であり､従来の金融的調整様式に

取って代わる新しい調整様式を創出することが必要となる｡すなわち､競争の制限と金融

機関の手厚い保護によって特徴づけられる金融規制体系それ自体の問い直しが迫られてい

るとともに､メインバンク制の機能低下を補うような新しい企業モニタリング･システム

の構築が要請されているのである｡

戦後の金融的調整様式の解体の過程において､金融市場参加者のあいだのコンフリクト

も著しく増大している｡かつて企業と銀行のあいだに存在していた密接な結合関係は､資

金調達面における企業の銀行離れによって弛緩していった｡このことは､メインバンクの

監視桟能の低下によって資金の貸し手と借り手のあいだに生じるエイジェンシー問題を深

刻化させている恐れがある｡また､大手金融機関と中小金融機関の関係にも変化が見られ

る｡企業の銀行離れによって従来の営業基盤を失った都市銀行を中心とする大手金融携関

は､新たな収益桟会を求めて中小企業向け貸出を拡大し､これによって大手金融横関と中

小金融械関のあいだの貸出競争が激化した.従来の営業基盤を侵食された一部の中小金融

機関は､不動産･ノンバンク向け貸出などの-イリスク･-イリターンの融資に走った結

果､バブル崩壊によって大量の不良債権を抱え込むことになり､荘官破綻の危機に瀕して

いる｡すなわち､従来型の金融的調整様式の解体にともなう金融システムの不安定化ほ､
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金融市場における社会的コンフリクトが激化したことによって生じた現象にはかならない
15 )

0

4.おわりに

資本主義経済は､本来的に情報の非対称性を伴うとともに､ケインズ的な不確実性に充

ちている｡非対称情報と不確実性の影響を避けることのできない現実世界において､径済

主体にとって意思決定のための錨となり､その期待形成を安定化させるもの､それがさま

ざまな社会諸制度である｡安定的な制度的構造が存在することによって､はじめて資本主

義経済における蓄積活動が促進されるのである｡

戦後日本における金融的調整様式は､金融当局による規制･介入､銀行依存型の企業金

融構造､･およびメインバンクによる企業モニタリング･システムという､それを構成する

三つの要素のあいだに制度的補完性が存在することによって有効に械能していたoそして､

このことが高度成長期の蓄積体制を金融的側面から支えていた｡メインバンク制は､その

情報生産横能によってエイジェンシー･コストを引き下げるとともに､非対称情報の存在

に起因する逆選択やモラル･ -ザードといった問題の緩和に寄与することによって企業の

旺盛な設備投資を促進した｡それと同時に､ ｢銀行依存型｣の金融システムは､メインバ

ンクや政府の｢発言｣によって企業に対する影響力の行使がなされることによって､資本

市場依存型のシステムにみられる経営者の短期的視野にともなう問題を回避することを可

能としていた｡このことは､戦後のわが国の金融システムにおいては､市場における根本

的不確実性の影響がある程度まで制御されていたことを意味しているoさらに､金融当局

による規制･介入も､銀行の行動を規律づけてモラル･ -ザードの発生を抑止すると同時

に､企業家と銀行家の｢確信の状態｣の維持･改善に大きく寄与していた｡

だが､低成長経済-の移行を契機として､金融的調整様式の内部における制度的補完性

が消滅した結果､戦後の金融的調整様式は既存の蓄積体制との適合性を失った｡従来の金

融規制体系ほ存続不可能となり､メインバンクのモニタリング機能も大きく低下しているo

これにともない､日本資本主義は｢構造的危機｣の局面を迎えているように思われるoそ

れゆえ､新しい成長体制を構築するためには､情報の非対称性と不確実性に対処するため

の新しい慣行やルール､制度を確立することが不可欠となるoわれわれにとって必要とさ

れているのは､社会的コンフリクトを調整し､金融システムの安定性と経済成長を促進す

るために､マクロ径済構造の変化に適合するような新しい金融的調整様式を創出すること

である｡

旧来の金融システムに固執することによっても､またあらゆる規制の撤廃によって径済

活動を全面的に市場に委ねることによっても､効率的かつ公正な信用の配分を達成できな

いことは明らかである｡このことは､従来とは異なる新しいタイプの公的規制を用いて企

業と銀行の活動をさまざまな社会的目標に沿うように誘導する仕組みをっくることが避け

されない要請となっていることを示している｡すなわち､ケインズが『雇用･利子および
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貨幣の一般理論』において提唱した｢投資の社会化｣の現代的な実現の道を追求するとい

う課題にわれわれは直面しているのである)6'.

このとき､われわれが留意しなくてはならないのは､エイジェンシー問題は､民間径済

部門においてのみならず､国家政策の立案と実行の過程においても生じる可能性があると

いうことであるoこれまでのラディカル派政治経済学は､民間部門のエイジェンシー問題

によって生じる非効率性をやや一面的に強調し､国家の積極的介入によってその解決をめ

ざすという傾向が強かったoしかしながら､政策形成の場においては､公衆が依頼人(pr

incipal)､国家管理者･官僚が代理人(agent)の立場におかれることになり､両者のあ

いだで完備契約(complete contract)を結ぶことは非常に困難であるので､市場取弓lの
場合と同様に､ここにおいてもエイジェンシー問題が発生する｡したがって､官僚の適切

な努力(effort)を抽出するためには誘因整合的(incentive
compatible)な政治的･経

済的制度を構築する必要がある17'o新しい金融的調整様式は､市場と国家とエイジェン

シー問題をともに解決することのできるものでなくてはならない｡

* 本稿は､鍋島[1998]を縮小したうえで､若干の加筆･修正を加えたものである｡と

りわけ､メインバンク制の変容をはじめとする日本の金融システムの将来の展望､および

保守派の政策アプローチに対する代替的な政策提案の可能性についての議論は大幅に削除

しているので､詳細な議論については上記論文を参照されたい｡

ti･:

1)レギュラシオン理論における貨幣･金融分析の枠組みとそれに基づく現状分析につ

いては､ Guttmann [1994]､および井上[1996]第2章などを参照されたい｡

2)一つの経済システムを構成する諸制度は相互に補完的な関係にあり(制度の相互補

完性)､また経済システムの進化はその初期条件に規定される(歴史的径路依存性)とい

う認識は､レギュラシオン理論と比較制度分析の両者によって共有されているものである｡

比較制度分析の理論的枠組みについては､青木[1995]､青木･奥野(編著) [1996]を参
照されたt.I,.

3)米国の金融システムにおける制度的構造の変化を分析するにあたって､ウォルフソ

ン(Yolfson [1994] ch･14)は､ ｢金融的調整システム｣ (system of financial ,egulati

on)という概念を提示しているoその概念は､金融規制･監視の構造のみでなく､信用需

要を賄うさまざまTil手段､金融システムにおける政府の役割､金融機関の性格などを含む
金融システムの制度的構造の総体を指している○別言すれば､金融的調整システムとは､

｢社会的蓄積構造｣ (social structures Or accumulation)の金融的構成要素とみなすこ
ともできるo本稿における｢金融的詞整様式｣の概念も､これとはぼ同一の内容のもので

ある｡
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4)高度成長期には｢歩積み･両建て｣の慣行が広く存在していたので､貸出実効金利

は均衡金利と比べてそれほど低くはなかったと言われている｡ただし､この場合でも､以

下で述べるように､銀行部門および企業部門のいずれか､または双方に規制に基づくレン

トが発生していたことに変わりはない｡

5) 政府系金融機関の活動が高度成長を促進したことを示すような分析は､これまでの

ところ､ほとんど存在していない｡たとえば､堀内･大滝[1987]は､開銀融資が民間金

融桟関の融資を誘発するという｢誘発効果｣の有無について因果関係テストを行ない､そ

の結果､高度成長期の基幹産業についてはその効果は唆昧であるという結論を導いている｡

ただし､堀内･随[1994]は､開銀の情報生産活動ほ､産業政策の手段としては見るべき

役割を演じなかったとしても､個別の企業に関しては有効に働いていた可能性があると論

じている｡すなわち､開銀の審査･監視活動には､それが何らかのかたちで民間金融機関

に伝わり､開銀融資を受ける企業の評価が改善されて民間金融械関の融資を促し､企業の

設備投資を拡大させるという｢情報効果｣があると彼らは述べている0

6) R.スチェダート(Studart [1993])は､ポスト･ケインズ派の立場から､マッキ

ノン±ショウの枠組みに基づく発展途上国の金融自由化モデルに対してより根本的な批判

を行なっている｡彼ほ､金融自由化モデルが､利子率決定の貸付資金説に基づいているこ

とを指摘する｡すなわち､このモデルにおいては､預金金利の引き上げによって総貯蓄を

増加させることが適切な金融政策であるとされている｡これに対して､ケインズおよびポ

スト･ケインズ派は､利子率が貯蓄と投資を均衡させる調整変数であるとは考えない｡あ

るていど発達した金融システムにおいては､投資は､貯蓄ではなく銀行信用によってファ

イナンスされるので､総貯蓄の不足によって投資が抑制されることはないのである｡

7)金融規制の諸類型とその目的については､岩田･堀内[1985]､筒井[1992]､池尾

[1993]､堀内[1994]などの解説を参照されたい｡

8)企業金融の面における各国金融構造の比較分析については､野下[1995]が簡潔な

展望を行なっている｡またM.アグリエッタ(Aglietta [1995])は､米国型､日本型､ド

イツ型の三つの金融システムの差異を説明した後に､銀行は長期的取引関係に基づいたリ

スク資本の供給という資本市場の演じることのできない重要な械能をもっているので､各

国のシステムが米国型の資本市場中心のシステムに収赦することはないであろうと論じて

いる｡

9) メインバンク制に関する議論の展望については､堀内･随[1992]､鹿野[1994]

第8章､鞍下[1995]第5章などを参照されたい｡

10)企業の経営状態が良好なときには径営権が内部経営者に委ねられるが､企業が経営

危様に陥ったときにはメインバンクが介入し､径官権を取得するという企業統治の構造を､

青木(Aoki [1994])は｢状態依存型ガバナンス構造｣ (contingent governance structur

e)と呼んでいる｡

ll)銀行部門における規制レントの存在とその額の推定については､堀内[1994]
20-1

ページ､ Ueda [1994] pp.9ト6 (邦訳112-4ページ)を参照されたい.
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12)この点に関する以下の叙述は､寺西[1993]第5節の議論に負うところが大きい｡

13)金融自由化-の動きを促進したもう一つの要因として､近年の著しい情報･通信技

術における革新が挙げられる｡こうした技術革新ほ新しい金融商品の開発や金融取引の拡

大などの金融イノベーションを活性化させるように作用する｡ところが､競争制限的規制

は､金融イノベーションを抑制する効果をもっているので､そのような規制の社会的コス

トは急激に増大していることが予想される｡堀内[1994]､池尾[1994a]を参照｡

14)広田･池尾[1996]によれば､企業の負債発行は､倒産と早期の再組絞化にいたる

可能性を高めることによって企業の過大投資･過剰規模の問題を解決するという機能をも

つ｡日本企業の資本構成は､高い負債比率､高い銀行借入への依存という特徴をもってい

たので､日本においては､このような｢負債の再組織化メカニズム｣によって企業の過剰

規模の問題が解決されてきた可能性が強いと彼らは論じている｡さらに彼らは､金融資本

市場の自由化･国際化による企業の資金調達手段の多様化が､負債の再組織化メカニズム

を弱めている可能性があることを指摘している｡

15)野下[1995]は､日本の金融構造に対して決定的な変化をもたらしたのは､企業と

銀行のあいだの結合関係の変質であり､これによって金融機関の競争激化が誘発されたの

-だと論じている(189-94ページ).都市銀行は従来手がけていなかった中小企業･個人分

野に進出し､さらに都市銀行の貸出攻勢によって営業基盤を侵食された地方銀行･相互銀

行は､都市銀行との競争を強めただけでなく､下位業態である信用金庫･信用組合などの

市場にも進出したoこのような都市銀行を起点とする金融機関のあいだの競争激化を､北

原[1995]は｢金融機関の玉突き現象｣と呼んでいる(7卜4ページ)0

16) J･M･ケインズは『一般理論』の最終章において次のように主張している. ｢国家

は､一部分は租税桟橋により､一部分は利子率の決定により､そして一部分はおそらく他

のいろいろな方法によって､消費性向に対してそれを誘導するような影響を及ぼさなけれ

ばならないであろうoさらに､利子率に対する銀行政策の影響は､それ自身では最適投資

量を決定するのに十分ではないように思われる｡したがって､私は､投資のやや広範な社

会化が完全雇用に近い状態を確保する唯一の方法になるだろうと考える｣ (Xeynes [1936]

p. 378,邦訳380-1ページ)｡

米国ラディカル派径済学者たちは､ ｢投資の社会化｣というケインズの主張の実現をめ

ざす立場から金融システム改革に関する独自の提案を行なっている(Dymski, Epstein
and

Pollin (eds･)[1993]を参照)｡米国ラディカル派における金融理論と金融政策論の最近

の展開については､鍋島[1995,1998]を参照されたい｡

17)ェブスタイン-ギンタス(Epstein andGintis [1995])は､旧ソ連型の国家社会

主義モデルと北欧型の社会民主主義モデルの失敗という歴史的経験を踏まえつつ､進歩的

経済政策の新しい方向を追求するための理論的分析用具として､国家と民間径済の各々が

直面するエイジェンシー問題をともに認識し､政策手段の誘因整合性の問題に対してこれ

まで以上に関心を払う｢国家と市場-の二重エイジェ.ンシー･アプローチ｣ (dual agency

approach to
state and market)を提示している｡
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表1 企業金融構造の国際比較

日本 アメリカ

内部賓金外部資金
借入金有価証券

内部資金外部資金借入金有価証券

1962-64 39.460.646.611.0 76.024.011.37.9

65-69 50.149.9i3.25.6 67.932.118.813.9

70-74 4ー.658.450.05.7 55.144.925.618.0

75-79 50.649.441.57.5 69.730.316.314.0

80-84 59.041.035,06.2 74.225.81'5.59.5

85-89 52.347.732.111.0 85.414.614.0^1.3

ドイツ イギリス

内部資金外部資金借入金有価証券 内部資金外部資金
借入金有価証券

1962-64 66.533.522.85.0 73.226.816.510.3

65-69 68.831.220.84.1 74.125.914.611.3

70-74 58.541.528.13.2 62.237.834.23.6

75-79 72.627.422.31.6 79.120.916.44.5

80-84 75.424.621.63.0 82.517.516.31.2

85-89 78.621.416.54.9 63.037.026.110.9

フランス

内部資金外部資金借入金有価証券

1962-64 54.345.735.610.2

65-69 64.335.727.97.8

70-74 46.853.234.710.3

75-79 48.2.51.837.312,8

80-84 41.958.141.913.6

85-89 49.950.127.223.0

(症)企業間信用を含まないoドイツは個人企業･公営企業を含むo

(出所)伊藤[19g5] 145ページ.
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表2 主要企業の資金調達構造

(期間加重平コ軌 %)

期間年度 内部資金借入金短期借入長期借入社債増資買入任務

1960-64 22.933.820.313.46.810.816.2

65-69 37ー536.917.219.75.23.822.7

70-74 35.l41.619.322.45.13.22l.9

75-79 45.826.516.99.610.68.017.7

80-84 55.316.49.96.58.510.49.6

85-89 45.26,45.31.117.415.85.0

90-94 87.35.2-2.88.011.14.6-7.1

(出所)清水･堀内[1997] 100ページ｡

図1戦後の金融システムにおける相互補完性

金融規制体系

護送船団行政

人為的低金利政策

相互補完性
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図2 部門別資金過不足の推移(対GNP比率)

t9u年65666768697071 7273747576777879808] 828384858687$889909t 929394
1

(注)季節桐生済み, 3期加重移動平均(ウエイト1:2:1)｡.

(出所)日本銀行金魚研究所【1995]'33ページ｡

図3 不動産･ノンバンク向け貸出の推移(全国銀行)

---全貸出前年比に対する寄与度

Ⅰ980年 8t 82 83 84 85 86 87 88 89 90 9I

(出所)日本銀行金融研究所[1995] 76ページ｡
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第7章1加tbelopTtnt Of tl℃ 1ntra-irKhstrial (加肥rCe in thsト血ia

and its I叩椴Ct for tl℃ br岬-I PN7

YastN) ⅠIt巾e

Abstract

Nowadays,the reality of the dynamic growth of the East Asian

countri.es is undoubted. In effect, the chain of the growth exists from

the N忙S to the ASEAN, China. This process seems founded upon two

strategleS : the first,introduction of the FDI in developlng COuntries

,the
second, adoption of the liberalism aimfng at the openfng Of the

internal market. We woufd 一iketo cfarify how these strategleS contribute

to the east asian growth.

From the point of view of the new configuration of the fDL

characterized by the deve一opment of the intra-industrial commerce, we

could indicate two types of the organization of the regional production･

After the analysIS Of the social capacity of the muJtinationaTs and the

states, we cou一d refer to the possibility of the self-reliant deve一opment

in this region･ Finally, we wou一d fike to deduce some suggestions from

this study for the european MNF.

Summary

Introduction

1. Conjuncture of the east-asian economy

2. Beyond the f'Fu" Set Production.I

3. Integrated system v.s. decentralized system

4. TheJaPaneSe SMF in China

5. Evolution of theJaPaneSe tranSPfants in Asia from 1970

6. Investment by the japanese subsidiaries

7. Toward a new confi9uration of the lDL in Asia

8. Implication for the european MNF

To not to conc一ude
Notes, bib=ography, tab一e 1-3

Keywords, lnternationa=)ivision of Labor, Fordism, East Asia, Economic

Integration, NfES, ASEAN, Neoliberalism, Regulation
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fNTRODUCT[ON

げwe schematize the configuration of the wor一d economy after the

period marked by the dec==e of the fordist re9ime of the growth, we

could indicate that to the configurat)Ion characterized by the contrast

of the some types of the nationa一 trajectories is superposed that of the

economic integration more and more acce]erated･ In effect, we have

seen in the eighties the appearance of the contrasted two groups of the

countries distinguished by the fore唱n COmmerCe Performance. That

was Sweden, ex-FRG and Japan which have accumulated the important

commercia一 surplus, realJIzed by the implicit and exp(icit implication

of workers J'n the manufacture production(Boyer 1 986). But these growth

mode fs aimfng at the postfordist perspective became fragile because of
the internal factors of each country about the end of the eighties･ fn

paraI(eJ･ the regfOnal integration is reinforced around the three po-es :

North America, Europe and EasトAsia.

But the ｢eality of these zones is quite different each other. USA are

dominated by the boom from 1992 and the fundamenta(s are so clearfy

amen-orated in comparison with the el'ghties that the Americans

economists speak of the appearance of the ‖=ew
economy--･ According to

them, this boom is due to non the short time conjuncture but the

structural change(Weber 1 997)･ However, in spite of this good appearance,
American economy continues to suffer from the probfem of the

redistribution of the revenue･ fn effect, the income l･nequa-ity is

reinforced and the society becomes polarized･ Symbolic fact, the rcaf

va山e of the minimum wage dropped down of 24 percents from 1967 and
1995 in USA(Tyson 1997)･ This is =nked with the de9radation ofthejob
quality･ The level of unemp一oyment rate isロ-t so high, but the majority
of the new emp一oyments are dominated by thejobs which don-t demand

the sufficient feve( of skiffs･ By contrast, the European Union is now

characterized by the hJ'gh Jevel of the unemp(oyment. The situation
seems critica一 before the passage to the euro･ The problem 一ies in the
fact that the conditions to the monetary -ntegration impose the poh･cy
of rigor･ Jt seems difficuJt to be一ieve that the continued poficy of rigor

woufd conduct to the real boom after the monetary integration ( Mazier

1997)･ Compared with these zones, East Asia is marked by the interna一
dynamic without the framework of the institution.

Apart from this fundamenta一 differences, the neo-iberal strategy
passes everywhere 一ike keyword･

-ft
is in general introduced in the

macro economic poficy independent一y of the socia一 context. ln effect,
the international instJ'tutions suggest the liberalization not only for

the f'ndustrial countries but a一so for the deveJoping countries. However,
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it seems clear that this generalization of the liberalism doesn-t resu一t

in the socia一 convergence･ Besides, the introduction of Iiberalization

was accompanied by the social opposition which was sometime very

violent. ln example, the providential state after the war was rationalized

i= many countries, but was not completely decomposed even i= E=gland･

concer=lng the East Asia, according to certain economists, the reason

of the success ties in the setting up of the liberal measuresI Surety, the

asian dynamic is inseparab一e with the rapid opening of each market for

the outside(1). That is why the FDl is considered as the en9ine of the

growth.

However nothing lS Simpfe･ After the strong wave of the [iberalization

in East Asia, we are in the period of the counter movement･ l= other

words, the very national and toca[ interests become important･ The

simple opposition doesn.t matter between national interest and the

interest of the MNF. But from quite recent一y, we are faced with the
'-

1iberalization fatigue'■ ( Jetro/investment 1997). So the actua一 period

is very contrasted with the period of the --domino of the liberalization‖･

This w= not Iead to the c一osed system of other days･ The reality

doesn't go directly･ The deve一op-ng countries are now faced with the

structura一 prob一ems : reorganization of industria一 structure necessary

for the Ievel up of the growth, redistribution of the national revenue,

construction of the social infrastructure. It seems 一ikethe price of the

accelerated growth. It is in this context complex that we try to take a

picture of the image of the intra-industrial commerce･

1. CONJUNCTURE OF丁目E EAST_ASIAN ECONOMY

According to the diagnostics of the international institutions, the

Asia (Japan excluded) continues to reaJize the good performance･ fn this

reg[on, the暮eve[ of 8 to 9 percents of growth is maintained from 1990･

Concernlng the forelgn commerce, the N[ES occupy the very Important

position. Their share. of the wor一d export market was 4,5 percent in

1981 and increases to 10,6 percents in 1995. This share is so superior

to the Japan(8,9 percents) and just inferior to the USA(1 1,7 pe｢cents)･
Same phenomenon for the import･ The share of the world import market

was 5,l percents in 1981 for the NIES. But it became 10,9 percents in

1995, largely superior to the Japan (6,6 percents). The Asia including

the Japan covers so about 17-18 percents of the world market of

export or import. From 1990 to 1995, the export of the east asia (NIES,

ASEAN, China) increased by 16 percents annua"y in contrast to 7,8

percents, avera9e 9rOWth rate of the aI暮world.

And it is the China which absorbs the offer of the asian countries(～).
1t was the resu一t of the export growth which increased by 26-27 percents

annua暮Iy from 1990 to 1995･ For the NIES, the va山e of the chinese
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market is about equal to the european market･ For example, south korean

export to the China increased from 200 m=ion to 9,5 mi((iard of
doIIar from 1990 to 1995･ This important export corresponded to the
high level of the demands for the capita- 900ds in China･ Then, the
intra-reglOnaJ commerce in East Asia passed from 36,6 percents in

1990 to 42･2 percents jn 1995･ This increase is explicated for the half
by the increase of the export for the China( Jetro/foreign commerce

1996).

Concermng the intra-reglOna[ commerce, We Can Say that the share
of the intra-regiona( export in AFTA(ASEAN 5 + BruneI･, Vietnam) for
the tota一 export of the reg･lOn augments from 19,9 percents to zl,7
PerCentS (1990-1995), whi一e the share of the market for the intra_

european export decreased from 66 to 62 percents for the same

Period･ As the effect of the continued policy of rigor exists in Europe,

this decrease of the intra-european export was compensated by the
increase of the export for the AFTA, MERCOSUR.

The Japanese Subsidiaries located in East Asia have a particu-an･ty in

●

comparison with the american subsidiaries for the actuaf period (JETRO/
foreJ'gn commerce 1 996). Firstly, the number of thejapanese subsidiaries
in the region is tw(Ice the number of the american subsidiaries. And the
japanese subsidJ'aries in the region cover about forty percents of the
total japanese subsid.'aries in the fore.gn coutriesI Seco･ndJy, the turn-

over of the japanese subsidiaries in the region covers 24,8 percents of
the total turn-over(1994), white the turn-over

of the american

subsidiarl'es covers (ess than 10 percents of the totaT･ Besides, the
east-asian Japanese Subsidiaries earn about 50 percents of the total
benefice of the japanese subsidiaries in the fore'gn countries, while
the american subsidf'arl'es earn in East Asia onfy 10 percents of the
tota一 benefice.

What is the market share of the ==F subsidiaries in each country for
the princ(pa一 manufacturfng Sectors in comparison with the domestic
firms 7 (JETRO/ foreign commerce 1996)･ It is important in ASEAN
but not so important in South Korea

and Taiwan. For instance, in the
sectors of the computer･ eJectronJ'c parts, domestic efectronic apparatus(-
and semi-conductors)I carl the domestic korean f叶ms occupy 85 to 98
PereentS Of national market･ This homogeneity constitutes a particularity
in comparison with the case ofTaiwan･ The market share of the taiwanese
firms is high in the computer( loo percents) and the domestic
e一ectronic apparatus (65 percents), but less in the electronic pieces(44
percents) and cars ( 4 percents) (3).

2･ BEYOND THE ''FULL SET PRODUCTfON･･
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The importance of the intra-industrial commerce indicates the

interdependence of the Japan and the asian countries･ According to the

inquiry of the MITl( Mm 1994), the sale market of the 一ocal firms in

the N肥S･more than 10 percents participation of the Japanese Capita一

concern-=g the tota一 manufactu｢l=g Sectors is composed as follow-=g :

focaf market (66 percents), japanese market (15 percents) and other

market (19 percents)
in 1993. And the supp一y market of the parts,

capita) goods is composed as foJlowlng : local supply(47 percents),

japanese supply ( 39
percents), other supply(

13
percents)･ Concerning

the general machines, the Japanese sale market share is 20 percents,

whi一e the Japanese Supp一y market share is 47 percents･ In para"eI, the

japanese supply IS Very important in the e一ectric machine, precision

machine and steel.

The same imba一ance exists too for the JaPaneSe 暮oca(es firms

一ocated in ASEAN. ln the total manufacture sectors, the sale market of

the products is main一y absorbed by domestic demands, white the Japan

covers more than 30 percents of the tota一 supp一y (4).

Besides, the intra-industrial commerce between Japan and East Asia

is dominated largely by the intra-enterprise commerce. (n 1993, for the

e一ectric machines, the sa(e of the products is occupied by the mother

firms in Japan. And, the supply is too occupied by the mother firms for

89 percents. Therefore the re一ation between mother firms and Iocal

firms is very dense in the principaJ sectors ( general machines, precision

machines).

These facts indicate the evolution of the Japanese manufacturlng

industry. The same categorie of the product is fabricated inside and

outside of the Japan. ln
generaいhe

hi9h va山e added product is produced

in Japan but the standard categorie is transferred to Asia and exported

to the Japan. So it implies the enlarged production in the asian countries,

whereas to nowadays the Japan has maintained the total range of the

industrial production,
"

ful] set production''(Seki 1993).

3. INTEGRATED SYSTEM V.S. DECENTRAuZED SYSTEM

Could the japanese mother firms develop the decentra一ized production

network system? In effect, concernlng the reg10nal production network

system, there are two conceptions which exist and oppose each other･

The typical case of the decentrafized production network was set up by

the americans m山tinationals. By contrast, the Japanese Production is

known for the high level of 一ong time keepln9 0f the interna一 and

external relations of firms(Aoki 1984,Asanuma 1985). We cou(d so ask

if this distinction is a一ways possib一e in nowadays. We cou一d also ask if

ills possible for the )apanese firms to realize the decentra)ized system
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in East Asia.

Concernlng the japanese system, we can note that the subsystem of

the sub-contract p(ays some specific roles(Kato 1 997). When we compare

the IDL concerning the co for TV production between Japan and USA, we

affirm one clear difference between two countries･ (n USA, the down

stream of high 一abor I'ntensity was important一y transferred in forelgn

countries,in the deve]oplng COuntries･ But thejapanese f)'rms have always
kept the integration of the process in their country, in spite of their

engagement in the transfernng of the factories in the foretgn countries･

fn USA, the transfemng of the color TV production began in 1970's and

the main process were transferred to 1977 except the final assembTy.
The characteristic fact is that the tota一 process of the high intensity

of Jaborwere put out in Asia and Mexico.

ln comparison with thJ's, the Japanese Particularity consists in the
fact that the mother firms keep themse一ves the down stream process

and simu(taneously transfer them in the sub-contracting firms･ The

particularity of the relation of mother firms and sub-contracting firms

js very welf known : not only the fatter offer the cheap manpower,

which seems an universa一 fact of the sub-contracting firms, but also
the､sub-contracting firms devefop their own technofoglCa[ ame一ioration
in the lon9 time ｢elation with their mother firms(5). The categorie of
the japanese smaH and middle firms is so wide, the tota一 constituting

the .fkeiretsu1. system. There are smaII and middle firms which are

specialized on(y in the simp一e operations. There are a一so those who are

=ea｢ly equa一 partner with the mother firm･ There are a third categorie

of the SMF which are intermediate between two other categories･ This

third categorie is speciafized J'n the process of high intensity of (abor

but possesses the ml'dd(e lever of the technoJogfeS･ The efficiency of
the system consists in the fact that the mother firms don't transfer

the totaf process of the down stream production in the sub-contracting
firms but keep them partiaJJy in their own factory･ But the process
kept in the mother firm is totalfy automated, on the contrary of those

transferred in the sub-contracting firms･ So the process of the same

function exists in paralfel inside and outside of the mother firm. There
are certain merits of this system･ In the first, the mother firms can

economize the fixed costs by exteriorization. The small and midd一e
firms workers are Iargely lnStable and feminine workers. The mother
firms can a一so avoid the "abuseH of the extreme一y automated process･
With the variation of the order, the profitability of the automated fine

changes very importantfy･ Jt is so the SMF which assumes the function

of the shock-absorber･ Otherwise, this binary system is important to

develop the amelioration o fthe production fine･ That･s to say to discover

the accountab(e equilibrium between advanced mechan]･zation and
standard Jabor operation.
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so, this difference'of sub-contracting network exists behind the

difference of the american and the japanese lDL. This fact is linked

with that the Japan could avoid to nowadays the hollowing out which

took p一ace in the USA in the eighties･ We can now propose two forms of

the intra-firms IDL. ln the integrated system, the coherence of the

manufacture remains in the mother country and this coherence is also

realized with the relation of the outside of the country. The other is

the decentralized system where the manufactunng integration is assured

only at the reg10nal or world wide JeveI･

The decentralized network has also its merit(Cohen
i 998). Concerning

the electronic sector, the americans firms have greatly transferred the

Iabor intensive process in East Asia･ Because the american transplants

were founded at the end of the sixties, the 一ocal firms achieved a

certain level of the techno]ogleS･ Besides, the transfer of the technologleS

was very encouraged by the mother firms. So the tocat firms engage in

the complicated production･ 1n the case of the e[ectronics･ the local

firms in Asia now can assume the tota暮range of the hard production･

The mother firm occupleS Only the R&D･ This is the case of the real

decentralized network system･ In comparison with this form, in the

network formed by the japanese multinationals, fTaII re(ations were

between center and periphery･ Organizationalty, it was not yet a network

: but more a whee一 with many spokest-(Cohen 1998).

we cou一d so note the contrast of the two different systems. The

japanese multinationals don-t arrive at the ho一low-ng out stage. And

they extend the domestic system in East Asia･ There are not yet the

solid decentralized relations with the east asian partners･ We could

refer to this point Iater･ On the other hand, the world wide optima一

production could be realized by the decentra一ized system･ The only

prob(em seems that this merit was largely compensated by the dec一ine

of the competitive advantage of the made in America1

4. THE JAPANESE SMF tN CHINA

ln the second half of the eighties, the FDl by the japanese SMF were

rea一ized for the 40 to 50 percents in North America in the commercia一

sector. But from the 1990, the chinese market absorbs the 一arge part of

the Japanese FDL And it is the texti一e sector where are concentrated

a一most half of the investments of the Japanese SMF. So, the chinese

product covers the half of the c一othes import market in Japan in 19931

The market share of the NIES and the ASEAN is Z5 percents in this

sector.

These investments aim essentially at the cheap feminine workers･ We
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can note that the total AsJ'a covers more than 50 percents of the total
femJ'nine empJoyment of the world･ The industrialized countries supply
about 30 percents and the LatinAmerican countries supplyonfy 5 percents.
(t is especia[ly the East Asia which covers 36 percents. The China
seems so nowadays to be the favorite 一and for the organization of the
work -'畠(a taylorienne'- in the textiJe and the assembly process. The
tay(orism born at the begJnnlng Of the 20th century didn･t yet die. It is

comp(etely out-dated as the modeJ of the organization of the work but
remains avai(able as the starting point of the rationaJization of the
production･ EspeciaJly the chinese (of =ongkong) and japanese SMF a,e

active for the research of the Low levef of the unit cost of the fabor.

PotentiaJly･ there is a rISque Of the holfowlng Out in Japan in the SMF
sectors relocated outside the country･ After the reJocation, it is probabfy
the feminine workers who are greatJy influenced by the shock of the
reJocation (Fujimoto et aJ. 1997).

5･ EVOLUT(ON OF THE JAPANESE TRANSPLANTS JN ASIA FROM 1970

To nowadays we can note three waves of the japanese FD-( Tab. 3).
The first two waves are refativefy smalf and have occurred in the
1970s･ Fi｢stly･ from the 1972･ the process of the high i=tenslty

Of
labor was relocated in the sector of the textile, eJectronic because of
the down of the competitive power of the price ( increase of the wage
and of the rate of exchange of the Yen)I Second-y, from 1978, the
japanese FDJ increased in Occident to avoJ･d the expansion of the
Protectionism in the forelgn COmmerCe･ So the amount of the Japanese
FD[ in 1978 ( some milJiards of dolfars) doubled the amount of the past
year･ Thirdfy･ from 1985･ the thJ･rd and great wave arrived･ ln effect,
from 1984 to 1989･ the f-ux of the FD- increased from 10 to 67,5
miHiards of doJIar･ And the Japan became the top investor･ The farge
Part Of this i=c｢ease were dominated by the FDl in the tertiary sectors :

finance, assurance, rea一 estate.

This evo(ution is quite clear･ as the tab(e 3 indicates it･ Concernlng
the relation between the Japanese muftinationafs and the regiona一
PartnerS･ We COUJd find also the evoJution (fnoue 1998)I In the 1970.s,
the image of the Heconomic

animaf" was very dominant. The re(ation
with the japanese transplants was very c一osed, JittJe flexibJe. The
transp(ants were severely controffed by the mother firm and the posts
of the direction were mainJy occupied by the detached japanese. The
re一ation was founded upon the domination.

Twenty years after･ this refatI･on stiff remains for the fundamental
asPeCt･ But there was a change in the 1980s

where the performance of
thejapanese management becamevery c-ear (6). So, the,e was a transition
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from the boycott of the made in Japan to the introduction ofthejapanese

production system(JPS)
in East Asia. According to the case study (

Itagaki et aL 1997), the contro一 of the loca一 management
is transferred

more in the asian transplants than in the americans･ lt concerns the

automobi(e and the e(ectronics sectors(assembly and components).
Jn

other words, the asian transplants depend on the JPS concernlng the

person-s factors, thatTs to say, division of the task, polyvafent sk川,

Iear=-n9 by doing, system of wage, internal promotion, recruitment of

the chief of the production. But the management of this system is

transferred to the focal persons･ In USA, the Japanese transp一ants were

founded more recently, so they are,managed by the JaPaneSeS･ Whereas

in East Asia, with the experience from the 1970s, thejapanese presence

is despalrlng Jn favor of the local direction･

Anyway, thejapanese mother firms must estab一ish the equal partnership

with these transplantsI The FDl isn-t a simple transfer of the capitals,

but constitutes the tota一 know-how of the manufacturlng.

6. INVESTMENT BY THE JAPANESE SUBSJD(ARIES

Because the Japanese Subsidiaries founded in the third wave of the

FDI begln tO make the profit, we must take account of this profit to

get the rea一 ima9e Ofthe FDI･ For examp一e, i= 1993, the amount of the

FD[ in the manufacturlng Was almost equaho that of the investment by

the japanese subsidiaries in the same sector( the totaJ equal to 24

milJiards of doffar). This total amount are distributed in Asia with 9,l

m川iards of do=ar and North America with 8,5 mi=ards of do‖ar.

The asian dynamic is farther clear, if we see the detail of the

japanese subsidiaries investment in the world ( manufacturing sector)
( Tab. 2). From 1989 to 1992, the value of this investment increased

rapidly. And the subsidiaries in the ASEAN marked a big evolution. The

performance of the asian subsidiaries is better than the those of other

zones. And the high profit rate leads to the high level of the investment

rate. The investment by the own resources is very Important in the

ASEAN ( Tab. 2). So, the investment by the mother firms decreases

c暮earfy.

This financia) autonomy opens the new direction for the Japanese

subsidiaries ( Tab. 1 ). They rea]ize now their own FDL EspeciaHy, they

are the subsidiaries Iocated in Hongkong, Singapour which invest in the

near countries. This indicates the enlargement of the IDL by thejapanese
firms (7).

7. TOWARD A NEW CONFIGURAT10N OF丁目E IDL IN ASIA
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There are certain authors who speak of the new sty一e of the旧L

which appearedin EastAsia (Nishikawa 1 99Z). Foflowingus, thissituation

seemsto be conceptuaJized in theprobJematicofthe.'reguJation approach"

(Lipietz 1985, 1993)･ Indeed, the first turning point was at the half of

the seventies marked by the emergence of the MCs called so at that

period･ To this date, the classica) form of the )DL was dominant, that･s
to say, the commerce between industrJ'af products and primary products.
But at this moment, the occidentaf muftinationals had taken the strategy
to t｢a=sfer their factories i= the develop-=g countries･ This strategy
was necessary faclng the decfine of the fordist regfme Of accumulation
in industriaJ nations･ Jn reverse, the strategy of the expansion of the
industria( circuit of branches in the world wide feve- was favorab一y

accepted by the deveJoplng COuntries which were begfnn[ng the take off
by offering the necessary condition of the production and especiaHy
consumption for the FDJ( Lipietz 1985, Ominami 1986). At this epoch of
the seventies, there was the configuratf･on which permitted the partiaf
solution of the crisis of the fordist reg-me of accumulation for the
OECD countries and also the emergence of the NICs. Then, we can define

thJ's configuration as a second IDL, in comparison with the first fDL

which remains yafid even after this period but no more dominant form,

Then, in the eighties･ we saw appear the distinction between surplus
countries and the deficit countries in the ba(ance of the foreTgn trade･
On other side･ there were the nations which disappeared from the NICs

of the seventies･ The cause of this exc一usion of certain countries out of
the NICs can be explained bythe fact that it wasthe productl･on compfexity
(eveJ which determined the competitive advantage of the nations.

And we could say that it was perhaps the trade imbalance that was an

accelerator of the reglOnal economic J･ntegration in the eightJ･es･ ft is

the institutiona( change which characterizes the integration in North
America and in Europe･ In comparison with this, East Asia isn･t so much
institutionalized･ But it was exactJy in the middle of the eighties that
this region entered de facto in the economic integration process.

As we saw it, the Japanese mUlti=ationa-s follow the integrated

system of the ｢eg-onal production network･ On other side, we saw the
international diffusion of the growth among the east asian countries,

each nation benefiting from the hierarchicaJ formation of the fDL. These
Processes Permit the formation of the inte9ration of the asian zone.

Even )'fthe process is quite different between Europe, North America

and Asia, the formation of the three pofes is very cfear. It is in this
COnteXt that we cou一d propose the third旧L.

(n effect, there is some essential aspects of this new configuration･
The first, it is muJtipolar in each zone･ -n Asia, the position occupied
by the South Korea and Taiwan seems crucial･ They have developed the
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FDI from the end of the eightiesI The increase of the FDI by these

countries reflect the increase of the labor unit cost･ The rise of the

wage and the evolution of their currencies promoted the transfer of the

labor intensified industries ( texti一e)in the ASEAN, China･ They become

so important capital exporter･ For example, the China absorbs almost

half of the taiwan FDl and a fourth of the south korean FDl in 1995･

Besides, these countries try to reinforce their production network. The

south
korean FDI is concentrated in the manufactures ( 55 percents in

30 past years) and distributed in different regions(Asia-
50 percents･

North America-30 percents, South America-6 percents in 1995)･ In

contrast, the taiwanese FDl is concentrated in both manufacture( 43

percents ) and finance ( 40 percents)･
tt is distributed in Asia(64

percents) and North and South America(3Z percents)･

south Korea and Taiwan remain dependent on the Japanese Or american

technologleS but their position becomes more and more important in

the zone. We could refer also to the multicenter of Hongkong, Singapour

which constitutes the head quarter of the multinationa]sI

secondfy, the intraイegIOnal trade is 一ess developed in Asia than the

Europe･ We can affirm the tendency toward the self-reliant deve一opment

of the East Asia･ Concerning theヲxPOrt･the
intra-asian trade( NtES,

ASEAN,China) covers 26 percents m 1985 and 41 percents in 1993･

concerning the import, the intra-asian trade covers from 30 percents

to 37 percents (1985-1993). Including the Japan, the rate of cover of

the intra-asian trade rises up to 47 percents i= import and 53 percents

in export in 1993･

FinaTJy, theJaPanSe forefgn trade and FD[ are more and more structured

in East Asia･ TheJaPaneSe export goes tO be substituted by theJaPaneSe

transpLants･ And these subsidiaries begin their own FD[･

8. 1MPLICATtON FOR丁目E EUROPEAN MNF

what is the implication of a一lthis analysis for the european MNF? lt

seems not sure that the european MNF will be excluded from this zone

because of the geographic distance and the asian countries competitive

power. For instance, the japanese industryls performance is very well

known. But this doesn-t mean that a]t made in Japan are equally

competitive in the world market･ lt is especia一ly ln the machine and

assemb一y industry that the japanese performance is achieved ( quality

of the production, date of the de一iver).And this sector is considered

nowadays as the key industry in the world economic competition･

However, there is also the reverse of the coin. fn other words,

exceptlng the key sector, the performance of the Japanese manufacture
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deteriorates for two reasons･ First一y, the Japanese competitive power
is aJways faced to the fluctuation of the exchange rate of the Yen. On

this side･ the price competition is very cruciaI･ But secondfy, there is a

endogeneous reason for the degradation of the japanese performance. It

concerns the maf'n characteristic of the Japanese economic system. In

order to defend the internal market from the wor一d competition, the
cost of the certaJ'n infrastructure becomes so hl'gh that the Japanese
frims themselves begm to transfer their factories outside the country.
This high cost concerns also the human powers. )n order to maintain the
Hsacred treasures'1 of the Japanese economic system which concerns

especiaIIy the fife long empJoyment･ the Japanese manufacturmg fl･rms

continued to nowadays to preserve the overemployment. 1t was a一so the
interest for the fJ'rms to keep the manpower alJ the time l･n order to

react rapidly agaI'nst the fluctuation of the demand.

This means that the made in Japan is now faced to the limit of the
system because of its success1 0n this side ,

it seems not so difficult
to counter the Japanese manufacture for the fore唱= firms especia一-y
for the european MNF･ Quite recent[y, the japanese group of the big
firms and the t'sogososha.7 coufdnft galn a Victory over the ABB, swedish
multinational in the competition for the contract of the construction of
a big generating plant in China･ This news was accepted i･n Japan so

f'mportant(y that it made a big tit一ein thejournaI Nikkei :
--

shock of the
defeat.'･

H

menace of the ABB''or l･limit of the national champion".
Besides･ this news isn-t a rare case of the world market competition.
This means the accelerated deterioration of the structural probfem of
the Japanese inter=al system･

0= other side, the european MNF cou-d overcome the geographic
difficulty･ developlng their strategy executed to now･ The european FDI
in China can be characten'zed by three factors : market driven investment,

contract of the long time cooperation, foundation of the decision

center(Jetro/investment 1995). ThJ's means that the european
investments are more deep rooted in the chinese market than thejapanese
MNFI Because the latter is concentrated in the sector of high intensity

of labor･ Bes]'des･ as we saw f't･the Japanese MNF aren･t very motivated
for the technolo9y transfer.

Of course･ we could foresee the )oint asian-european investment in

the asf'an market･ This type of J･nvestment isn･t rare in the wor一d market.
Beisdes･ it wou)d promote the rear cooperation without entenng fn the
economic war among the three poles.

TO NOT TO CONCLUDE

The consideration above indicates that the articu-ation between p-uraJ
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investors is very possible in the asian market. Besides･ it would 一ead to

the formation of the autonomous economic regfOn in Asia, not to the

dependence of yesterday･

The european and the asian zones are very contraSted･ The former is

the long time construction on the institutional aspect, but suffers from

the stagnation from over twenty years because of the po(icy of rigor.

The 一atter is very dynamic benefiting from the growth effect in the

regfOn, but necessitates inevitab一y the institutiona一 framework･ These

two zones were separated without the communication means before the

western shock at the end of the XJXth century. ProbabTy we are faced

with the beginn]ng of the real construction of the two zonesl relation

beyond the eastern shock of this day.

Notes

(1) Wor一d Bank(1993) too advocates the opening of the economy for the

take off. Itjustifiesthus the..market friendfy interventionT.I But according

some authors of the econometric evaluation, the export didn't so much

contribute for the value added growth in South Korea and Taiwan･ See

Rodrik 1995, Okuda 1996.

(2) Concerning the chinese performance after the opらning of the country,

we note that the success isロ-t the simple resu一t of the liberal po一icy

aiming at the introduction of the free market princ-p]es･ but was prepared

by the industriaJjzation experience before the openfng･ We must take

account of the past heritage of the industria( know-how一

(3) Concerning the contrast of the industrial strate9y between South

Korea and Taiwan, see lnoue 1994,1998.

(4) The intra-firm commerce is very important between USA and Japan･

According to the american statistic, the main parts of the forelgn trade

of the USA for the Japan are occupied by the japanese subsidiaries in

USA : 60 percents of the export, 73 perce=ts of the import in 1993･

Jetro/investment 1 996.

(5) That means the difference of the ‖purchased goods'', ‖ordered goods'',

I-approved designtt. Asanuma 1 985･

(6)The convincing formal analysis was presented at this period in order

to rea一ize the coherent explication of the Japanese SyStem･ This current

of the ana一ysis did contribute for the development of the theoretica一

framework of the theory of the micr･oeconomics･ The peak of the

conjuncture rapid一y passed, thejapanese economy entered in the recession

with the end of the financial bubble 'ln the begglng Of the nineties･ See

lnoue 1992.

(7) The evolution of the rate of the production in the foreign countries

from 1985 to 1993 inasfoHo州ng :Japan : 3 percentsto7, 4 percents,

USA : 17 to Z5 percents, ex-ERG : 17 to 18 perce=ts･ Jetro/investment

1996. The difference between the sectors is very lmPOrtant in Japan :
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automobile (27 percents), appare一 (31 percents), e一ectronic

components(20 percents). Jetro/forei9n trade 1 996.

(8)Some authors say rapidly that this third TDL is on一y a variation of

the new TDL, proposed by Fr6bel et aJ. 1977. We note that this thesis of

the seventies prlVl'leged the muJtinationals. im'tiative
without analyzfng

the socia一 capability of the develop-ng countn'es.
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Tab. 1 Finance of the investment in the capital goods by the japanese

subsidiaries in the foreign countries (1993, loo m川ion of Yen )

_-_■■■■-■■■-l■---一---一--■■■■---l■-■■■--■■■-■---一---------■■■-一一---･-一-■■一■-■llll■-■-■■■■一--■■--■■-■■一一■---■■--■■■■-一-l■-

N]ES ASEAN China USA L.A. EU total

tota1 503 954 675 2.207 363 l.250 6.088

_---■■■-■■--■■-I-I-■-ll■■---lll■l●一■--■■-一-･←■●-■■-■-I---I---一--I-■-■■■-1l--l----------l■l■一--■■■■一---■■-■■-■■■--■-

mother

firm(%) 34 28,9 80,7 42,2 14,9 54,9 45,7

reinvested

benefice(%) 61,4 37,3 17,9 46,8 82,9 42,5 44

localloan 4,6 33,8 1,3 11 Z,2 Z,6 10,5

-_■■■■__
--- -■■■-1一-----■-I--------一一-■■■■-■■■■--

I-■---■■-■一一一一--■l-■-■--■■-一一■■-● --■■-･■■---■-■-■■■-11■■- -1一一■■-■-
■■--一一-■----■

(sources) Tejima 1996 quoted in Hasegawa 1996･
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Tab･ 2 EvoJution of the finance in the investment of the cap]･taf goods
in the japanese manufacturing subsidiaries (mi=ons of doJ far)

-----I-~-■■-■ ==-一一-------■■■-■一一------I-l-■■■-------■-●-･■■--■■-■--I-■■-I--ll一■-■-lll■-■--一一-■-一--

COuntry year A B C D E

~--~~------~----------------------------一--■--■■←-----■_■__--■__-

USA 89 1.Z87,2

92 909,6

EU 89 3Zl,5

9Z 363,5

N忙S 89 721,0

92 350,9

ASEAN 89 548,6

820,7 545,6

832,3 1 74,4

90,5 179,7

469,7 41,8

398,5 40,8

270,4 1 2,0

403,6 106,0

3.593,4 664,2

4･254,3 467,3

834,1 102,6

1･875,4 134,6

1･391,3 107,0

1･325,7 31,Z

1
･449,0

234,3

9Z l･07Z･8 1･899,5 75,5 4･322,- 45,5

~~~~~~--------------------------I---------------●------_-__

tota1 89 3･517,8 2･089I6 891I4 8･739,1 1.316,9

92 3･407,6 3･604,0 329,8 13･354,8 860,1

~-------一一■------------------■■--一一--------■-I--■------------■_l■■__

(Sources) Jetro/investment 1995, on the base of the Inquiry of the
M(Tl.

A : own fonds･ B : loca( loan, C : loan of the)apanese jnvestor,

D : va山e of the tota一 investme=t･ E : amount of the investment by the

mother firm including C.

Exchange rate : 1 doIIar ≡ 142,8 Yen (1989), 1Z4,8 Yen (1992)

-202-



Tab. 3 Evolution oftheJaPaneSe FDI

1950-1970 1970-1980 1980-1990

natura一 resources en一arged market

adaptation for the import

substitution

trade conflict(texti一e) trade conflict

(stee一,co一or TV,

tool machine)

1990-

adaptation for the

I-Yendaka"

trade conflict

(automobi一e, VTR)

cut down the cost

( buy from the foreign countries,

intra-firm asian commerce)

adaptation for the economic reg10nal inte9ration

(Sources) Jetro/investment 1 996.
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第Ⅲ書Iミ

蓄積体帝りのマ ク ロ分析



第8筆

戦後蓄積休制における成長･分配･構造変化

植村博恭(名古屋大学)

1.はじめに

戦後音棟体刑をマクロ経済的軌点から分析するさい､

基本となる分析視角の1つは経済成長と所得分配の関係

である｡この間題は,諸制度の組合せがいかに戦後の葬

金時代の高成長をもたらしたかを分析してきた､フラン

スのレギュラシオン理論ヤアメリカのSSA (社会的蓄

積構造)理論において,共通に重視されてきた｡もっと

ち,両者では若干その強調点を異にしている｡レギュラ

シオン理論は,貸金の消費需要の源泉としての役割を強

調し,賃金主導型成長をいわゆるフォーディズムの典型

的な成長バタンだと見なしているのに対して, SSA理

論は,賃金の他の役割,すなわち費用であり､かつ労働

者の労働努力を引き出す手段であるという役割を強調し､

利潤主導型成長を典型的な成長バタンだとみなしている｡

しかしながら,このようなバイアスを固定化すると,両

理論は歴史的現実を十分に説明できないものとなってし

まう(植村(1991))｡したがって､むしろ様々な制度諸

形態の接合関係とその構造的適合性のいかんによって,

利潤主導型成長と賃金主導型成長との間で成長バタンの

転換が生じたり､さらに,のちにみるように輸山主導型

成長が展開したりするものと理解する必要があろう｡

そのうえで､重要なのは､まず第1に, SSA理論の

いう｢産業予備軍効果｣は労働市場の状態や制度的構造

のもとで変容し､つねにそ1tを補完しあるいは代替する

様々な制度を伴うものと理解し,それらを蓄積体制を構

成するサブ･システムとして位置づけ,他の制度諸形態

との接合関係を分析すること(海老塚-破谷(1991).描

村(1991)),節2に,各国経i剤ま様々な成長バタンのも

とで安定的に成長しうるものであり,特定の時期に成長

バタンの転換を経験することを確認し､それをモデル化

することである(Uemura(1989), MargliI1 and I】h8du-

ri(1990),
Bowles and Boycr(1990)) ｡以下,このよ

うな椴点にたって､怖単なモデルを提示し､戦後日本経

済の成長バタンを検討することにしたい.

2.成長と分配の基本IJ進一油単なモデル

まず,カレツキの有効需要の理論とマルクスの資本一

貸労働関係の洞察とを構成要素とした簡単なモデルを示

すことから始めよう｡

利潤率:資本制的蓄積の目的は利潤であって,利潤率

は資本者積を分析するさいのr卜L､概念である｡利潤率は

次の式で与えられる｡

H X Z

L･-
- × - × -

X Z K

=

〝× u X ∫

【1- (w/q)】 ×uX y (1)

ここで､ rは利潤率､ ]1は利潤,汀Iま利潤シェア､ Xは

産山且､ Zは潜在的産山孟, u(ま稼働率､ yは潜在的産

山王/資本比率,そしてuは生産物賃金率であり､ qは

労働生産性である｡

これら変数の規定関係を分析するうえで重要なのが,

投資と利潤との相互規定関係と貸金がもつ3垂の横能で

ある.すなわち,投資は,期待利潤率に基づき決定さ7t,

利潤は投資決定によって利潤は実現する(Mat･glin and

Bhaduri(1990))｡また､貸金には｢消費需要の源泉,

単位労働コストの捕成要素､したがって利潤からの控除,

そして資本による労働の規律づけの手段｣ (Bowlcs and

Boyer(1990).邦訳p,206)という3塵の枚能がある｡

また､潜在的産LLi丘/資本比率Iま､生産の技術的租税的

諸条件と資本一賃労働関係によって影響を受ける｡

投資と貯蓄:投資決定に関しては､寡占的環境のもと

での投資決定に関するカレツキアンの定式化にしたがい,

次のような投資関数を設定する(典型的には, Row-

tllOrn(1982). T8ylor(1985)にみられる投資関数)｡

J

g
= ∴

J(
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g.+g,(･+g"u (2)

この式は､投資が次の3つの規定要因によって決定され

ることを,示しているo +なわち,長期的な投資環境,

利潤率､稼働率であるo妨1の規定要因は､資本蓄積の

環境を構成する長期的な制度的社会的な要因であり､軒

2の要因は期待利潤率の変化にともなって変動する要因

であり,さらに第3の要因は､標嘩的稼働率を維持する

ための資本設備の嗣_#を示しており,一種の加速度原理

を含意しているoこの節3項目の係数gt]は,投資の利

潤に対する感応性が大きいときには,負になることがあ

る(Marglin and Bhadri(1990))｡

(2)式にKをかけることによって,つぎの方程式がえ

られる.

I(a.X) - i.ll-i,(1-a)X+i.Xy-' (3)

ここで､ i,fま投資の利潤に対する感応度, aは賃金シェ

ア(すなわち, a-u/q)を示している. yが一定の

ときは, i.は投資の産山真に対する感応度を示すこと

になる.

他方､貯蓄に関しては,カルドア型貯蓄関数を仮定し,

貯蓄は利潤と賃金との双方から行われるものとすると､

S(a.X)- s.+s,(I-a)X+s_aX (4)

ここで､ Sは籍貯蓄, s.は利潤からの貯蓄性向, s,は

賃金からの貯蓄性向を表している｡

以上から,商品市場の均衡粂作をつぎのように定義す

ることができる｡

I(a.NトS(a,X)+(G-T)+(EX-tM)-0 (5)

ここで, G､ T, EX, IMば,それぞれ政府支11I,秩,

輪山,輸入である.これらの変数は､ここではすべて外

生変数として扱わ1t･る,本論文では,粂作(5)を満たす

産t.u景と賃金シェアとの関係を｢実現tf[]線｣ (RC)と

呼び, X-h(a)と表すことにする.

射二に分配率の決定について怖単に検討しておこう｡

賃金シェア∂は,実質貸金仙と労働生産性qによって決

定されるが,必ずしも｣尭的な決定方程式が存在するわ

けではなく､それは制度的社会的要素に依存して可変的

な性格をもつ｡この点にさらに付肯すれば,実質賃金の

決定は､特定の貸金交渉制度のもとで労働市場の状態に

反応しつつ達成される嗣盤様式に依存するのであって,

例えば, ｢産業予備平効果｣の作用や実質賃金と生産性

との関係も､制度的相成に依存する｡労働生産性に関し

ても,特定の生産システムのもとでの嗣登楼式が,産山

長の増大が労働生産性を上昇させる効果(Ⅰくaldor-Ver-

doorn効果)や実質貸金の上昇が労働生産性を上昇させ

る効果(効率貸金)の強さを規定することになる.以上

の複雑な決定関係を確認したうえで､ここでは単に賃金

シェアaと実質産Lfii･Xとの関係を｢分配ttb線(DC)｣

と呼んで,形式的にa-k(X)と表すことにしたい｡

さらに,実現曲線(RC)と分配rffl線(DC)への粥

並のされ方を,つぎのように仮定しよう｡

X

--q[I(a.X)-S(a,X)]
X

(9)

a

-=-Pta-k(X)]
a

ここで,
a>0, P>0は,それぞ)t産Lu圭と貸金シェア

の嗣盤速度を表している.このように定式化したとき実

現曲線(RC)上でk-oとなり,分配曲線上(DC)

でa-0となる.ここで,実現Ilb線(RC)と分配曲線

(DC)を全教介して並理すると,剛h線の傾きをつぎ

のように得ることができる｡

(s.-s,-i,)

RC[s.(1-a)-s.a]-[i,(I-a)+i.y-']

(dk(X)/dX)

(10)

(ll)

3.異なる成長パタンとバタンの変化

実現曲線(RC)の傾きと分軌fb線(DC)の傾きは,

各国経捌こおける投資行動と分配托抑係の性格を表して

いる.そして､こ1Lら2つの仙線の組合せによって各国

の成長バタンの特徴が析Llほれる.まず,投資行動の性

格を実現曲線(RC)に基づいて,場合わけすることに

しよう｡ ｢利潤主串型成長レジーム｣ ((dX/d
a).｡
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<o) :賃金シェアを引き下げることによって,成長が

促進されるo ｢賃金主導型レジーム｣ ((dX/d a)
RC

>o) :貸金シェアの上昇によって成長が促進される

(これらは､ Marglin and Bhaduri(1990)の｢高揚論レ

ジーム｣と｢停滞論レジーム｣に対応する).商品市場

の安定性を仮定すると､ (ll)式から明らかなように､も

し投資が利潤に対して強く感応し､その感応度が利潤か

らの貯蓄性向と貸金からの貯蓄性向の差を上回るならば､

利潤主導型成長となり､そこまで大きくない場合は､貸

金主導型成長となる.

次に､分配関係を分配曲線(DC)の傾きにしたがっ

て分類しておこう｡ここでは, SSA理論の｢産業予備

軍効果｣という青葉を用いて分類するが､ 2つの留保条

件が必要である｡まず､節1に労働市場の需給圧力や失

業の脅威が貸金と労働努力とを規制するものが｢産業予

備軍効果｣だといっても,その作用は､制度的要因に大

きく依存しており､国ごとに様々な制度化された形態を

もつとうこと｡また,第2に,技術革新や規模の経済に

よる内生的な生産性上昇を考慮に入れると､所得分配を

規制するr産業予備軍効果｣も､それらの影響を受ける

ということである｡

この後者の問題を視野に納めて､ここでは｢部分的産

業予備軍効果｣と｢全体的産業予備罪効果｣という概念

区分をおこなうことにしたい｡すなわち､労働市場の需

給状態が規模の経済による生産性上昇とは独立に貸金シェ

アに与える効果を､ ｢部分的産業予備軍効果｣と呼ぷ｡

しかし､実際には産出量の増大は､労働市場の状態に形

響を与えるとともに規模の経晴による生産性の上昇をも

たらす｡したがって､それら全体の効果を問題としなけ

ればならない｡すなわち､資本蓄積に伴う産出長の増大

〟,賃金シェアに与えるこの全体的効果を, ｢全体的産

業予備軍効果｣を呼ぶことにしたい｡ ｢産業予備軍効果｣

によって｢利潤圧縮Jが生じるのは､この全体的効果と

して生じるi)のである.ここで,この全体的産業予備軍

効果を,場合わけしておこう｡任)(d X/d a) DC>0

ならば,全体的産業予備軍効果は有効に作用しており,

賃金シェアを規制していることになり, ⑦ (d X/

d
a) ｡｡<0ならば､それは有効に作用していないこと

になるoこれらいずれのケースになるかは､貸金交渉制

度だけでなく労働組紙の編成や技術進)$1のあり方にも大

きく依存する｡

以上から､実現曲線(RC)と分配曲線(DC)とを

組合せることによって､様々な成長バタンをその安定性

とを確認することができる｡まず､実現曲線(RC)と

分配曲線(DC)との交点(X-0. a-0)における成

長レジームの安定性であるが､それは次の式で表すこと

ができる｡
(り

[器IR｡-ifl｡｡]×器'<o(12,

したがって､次のような成長バタンを確認することが

できる｡

(A)制度化された貸金主導型成長(あるいは｢フォー

ド主義的蓄積体制｣モデル) :投資が需要にきわめて感

応的で､実質賞金が労働生産性と明示的あるいは暗黙に

インデクセーションされているときに､この成長バタン

が成立する((dX/d8) †｡>0かつ(da/dX) DC≒0)｡

この成長バタンのもとでは､賃金上昇は事前的(ex an-

te)である｡そして､このインデクセーションがくずれ､

貸金シェアが活動水坤の上昇とともに大きく上昇する場

令((dX/dLl) R｡> (dX/dLl)
DC>0)､システムは不

安定なものとなる｡

(B)利潤主尊型成長:投資が利潤にきわめて感応的

なときに､この成長バタンが発生する((dX/d8) I｡<

o)｡この成長バタンが安定的であるためには, ｢産業予

備軍効果｣が効いているか((dX/d且)
｡c>0)､あるい

は貸金シェアの動きが少なくとも投資に対して抑制的に

働いていること((dX/da) ｡c< (dX/dLl)
RC<0)那

必要である｡ここでも,中長期的には貸金上昇が生じる

こととなるが,そこでの貸金上昇は､事後的(e又POSt)

である｡

(C)成長パタンの変化の可能性:成長バタンは,令

国ごとに､また時期によって異なり,資本者横の特定の

局面で変化する可能性がある｡ここで､成長バタンの転

換を生じさせるいくつかの可能性を指摘しておこう｡ ㈹

まず第1に､貸金主導型成長がある程度持続し､それに

よって設備の完全稼働が達成されたとしよう｡そこでは,

実質貸金と利潤率との背反関係が複活し､実質貸金と利
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潤平とがともに上昇することは不可能となる｡こうして,

貸金主導型成長から利潤主薄型成長へのシフトが生じる

(RowLhorn(1982). Marglin and Bh8dlJri(1990))｡妨

2に,もし利潤主#型成長が持続して完全雇用に到達し､

それによって利潤圧縮が生じたとしよう.それは,場合

によっては､不況-の大きな下方転換をもたらすかもし

れないo この長期的不況過程では､過剰能力が生みださ

汁,それによって賃金主導型成長の論理が支配的となる

可能性がある(Uemur氏(1989))｡弟3に,国際化の進

展が成長バタンに彩管を与えることがありうる｡もし､

経済がきびしい国際放争にさらされるなら､そのことに

よって賃金主導型成長lま維持するのが困難となる｡この

ような状況のもとでは､単位当りの実質貸金コストを抑

えつつ輪山主導型成長を展開することが,可能なlつの

戦略となろう(BowJes and Boyer(1990). Boyer(1994)).

このとき,輪tllの拡大は､稔需要の拡大を,したがって

実現曲線(RC)のシフトをもたらす｡

4.戦後日本経済の成長パタン

きて以下では､これまで論じてきた枠組みをもとにし

て戦後日本経済の成長バタンを検肘していくことにした

いo

(1)概扱

実突GNP成長率:図1からわかるように､それは高

度成長期(1955-72年)には､年率10%以上の成長率を

示したが,第1次オイルショック直前から急速に低下し､

1974年には10.4%まで落ち込んでいる.その後1970年代

後半から堅調に回復し､ 1980年代中葉まで年率4%から5

%の成長を達成している.実質GNPの劾馴こ関しては,

高度成長期には大きく, 70年fe以降小さなものとなって

いる○これは,ヨーロッパ諸国などの諸外国と逆の変動

′iタンを示している点で,特徴的である｡

利潤率:利潤率は,実質純利潤を民間企業実質資本ス

トックで射ることによって計井されている｡図2からわ

かるように,利潤率は,高度成長期にはきわめて高く,

70年代の約2倍の高さを示している. 1969年をピークと

してそれは低下し始め, 70年代から80年代にわたって大

きな回復はみられない.この利潤率の低下の要巨引こ関し

ては,後ほど辞しく検討したい｡

貸本甫構牢:資本甫横串は､民Pq企業実質資本ストッ

クの年成長率(%)によって,計井さ1tている.図2に

よって示されているように, 1960年代において特徴的な

のは,資本蓄積率が約1年タイムラグをもって利潤率の

あとを迫って変動していることである｡それは, 70年に

ビータに達し､ 70年代以降はこのようなバタンは見られ

なくなる.

賃金シェア:日本程前の賃金シェアの長期的変化に関

しては､ ｢個人企業所得｣の抜い方に注意を要する｡固

3において示されているように､高度成長期を通じて

｢個人企業所持｣のシェアは急速に減少している｡した

がって､高度成長期における賃金シェアの上昇は,主と

して｢個人企業所持｣の減少によるものであって, ｢個

人企業所得｣を貸金のなかに含めた場合,貸金シェアは,

むしろ減少傾向さえ示している｡ここでは,資本机企業

の収益条件を問題としているので, ｢個人企業所得｣を

貸金に含めて賃金シェアを計算する｡川

産山圭/資本比率:図4からわかるように､産山圭/

資本比率は, 1960年代後半以降汲少し始めている｡すな

わち, 1966年には1.141='ったが19舶年には0.60まで低下

している.高度成長期末期の産山土/資本比率の減少は,

稼歯車の低下が効いており､それ以附ま急速な技術革新

などが影響しているものと思われる.

(2)高度経所成長期(1955-72年).

高度経済成長は, 1955年の好景気(神武景気)ととも

に開始されたが,ここではデータの制約もあり,統計｣二

は1960-72年の時期を対象としている｡

まず､投資一貯蓄関係をもとに,高度成長期の成長バ

タンを析出することにしようo衷1の推定式(El)と

(E5)より,投資の利潤に対する感応性(ん)は1.38で

あり,利潤からの貯蓄性向(s,)と賃金からの貯蓄性向

(s,)は,それぞれ0.74と0.11である｡したがって,先

の(ll)式の分子は, s,-s_-J',=-0.75<0となる｡また,

当紡期間の賃金シェアと産th景/資本比率の平均値を用

いて分母を計井すると0.18>0となる｡したがって,こ

の期間の実現曲線の傾きは負となり((dX/d8)
｡c<0),

高度成長期の成長バタンは利潤主#型成長であったとい

える｡実際,この時期には,投資は単に利潤利こ対して
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酎ふ的であった/='けでなく､利潤シェアに対しても感応

的であり､企業はその内緋資金以上に投資していたので

あるo 1965年における企業の内部黄金比準(内部資金/

設備投資)は0.68であり､その逆数を取ると1.47となっ

て､おおむねこのマクロ経済的推定の結果と対応してい

る｡州このことを可能とした制度的条件は,間接金融に

もとづくいわゆる｢オーバーローン｣であり､そ1tによっ

て高貯蓄率の労働者の貯蓄が,銀行を通じて系列融資さ

れたのであったo このような制度的構造に支えられて､

高度成長期の日本経掛よ､完全稼働に近い蓄積を達成し､

利潤主導型の成長バタンを示した｡それは同時に投資主

導型成長でもあって､それによって投資財生産部門の生

産性が飛躍的に上昇し､生産財価格が低下していった.

また､こうしてもたらされた経済成長が,勤労者世帯の

増大に支えられ消費需要を大きく拡大させた｡

高度成長期における分配関係に関して特徴的なことは,

賃金シェアがカウンター･サイクリカルに変動したこと

である｡それは,生産物賃金率の上昇が,長気拡張期に

は生産性上の上昇に遅)tをとり,景気稲′ト期には生産性

の上昇を上回ったからである(図5を参照)｡これには,

好況期における投資の増大による生産性の上昇効果と不

況期において終身雇用恨行によって生じた労働保蔵が､

大き(彫響していると考えられる.

さて,このような事実と産業予備軍効果とはどのよう

に関わるの1='ろうか｡確かに,高度桂子剤1E長期において､

労働Tfi場の需給関係は､実質賃金率の上昇に影響をもち,

その意味では部分的産業予備軍効果は作用していたが､

生産性上昇を含む全過程を考えると､全体的産業予備軍

勤果は,効いていなかったと結論される｡すなわち､高

度成長期の大鉢分の時別において､少なくとも､ 1960年

代中期までIよ,資本者横が産業予備軍効果のために反転

することはなかった｡労働市場がこの様な状態であった

のは､地方の農村部でまだ多くの過剰人口が存在し,そ

れが都市部における鼻音な労働力の供給を生みtJiしてい

たからである(N8k8mur8(1981))｡

もちろん実質賃金も傾向的には上昇し,実質賃金の上

昇と雇用の増大によって､消架需要は増加していった

(賃金上昇を可能とした制度的背景､特に貸金体系の果

たした役割については,平野(1993)を参照)｡また,普

川が強調するように農村部から都市部への人口移動にと

もない勤労者LLr帯致が増加し､雇用者所持の割合が上昇

することで,桐梁瀬要の増大を促進したことも重要な要

因である(吉川(1992))｡高度成長期の輸出依存度は′ト

さかったから､ここに大量生産･大量消斯こもと-)'く内

需主導型の経済成長が展開したと言えるのである｡しか

しながら,そこでのマクロ経済的バタンは､例えばR.

ポワイエが定式化した｢フォード主義的昔械体制｣と(i

いくつかの点で異なっている(Borer(1988))｡まず第

1に,大意生産さ)tたのが自動車ではなく,家庭屯横取

品のいわゆる｢三種の神器｣ (テレビ､冷蔵庫,洗濯横)

であったこと｡節2に賃金主導型(消貸主導型)の成長

ではなく.､利潤主導型(設備投資主導型)の成長であっ

たこと｡第三に､明示的にも､暗黙にも｢インデクセー

ション｣は存在せず,賃金シェアは大きくカウンターサ

イクリカルに変動していたこと､したがって実質賃金の

上昇は事後的(ex post)なものであったこと,などが

あげられる.このように､日本の高度成長は典地杓なフォー

ディズムの成長バタンとは規分界なったものであったと

いえよう(この点に関しては､遠山(1990).海老壕

(1990).及び本論文の蓑3を参照)｡

持続的な高度経済成長により, 60年代後半には日本経

7剤ま若年労働者を中心として労働力不足となった.その

ため実質賃金の上昇は加速した｡これが､日本経済の資

本蓄積軌道に形轡を与えていったことは否定できない

(Ito(1990))｡しかしながら､日本における利潤率低下

の要因分解をした表2でみるかぎり､ 73年以前の利潤率

の低下に関しては､産山是/資本比率の低下の影Vが非

常に大きかったといえる｡したがって,日本の高度成長

の終えんをもっぱら高原用利潤圧縮で説明するのには,

若干の無理がある｡この産山景/資本比率の低下の理由

としては,国内哨井需要の飽和や設備投資の過剰化など

があげられよう｡

(3)第1次･第2次オイルショックの問の時期(197㌻

1978)

節1次オイルショック後の深い不況のなかで､日本桂

子和ま大きく成長軌道を変化させることとなった.まず,

成長バタンそのものの変化が確認できる｡高度成長期に
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おいて成立していた内需中心の利潤主薄型,あるいは役

僧投資主導型の成長バタンは､この時期確認しえなくな

る(衆1(E2)を参照).すなわち､この時期企業の投資

ノルムが変化した｡すなわち,製造業の企業は過剰設備

と産tll景/資本比率の大幅な減少に直面し,生産システ

ムと労働親株の合理化に努めつつ､投資の目的を能力増

強型投資から資源と労働を節約しR&Dを促進する合理

化型投資へと転換したのである(図6を参冊)｡このよ

うな､投賓ノルムの変化によって､企業はたとえ過剰醍

惰があり､潜在的産出量/資本比率が低下し,利潤率が

低下しているもとでも設備投資を展開したのである｡

次に,この時期に顕著な利潤率の低下を検討しよう｡

図2と表2に見られるように､ 1973年から75年にかけて

の利潤率の低下は非常に大きなものであった｡この時期

の利潤軍政下に関しては,賃金の下方硬直性の影響が重

要である｡図5に見ら1tるように､生産物賃金上昇率の

低下は生産性上昇率の低下に対して遅れ,こ)tによって

利潤シェアは低下した｡表2で確認されるように､ 1973

年から75年にかけて産山景/資本比率は12.64%低下し

たのに対して,利潤シェアは24.51%も低下している｡''1

これは､都留が強嗣しているように, 1970年代前半に

高度成長期の春閑に将官的であったバターン･バーゲニ

ングが変化することで資本一労働問での貸金の開港様式

が変化し,日本的制度の中で検能していた産業予備軍効

果の作用が弱まったことによる｡特に､オイルショック

後の不況において,企業は終身雇用慣行のもと,余剰人

月をかかえぎるをえなくなり(図7),そのことに対処

するた桝二､新規雇用を削減し,必死で賃金コストを抑

えた(図8)｡こうして, 1976年には賞金シェアは大幅

に低下することとなった｡ 以上の過程において投資ノ

ルムの変化と労使関係の再棺とが､この日木経済の再編

過程を理解する鍵である｡すなわち,民間企業において

は労働者の配置転換は大きな抵抗を受けること年く進み,

それが少エネ化,省力化,スクラップ･アンド･ビルド

を目的とした投資の実行を可能としたのてある｡このよ

うな構造変化を反映して, 1970年代後半には利潤率はい

くぷん回復し,妨2次オイルショックを乗り切るだけの

体制ができあがっていた｡

(4)新しい軌道の時期(1979-1991)

日本経掛ま,節2次オイルショックに際しては､大き

なrr繋を受けることなく, 1980年代には平均し年率4%

を上回る実質GNP成長率を達成した｡この1970年代後

半以降の時期,資本甫横は新しい軌道を描き始れ 日本

経掛ま高度成長期とは異なった成長バタンを示すことと

なった(裳2を参照).すなわち､経済成長率の変動は

′トさくなり,また賃金シェアはきわめて安定的なものと

なった｡さらに利潤率もわずかに低下したものの,低位

ながら概ね安定した.その小幅な利潤率の低下も,衷2

に示されているように､原因は以前とは異なり､もっぱ

ら産出量/資本比率の低下によるものであって,新技術

の帝人やそれに伴う既存設備の陳腐化などの影野が考え

られよう.

さらに,この時期には,投資と輪山との関連が重要な

ものとなり,輸Ll一生導型の成長バタンが展開することと

なった｡実際､衷1の(E3)と(E4)に示されるように､

利潤や甫要状態だけでは投資を十分に説明するものでIま

なくなり､代わって同一年から1年のタイムラグをもっ

て投資が輪t.u数量に反応するようになった(実際,同期

と1年前の輸山敷景と為替レートを鋭明変数に加えると

説明力が増大している)oこの時期の輸山王耕型成長を

支えた論理は,古川にしたがえば以下のようなものであ

る(膏川(1991)).すなわち,効率的な生産が高い国際

鎌争力を生み出し,それによって輸出が大きく増加し,

この楯山に対応して横穣的に投資が行われた｡これは,

1980年代中葉までの輸出が急拡大した時期に典型的に見

ら1tたものである｡

資本･貨労働関係もこうした輪山主導型成長に適合し

たかたちで再編成された｡実井賞金は上昇が抑えられ,

捌こ不況期には大きくその上昇率が低下するというかた

ちで,フレキシプルな反応を示した｡しかしながら,こ

の貸金のフレキシビリティと日本経済の雇用のパフォー

マンスの良さとの因果関係には注意を要する｡すなわち,

大企業の終身扉用慣行のもとで,まず雇用が維持され,

それによって賃金コストが過大なものとなるのを防ぐた

捌こ,賃金のフレキシビリティの確保を余儀なくされた

のであって,貸金のフレキシビリティが満席用を生みだ

したわけではない｡マクロ的に見て賃金がフレキシァル
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に変動したのには､このような大企業部門の調並様式の

みならず､ rf.I)､企業部門でのより放争的な賃金形成と春

闘による調整が貢献している｡㈹いずれにしても､この

ような複合的なメカニズムを通じて,図5で示されるよ

うに1982年から1988年までの間は, (純)労働生産牲と

生産物賃金とは旦色行的に上昇した.もっとも､この間消

那す価格は生産物価格よりも上昇傾向にあったので､実

質賃金の上昇は遅れをとった｡また､この時期の企業組

織内部も輸出主導型成長に連合的に編成された｡人事面

での階層構造と独特のインセンティア･システムのもと

で労働者間の激烈な放争が生み山され,労働者は技術革

新にともなう配置転換,再訓練を受け入れ､長時間過密

労働を行ったのであった｡したがって､フレキシァルな

日本経済の対応というものは,労働組合が協調的で､貸

金要求の抑制と長時間労働という代価を払って､別納t

持を確保したという事実の反映であるといえよう(山川

(1991.1993)の｢企業主義的レギュラシオン｣を参照)｡

5.残された課題-レギュラシオン理論の概点から

こ1tまで,成長と分配にかんするカレツキ-マルクス

型モデルに基づいて､ #,'度成長期から1980糾e中葉まで

の日本経済の成長バタンをみてきた｡最後に,レギュラ

シオン理論の較点から見た場合､重要であると思われる

論点を指摘し,今後の研究課題を明確にしておくことに

しよう｡

まず第1に,ここで検出された成長バタンを､｢フォー

ド主義的蓄積体制｣の典型的な成長バタンと対比してお

くことにしたい｡表3は,この点について,関連する他

の研究英紙も持まえて盤理したものである｡川まず､

｢フォード主義的蓄積体制｣において典型的に扱察され

たとされる産山量の増大と生産性上昇との相互促進効果

に関しては､高度成長期もそれ以後の新しい軌道の時期

においても扱察されるが､需要形成のバタンに関しては､

｢フォード主表的蓄積体制｣では､貸金主導型(消貸主

串型)成長であると説明されているのに対して,高度成

長期は利潤主導型(投資主導型)成長であった｡しかし､

循環を均してみた場合には,投資財部rlと消那一部門と

がほほ並行的に成長しているため､バランスのとれた発

展をしていたものと考えてよいだろう(Fujimori(199))

を参照)｡ (ただし,平成東気の時期においては,投資財

部門の不比例高成長がしばしば指摘されている)｡また､

日本経済の場合､生産性上昇は,消突財部門とともに常

に投資財部門においても顕著であった(字仁(1992)を参

照)｡さらに, ｢フォード主義的菩棟体制｣が成立した制

度的基礎として強調される生産性上昇と実質賃金率の上

昇との明示的あるいは暗黙のインデクセーションは,日

本経済では放棄されず､高度成長期の賃金シェアはカウ

ンター･サイクリカルに大きく変動していた｡新しい軌

道の時期には､貸金シェアは若干減少ぎみながらも安定

的であるが､それは明示的インデクセーションによるも

のではなく､大企業部門の協調的賃金決定と中′ト企業部

門の放争的貸金決定,さらには春闘による嗣並との複合

的結果によるものである｡また､成長率の変馴削こ関し

ては, ｢フォード主義的蓄積体制｣は変動幅の′J､さい安

定的な成長と考えられているのに対して,日本経書引こお

いては,高度成長期には変動幅が大きく,新しい軌道の

時期において変動幅が′トさなものとなっている｡今後こ

のような特徴を確認したうえで､循環的な変軌バタンと

中長期的なマクロ経済構造との関連をより明確にしつつ,

日本経済の成長バタンの全肘象を理論化していくことが

必要であろう｡

第2に､いま述べた賃金シェアの変動をさらに要因分

解してその背後にある網登楼式を明示的に析山していく

必要がある｡賃金シェアは,生産物賃金を労働生産性で

割ったものであるが,さらにそれらは生産物価格･消費

財価格比寧, 1人当りの労働時間､雇用主､実質賃金､

資本･労働比率､稼働率など様々な変致へと分解するこ

とが可能であり､それらを大企業と中′ト企業へと企業規

模別に分割することができる｡したがって､例えば､終

身雇用恨行､賃金体系,企業規模別格差,春闘による嗣

整といった制度的要因が､それらにt'のよに影Vを与え

ているか確定していく必要がある(都留(1992).平野(19

93)参照)｡

解3に,本論文では需要形成と所得分配との関連を解

明することに主眼が置かれ､いわゆる｢生産性体刑｣の

分析は明示的に耽り上げることができなかった｡もちろ

ん苔横体制の多様性と範換とを分析する際には､ ｢生産
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性体制｣の分析は不可欠であって, Iヨ木経7割こ関しては,

終身雇用順行,階層的格差構造などどいった桝度的特徴

〟,生産性上昇にどのように関与しているか､産業予備

軍効果の形懸変化と関らせて､分析されなければならな

い(仮説的な展開としては, Uemura and Ebizuka(19

92)を参照されたい)｡

以上,書果軌ま山積しているが､レギュラシオン理論に

よる日本経済の制度分析が､鼻音な研究成果を生み出し

つつあるいま(l_hFn(1993),磯谷(1994)を参照)､それら

の制度分析を時まえて生産性の内生化や開放体系化を含

むより洗練されたカレツキ-マルクス･モデルを作成し,

構造変化や休系の安定性の検討をも行ないつつ,取後ロ

本経済の蓄積体制の稔括的検討を進めていくことが,い

ままさに急務と青えるだろう｡

注

*)本論文は, Uomur8,[1.(1992) 'Growth
and Distri

button in the Post-w8r R8gimo of AccumuI8tionニ

A Theory and F7c81ities in tho J8P8neSO Economy･

Mondes on D6veroppoment, Tom 20,pp.135-15l,を､

その後の研究の展開をふまえて大幅に加筆修正した日本

語版である.

(1)この安定条件の新出に関しては, Uemura(1992)杏

参照されたい｡

(2)レギュラシオン学派の若手のなかでも､ポワイエヤ

マ-グリンの仕事をうけて成長バタンの多様性と転換

に関するマクロ･モデルが開発されつつあり､代表的

なものとしては, ∧mable,B.and I,ordon.F.(1990)千

Lordon(1993)などがあげられるo前者はマ-グリン=

バドリ･モデルを椎正発展させたものであり､後者は,

生産性の変化を内生化したグッドウイン･モデルによっ

て,生産性体刑の枯渇によって生じるカタストロフィッ

クな構造変化を描写したものである｡また,ポワイエ

が,労働制度の軌曳から経済発展における蓄積体制の

多様性を論じたものには､ Boyer(1994)75.fある｡

(3) ｢個人企業所持｣の扱いについては,一般的な方法

があるわけではない｡分析によっては､利潤と貸金に

一定の割合で分割したりすることもあるが,ここでIま

資本制的企業の収益粂作を閉局としているので､利潤

のrfりこは含めず賃金の巾に入れてある｡このように処

理したときには,貸金シェアが過大評価となる一t'f.,ま

た｢個人企菓所得｣からの消費性向は｢雇用者所捌

からの哨斉性向よりも低いことが消費需要の形成に彩

管を与えることが明示的に扱わ1tないものとなってし

まう点,に注意しなければならない.

(4)ここに示された1965年の内部楽金比率については､

宮崎(1985)(下)p.213,節10 ･

16衷を参照｡

(5)日本経済における利潤率低下の規定要因に関する最

近の研究としては､柴臼】(1993)を参照されたい.そこ

では, 1970年から75年までの利潤率の低下に対しては

利潤シェアの寄与率のほうが産山景/資本比率の寄与

率よりも大きいことが確認さ1tている.この点に関し

ては賛成であり,特に1973年のオイルショック以降は

生産性上昇率の急速な低下によって利潤シェアが低下

したことは､本論文でも確詑されている｡ただし, 19

73年以前の利潤率の低下に関して,別に概潤される必

要があろう.

(6)このような賃金のフレキシァルな対応が可能となっ

た背景には,日本経所特有の格差構造が存在している｡

Uemura and Ebi7.1]k8(1993)では､それを｢階層化さ

れた市場･企業ネクサス｣という概念をもちいて分析

しているので,参照されたい｡

(7)このように｢フォード主義的音棟体刑｣モデルの典

型的バタンと比較したからといって､これはバタンを

明確化する便宜であって,高度成長期が｢フォーディ

ズムであったか否か｣という問題設定にはあまり大き

な意義を見い1='さない｡消費帯要の拡大に支えら7tた

大王生産体刑であったことは確かであり,しかし衷で

示されたような相違点も多く存在していた｡したがっ

て,これはある程度まで｢定燕の間切｣といえるから

である｡
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表1 :推定結果

◇投資関数

(I)I- i. + )',*R-I
+ )1.*X-I

(1960-1972) I- +1657.96 + 1.37554 *IL'-0･25466 *X-･

(o.86) (4_64) (-2.43)

R7=0.98214 SE-l123.09 DW-2.084 (estimated by COCIIR^NF-ORCUTT)

(1973-1978) I - +5189.62 + 0.59267 *IL'- 0･0220065 *X-I

(o.51) (3.50) (-0.60)

RI-0.67174 SE-981.27 DW-2.887

(1979-1988) Ⅰニー75168.3 - 0.99706 *R-I+ 0･74701 *X-∫

(13.24) (-I.17) (2.31)

R'-0.94826 SE-2721.43 DW-1.192

(2) ∫- J'. + )I,*IL. +
e.*EXQ+ e'*EXQ-･

+ er*EXR

(1979-1986)

I = +35501.3
-

0.53449*IL. + 281.667 *EXQ + 503.372 *EXQ-I

(2.74) (-1.32) (2.41) (2.29)

_70.4102*
EXR

(El)

(E2)

(E3)

(B4)

(-3.15)

R'-0.97120 SE-1270.96 DW-2.214

記号: I満開企業実質投資. R:実質(粗)利潤(-実質GNP-実質間接税一実質雇用者所得一実質個人企業所得)-

x:実質産出量(-実質GNP(10使円: 1980年基準価格)),EXQ‥貿易数量指数･輸El'･(1985年-loo)･ EXR:為替レート

(円/ドル). R,‥自由度修正済決定係数､ SE:標準誤差､ DW:ダービン･ワトソン比

◇貯蓄関数

(1)S- sQ + s,*R+ s.*W

(1960-1972) S -

-4675.85
+ 0.74359*R + 0･10983*W

(-6.90) (9.88) (2.55)

R'-0.99815 SE-545.98 DW-1.508

(1973-1978) S -

-4419.59
- 0.O188929 *R + 0.40246*W

し0.29) (-0.05) (2.95)

R'-0.74435 SE-2392.45 DW-2.580

(197911988) S -

-26385.8
+ 0.98956+R - 0.21023*W

(2.22) (3.40) ト1.09)

R'-0.96477 SE-1563.16 DW-1.592

(E5)

(E6)

(E7)

記号: S:民間部門の貯蓄(-実質GNP一実質直接税一実質間接税一実質民間消#).
W‥ (捨)実質雇用者所持(-実質

賃金所得+個人企業所得).

◇賃金シェア

(I)a- a｡+ d.*DOT(X)
+a'*a-I

(1960-1972) & - +0.18385 I 0.0052187+DOT(X) + 0･82902+a-I

(2.15) (-4.56) (7.49)

R7-0.83500 SE-0.OI DW-I.480

(1973-1978) & - +0.21122 - 0.0070028*DOT(X) + 0･78152*Ll-'

(1.71) ト3.80) (5.02)

R'-0.83273 SE-0.01 DW-2.839

(197911988) & - +0.66381 + 0.0005814+DOT(X) + 0･16812+a-･

(2.35) (0.19) (0.48)

R'-0.00000 SE-0.OI DW-2.086

記号: DOT(Ⅹ):実質産出王の成長率(実質GNP成長率)

(2) a- 8. + &.*X

(1965-1970) a
- +0.82025 - 0.0000005*X

(33.97)
-(2.58)

哀,=o.94306 SE-0.00 DW-2.447(estimated by COCHRÅNE-ORCUTT)
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兼2
･利潤率低下の要因分解
(期間: 1969-1973,197.1-1975,1980-1987 )

r E) Y/ーく (A q

1969 0.2211 0.2476 0.8930 17.00 22.60

1973 0.1536 0.2101 0.7311 23.09. 29.24

変化率 -0.3053 -0.1515 -0.1813
+0.3582 -ト0.2938

1973 0.1536 0.2101 0.7311 23.09 29.24

1975 0.1013 0.1586 0.6387 25.18 29.93

変化率 -0.3405 -0.2451 -0.l264
1-0.0905 +0.0236/

1980 0.1227 0.2081 0.5896 28.42 35.89

1987 0.0949 0.1997 0.4752 33.61 42.00

変化率
-0.2266 -0.0404 -0.1940

1-0.1826 -ト0.1702

漂竿弓良品;E*;J貰妄表芸.,㍗:}l{､‥覧t-ナt苦く雪空':,L票.!ヒ,i!'品芸慧苧民
人当たりの実質労働生産牲･

坤) 』 ､

年基碑) 』
F国民経済計算報告(J980咋品
F民間企業賀本ストック( I980

(往) r :別
所得､

(山所)経済企画庁編
経済企画庁編

兼3 戦後日本縫済の成長バタンと rフォーディズム)モデル

マクロ控訴指襟 フォーディズム

収扱■日本

高腔成長朋 新しい机i&の時期

累f*的因果開帳 産山且一生鹿性 産.'liJL一生産性 産山t-生産性

成長′t'ターン 千金Tl叫型(網一対野圭

叫iT!)

投弊fり鮒■1と折井肘部門

の並行的発展

消†肘部門に13りる急激

利潤;-t叫型(投粁圭印型) 拍山立坪型(特にl986年

以駒)

ほぼ姫7--7的発展

投官財部門の方が生産性

両部門閉の関連

生産性上界

生産性と1金の〃I係

Jt丸変1わ

ほぼ姫rr的発展(1=/._Jし

W-況朋には投午財部門の

-))-が拡大)

投斉財部門.消†刑部n

な生産牲上昇 といこ生産性上界 上昇率が高い

実斉ft金｣二界=生産性上 実7tヌ金上昇<生産性上 生産物文金上昇=生産性

丹.m)1示的13よぴ噌那の 拝.インデクセ-ション 上界.したがつてfl偶ン

インヂクセ-シ3rン

変Abの小さい安定的成長

存在せナ.9t金シュ7lJ

カウンター.サイクリカ

′レ

変Ab大

エ.ア一定.実ーヌ金上昇

は遵ltをと冬.明示的rJ

インデタセ-ションは存

在せす一

変Jb′ト

生産と網† 大JL!t慶一大JL嗣* 大JL三ヒ産一大JL消† k!品差別化を組み込んf1

大1生産
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第9章 戦後日本の構造変化と資本蓄積

宇仁 宏幸

本章では､構造変化とレギュラシオンに着目して戦後日本資本主義のダイナミズムを明らか

にする｡経済成長が構造変化をともなうことはよく知られている｡最終需要は消費､投資､輸

出に分かれるが､この3つの割合が変化するだけでなく､消費､投資､輸出それぞれの内部の

品目構成も,所得水準の上昇や国際分業構造の変化に対応して変化する｡本章で明らかにする

ように,戦後日本においては､内容の異なるいくつかの最終需要構造変化が連続的に起きた｡

この構造変化が､資本蓄積のダイナミズムと深く関わっている｡

構造変化が進行する経済は,経済諸変数間の関係というレベルでの独自の運動法則を持って

いるが､それは完全に自律的なものではなく､制度的基礎の中に埋め込まれている｡たとえば

日本は賃金決定や雇用決定に関して､他の国とはかなり異なる制度を有する｡レギュラシオン

様式とよぶ諸制度の形態が､構造変化と資本蓄積との関係を媒介する｡本章では､雇用保障に

関わる制度に限定して､それが戦後日本資本主義のダイナミズムにどのような作用を及ぼした

かを考察する｡

1節では､マクロ経準データを用いた要因分解により,ストック財とその他の財との間の相

対価格変化が､利潤率変化にどの程度寄与しているかを明らかにする｡次に､ 2節では､この

相対価格変化が不均等な労働生産性上昇に起因することを明らかにする｡ 3節では､不均等生

産性上昇の第1の要因として,最終需要の構造変化に着目し､戦後日本においてどのような構

造変化が起きたかをみる｡ 4節では､不均等生産性上昇の第2の要因として､動学的収穫逓増

効果の大きさを検証する｡ 5節では､日本における雇用保障の存在が､動学的収穫逓増効果を

大きくしていることを明らかにする｡最後に6節では､ 1990年代の危機の構図を見た上で､

今後いかなる構造変化が可能かについて考察する｡

1 資本蓄積の加速と減速

戦後日本の資本蓄積のテンポは利潤率の変動にほぼ規定されている｡日本と米国における法

人企業の利潤率を図1に示す｡この図から､米国と比べて､日本の利潤率は大きく変動したこ

とがわかる｡高度経済成長期にあたる1956-70年において､日本の法人企業の資本蓄積率は

平均12%という高い水準にあったが,この高い蓄積率は平均24%という高い利潤率によって

可能となった｡また景気循環を捨象すれば､利潤率の上昇傾向および資本蓄積の加速傾向が認

められることも高度成長期の特徴である｡高度経済成長期における最初の景気のピークにあた

る1957年には利潤率は16%であったが､最後のピークにあたる1970年には32%に達した｡

1970年代半ばを境として､高度成長は終蔦し､日本経済は｢安定成長期｣とよばれる時代に

移行する｡ 1970年には32%あった利潤率は76年には15%に低下した｡ 1976-90年の平均値は､

利潤率が17%､蓄積率が7%である｡ 1980年代後半のバブル経済が崩壊した後､ 1990年代に

はいって､利潤率は低下傾向を示し､資本蓄積は減速している｡戦後日本における資本蓄積の､

このような加速､安定､減速はどのような要因によって生じたのだろうか｡これを､マクロ経

済変数を用いた､利潤率変化の簡単な要因分解によって検討しよう｡
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利潤率は次のように展開できる｡

利潤率-利潤所得/名目固定資本ストック

- (利潤所得×名目GDP) / (名目GDP X名目固定資本ストック)

利潤所得×実質GDPXGDPデフレ一夕

名目GDPX実質固定資本ストック×固定資本ストックデフレ一夕

-資本分配率×
1 GDPデフレ一夕

資本係数 固定資本ストックデフレ一夕

この式にもとづくと,利潤率上昇率は次のようにあらわすことができる｡

利潤率上昇率-資本分配率上昇率+資本係数低下率+相対価格低下率

上式の第1項は､所得分配変化が利潤率におよぼす効果をあらわす｡また第2項は資本係数

変化がもつ効果である｡第3項は､産出フローではかったストックの価格(相対価格)の変化

がもつ効果である｡相対価格変化をもたらす主な要因は､固定資本として使われる財(以下､

｢ストック財｣とよぶ｡ )とその他の財との間の労働生産性上昇率格差(すなわち生産技術の

構造変化)である｡また､ 2節で述べるように､動学的収穫逓増効果がはたらく場合､ストッ

ク財とその他の財との間の需要成長率格差(すなわち最終需要の構造変化)が労働生産性上昇

率格差を発生させる｡したがって第3項は､究極的には生産技術や最終需要の構造変化が利潤

率におよぼす効果であると解釈できる｡利潤率変化を､このような3つの要因に分解した結果

は表1と表2に示されている｡表1は日本､表2は米国の結果である｡期間の区切りは異なる

が､利潤率の大まかなトレンドにもとづき､両国とも4つの期間に分けている｡日本について

いえば､第1の期間は高度成長期であり､利潤率が年率5%で上昇した期間である｡第2の期

間にあたる70年代前半には､高度成長が終蔦し､利潤率の急低下が生じたo第3の期間は安定

成長期であり､利潤率はほぼ不変である｡そして90年代にはふたたび利潤率の低下が生じてい

る｡表1および図2と図3を見ながら､どのような要因によって､利潤率の変化が生じている

かを検討しよう｡図2と図3には日米の法人企業に関する労働分配率と資本係数の推移が示さ

れている｡

表1をみると､日本の高度経済成長期において､利潤率上昇を引き起こした要因は,資本係

数の低下と､相対価格の低下であることがわかる｡とくに相対価格低下率は年率2.6%であり､

これは利潤率上昇率5.0%の約半分を説明する｡これは生産技術や最終需要の構造変化が利潤

率上昇に大きく寄与していることを意味する｡図2に示すように1960年代において,所得分

配率は安定的に推移したために,利潤率にほとんど影響していない｡ 1960年代に入って,労

働分配率が安定したことは､ 1960年に公務員が春闘に参加するなど､春闘を中心とする貸金

決定システムが全社会的に確立したことが挙げられる｡

1970年代前半の利潤率低下は､資本分配率の低下すなわち労働分配率の上昇と,資本係数

の上昇によって､ほとんどが説明できる｡とくに70年代前半に生じた約15ポイントに達する

労働分配率のジャンプの影響が大きい｡70年代前半に労働分配率をジャンプさせた原因として

は,高度成長末期に､労働力不足が顕在化し､その結果として労働組合側の賃金交渉力が強ま

ったこと,さらに､この力は経済成長が鈍化した後もー定期間､慣性により持続したことが挙

げられる(吉川(1994))｡この時期の分配率水準の上昇は､所得分配に関するレギュラシオンの
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部分的見直しとして､理解できる｡

また､ 1976-90年においては､利潤率は安定的に推移する｡この安定の要因は､所得分配

率が安定的であったこと､および､資本係数は80年代後半から上昇するが､構造変化にもとづ

く相対価格低下がそれを打ち消したことである｡すなわち､図3に示すように､それまで比較

的安定的に推移してきた資本係数は80年代後半から上昇傾向を示す｡年率1･3%の資本係数上

昇は利潤率を低下させる作用を持つ｡しかし同じ時期に､相対価格は年率1.8%で低下したた

めに､この作用は打ち消された｡

しかし1990年以降は､労働分配率が上昇し始めたこと､および資本係数の上昇テンポが加

速したことによって､利潤率は低下傾向を示す｡構造変化にもとづく相対価格低下は続いてい

るが､労働分配率と資本係数の上昇がもつ利潤率低下作用を打ち消すほどではない｡

以上見たように､戦後日本の利潤率変化に対して､相対価格の変化すなわち､生産技術や最

終需要の構造変化が大きな影響を持っている｡構造変化は､とくに､高度経済成長期における

利潤率上昇および資本蓄積の加速の主要な要因であり､また安定成長期には資本蓄積の安定を

下支えする役割を果たしている｡

日本の資本蓄積において,構造変化が果たす大きな役割は､米国と比較すれば､より明瞭に

なる｡表2は米国の利潤率に関する要因分解の結果を示している｡米国においても､変化の大

きさは日本より小さいが､利潤率の変化が見られる｡ 1959-66年には､利潤率は年率4･3%で

上昇したが､ 60年代後半からは低下傾向が80年頃まで続く｡ 80年代は安定的に推移し､ 90年

代には上昇傾向が見られる｡日本と異なり､米国においては､利潤率の上昇局面と安定局面に

おいて､相対価格はほぼ不変であり､利潤率に対して何の影響も与えていない｡利潤率上昇は､

資本分配率の上昇あるいは資本係数の低下により生じている｡

2 不均等な労働生産性上昇

先に述べたように､戦後日本においてストック財の相対価格が持続的に低下している理由と

して､ストック財と,それ以外の財との間での労働生産性上昇率格差が考えられる｡次のよう

な方法で､ストック財と,それ以外の財の労働生産性上昇率を求めることができる｡まず､ 『接

続産業連関表』などから､各商品1単位を得るために直接､間接的に必要とされる労働量を算

出する｡この労働量の低下率が､各商品の労働生産性上昇率である｡各商品について求めた労

働生産性上昇率を,ストック財とそれ以外の財に分けて集計する｡このような方法で求めた労

働生産性上昇率を表3に示す｡日本においては1970-75年を除いて､ストック財の労働生産

性上昇率がその他の財のそれを上回るという格差が顕著である｡

他の国においては､このような労働生産性上昇率格差は存在するのだろうか｡他の国につい

て表3と同様の計算を行うことは困難であるので､消費財で測った投資財の相対価格の推移か

ら推測してみよう｡ OECD加盟国25カ国の国民所得統計の消費デフレータと投資(住宅投

資を除く)デフレータから､消費財で測った投資財の相対価格が算出できるo図4はその一部

を示している｡ 25カ国の中で､相対価格の長期的な低下傾向が最も顕著なのは日本であるo

日本は1960年の相対価格を1として93年には0･51に低下するo先進国の大部分では93年

の値は0.8-1.0である｡このような相対価格の推移から､ストック財とその他の財との労働

-221-



生産性上昇率格差は日本において顕著な現象であると推測できる｡

なぜ日本においてこのような労働生産性上昇率格差が生じるのだろうか｡以下ではカルドア

の｢動学的収穫逓増｣という概念を手がかりにこの間題を考察する｡カルドア(1966)は1953

～64年の先進12カ国のデータを使って､産出高成長率gが高いほど生産性上昇率pは高くな

るという関係を実証した｡この動学的な関係は｢フェルドーン法則｣あるいは｢カルドア第2

法則｣と呼ばれるo製造業に関してカルドアが行った回帰分析の結果は､
〟-1.035+0.484

g であった.

フェルドーン法則に示されるような｢動学的収穫逓増｣が作用していると仮定すると､日本

において大きな労働生産性上昇率格差が発生する要因として次の2点が考えられる｡第1に､

産出高あるいは需要の成長率格差であるoストック財の産出高の伸びがその他の財の産出高の

伸びよりも大きい場合､労働生産性上昇率格差が発生するだろう｡第2に､産出高成長率にか

かる係数の値(カルドアの推計式では0･484)が､日本では他の国よりも大きいことが考えら

れる｡この係数の値が大きい場合､仮に他の国と産出高成長率格差が同じとしても,大きな労

働生産性上昇率格差が発生するだろうoすなわち､この係数の大きさは､動学的収穫逓増効果

の大きさをあらわす｡

以下では､労働生産性上昇率格差が発生する要因に関する､この2つの仮説を検証する｡ 3

節で第1の仮説を､ 4節で第2の仮説を検証する｡

3 連続的な需要構造変化

ストック財とその他の財に分けた最終需要の実質成長率は表3に示されている｡大部分の期

間においてストック財の需要の伸びがその他の財の需要の伸びを上回っている｡このような需

要成長率の格差は､最終需要の構成を変化させ､構成比でみれば､最終需要全体に占めるスト

ック財の構成比が増加するoすなわち､戦後日本において最終需要の構造変化が持続的に起き

たoどのようなメカニズムで､ストック財にかたよった需要構造変化が起きるかについて詳し

く考察しよう｡

ストック財の最終需要は,投資､消費､輸出に大きく分けられる｡第1に､投資は,利潤所

得を原資として行われるが､何らかの要因により企業の投資意欲が高まると､利潤所得にしめ

る投資額の割合が増加するo sであらわされるこの割合は｢資本家の貯蓄性向｣と呼ばれ､利

潤率と並んで蓄積率に大きな影響を及ぼす変数である｡
sの上昇は,ストック財にかたよった

需要構造変化につながるだろう｡第2に､総消費支出の一部分もストック財に向かう｡たとえ

ば住宅建設や自動車､家電製品などいわゆる｢消費財機械｣の購入である(本稿では､通常､

投資に分類される住宅建設を消費に含めている)
｡このようなストック財-の支出が総消費支

出に占めるシェアをβであらわすoいわゆる｢フォード主義的消費様式｣の普及はβの上昇を

もたらすo βの上昇も､ストック財にかたよった需要構造変化につながるだろう｡第3に､ス

トック財の輸出の増加も､ストック財にかたよった需要構造変化につながるだろう｡ある程度

の貿易バランスが保たれると仮定すると､ストック財を輸出する国は､その他の財を輸入する｡

このようなパターンの貿易が拡大するとき､その国の国内生産はストック財-の特化がしだい

に進むだろう｡ストック財の輸出の指標として､国内投資需要量に対するストック財輸出量の
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比率を用い､これをγであらわす｡

戦後日本におけるs､ β､ γの推移は表4に示されている｡いずれについてもー定のトレン

ドを持った変化ではない｡上昇している時期もあれば低下している時期もある｡表4にはもう

1つの変数kも示されている｡ kは､ストック財需要額の利潤所得に対する比率であり､以下

では｢需要構造パラメータ｣と呼ぶ｡ s､ β, γの個々の変化が複合された結果が､最終需要

の構造変化であるが､この複合的な需要構造変化の利潤率に対する効果は､需要構造パラメー

タkの変化がもつ効果に集約できる(詳細は宇仁(1998)第3章を参照されたい) ｡賃金所得の

利潤所得に対する比率を九であらわすと､ k-(γ+1)s+β(九+1-s)である.他の変数

を不変とすれば､ s､ β､ γ､九の各々の上昇は､いずれもkの上昇をもたらす.表4による

と､高度経済成長期においてはkは急上昇している｡ 1975年には1955年の値の2倍強の水準に

達する｡ 70年代半ば以後はゆるやかな上昇にかわるが､上昇トレンドは続いている｡ 80年代後

半のバブル経済期の上昇は顕著であった｡このようなkの持続的な上昇は表5に示す米国にお

いては見られない｡戦後日本における需要構造パラメータkの持続的な上昇はどのようにして

もたらされたのかということを詳しく検討しよう｡

まず最初に資本家の投資意欲をあらわすsの変化をみよう｡ sは1955年の0･26から60年の

o.47へと急上昇する｡この上昇をもたらした原因としては､ 1950年代前半に確立された資本蓄

積促進政策や､金融制度の整備が挙げられる｡中村(1981)によると､次のような資本蓄積促進

政策がこの時期に確立し,企業の設備投資を活発化した｡日本開発銀行の設立による低金利の

資金供給､加速償却などによる税制面での優遇措置､外貨割当制度による国内産業の保護など

である｡このような制度に支えられて､鉄鋼第2次5カ年計画､電力5カ年計画､石油化学第

1期計画など重化学工業における大型投資が1950年代後半に実施された｡しかし､ 1960年代以

降においては, sは′トさな循環的変動はみられるが､約0･5で横ばいで推移する.したがって

1960年以降については､需要構造変化パラメータkの長期的上昇に対するsの寄与は小さい｡

sに代わって､ 1960年以降のkの上昇に大きく寄与したのは､ βとγの上昇である｡ただし,

80年代後半のバブル経済期にはsのもりあがりがみられる｡

次に､総消費支出のうちでストック財に向かう割合を示すβの変化をみよう｡ βは1955年の

o.o9から､ 70年の0.18へ単調に上昇している. βには(A+1-s)が乗じられるので､この程

度のβの上昇でも､ kをかなり大きく上昇させる｡高度経済成長期におけるβの上昇は,レギ

ュラシオン理論が定式化した｢フォード主義的消費様式｣の確立､すなわち､自動車や家電製

品などの普及と住宅建設の活発化の結果である｡また｢社会資本｣整備の加速もβの上昇に寄

与した｡しかし耐久消費財はその普及が一巡すると国内市場の伸びは小さくなるoたとえば洗

濯機､冷蔵庫､カラーテレビといった主要電化製品の普及率は1970年代半ばにほぼ100%に近

づいた｡また1955年から73年にカ?けて住宅投資の実質伸び率は､年平均15%であったが､
74

年から85年までは伸びはなかった｡バブル経済期の86年から88年にかけて､年率13%で伸びた

が､その後は再び横ばいとなった｡このように､ 74年以降､住宅建設については｢潜在的には

未だ多くの満たされない需要を残したままで､未成熟な停滞期に入ってしまった｣ (森口

(1988), 106ページ)｡また､ 70年代以降､高学歴化や高齢化を反映して､家計支出において教

育､医療-の支出割合が増えるというかたちで｢消費のサービス化｣が進行しているo以上の
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諸要因により､ 1970年以降βは低下していく｡ 70年に0. 18であったβは85年には0. 14まで低下

し､バブル経済期に再び上昇する｡

次に､国内投資に対する機械輸出の比率を示すγの変化をみよう｡ 60年代後半以降､上昇傾

向を見せ始めるが､ γが顕著に上昇したのは､ 1970年から85年にかけてである｡その中でも80

年代前半の上昇が著しい｡ 70年に0. 19であったγは85年には0.58まで上昇した｡同じ時期に生

じたβの低下は需要構造変化パラメータk､を引き下げる効果を持つ｡逆にこのようなγの上昇

は､ kを引き上げる効果を持っ｡このγのプラス効果がβのマイナス効果をうち消したために､

kは緩やかな上昇を続けたのであるo γの顕著な上昇は､日本の｢輸出主導型成長｣の成功を

意味している.この｢輸出主導型成長｣を可能にした諸条件としては､次の3点があげられるo

第1に､レーガン政権時代におけるドルの過大評価､第2に､日本における輸出財にかたよっ

た労働生産性上昇､第3に,貸金上昇の抑制が日本で早期に達成されたことである｡しかし､

これらの諸条件のうち,ドルの過大評価については､ 1985年のプラザ合意で見直され､その後

はドル安-の誘導が進む｡そして円高が進行する下で､輸出主導型成長は困難となり,
γは､

1985年から90年にかけて大きく低下した.

資本家の貯蓄性向s､ストック財支出の総消費支出に占めるシェアβ､国内投資需要量に対

するストック財輸出量の比率γは､様々な制度的技術的条件の影響をうけて変化するので､い

ずれも､一方向のきまったトレンドをもたない.したがって､それらを集約した変数である需

要構造パラメータkの上昇は保証されていない｡しかし,戦後日本においては需要構造パラメ

ータkは持続的に上昇した｡ 70年代半ば以降､上昇はゆるやかになったが,低下は見られなか

ったoその理由は､次に示すような内容の異なる構造変化が次々と連続的に起きたからである｡

1955-60年

1960-70年

1970-75年

1975-85年

1985-90年

sを上昇させる｢投資主導型｣構造変化

βを上昇させる｢消費主導型｣構造変化

えを上昇させる所得分配変化

γを上昇させる｢輸出主導型｣構造変化

sとβを上昇させる｢バブル主導型｣構造変化

4 大きな動学的収穫逓増効果

戦後日本では､上記のような最終需要の構造変化が連続的に生じたために､ストック財の産

出高成長率がその他の財の産出高成長率よりもー貫して高かった｡産出高成長率gが高いほど

生産性上昇率pは高くなるという｢フェルドーン法則｣にもとづくと,これはストック財とそ

の他の財との間の生産性上昇率格差をもたらす｡この格差の大きさは,この動学的な関係を示

す式における産出高成長率gの係数の大きさに依存する｡日本においてこの係数の大きさは他

の国よりも大きいのかどうか､すなわち日本の動学的収穫逓増効果は他の国よりも大きいのか

どうかがこの節の検討課題である｡

表6は､日本と米国について､ 1976-93年の年次データを使っ■て行った回帰分析の結果で

ある｡全産業､製造業､およびストック財を生産する部門である金属製品･機械製造業という

3つの異なる産業分類レベルでの推計結果を示している｡日本においてはこの3つの分類のい

ずれについても決定係数も高く､また係数の推計値も有意であり､おおむね良好な推計結果が
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得られたoこの3つの分類の推計結果をみると､定数項や係数の推計値に大きな違いはないo

このことから推測すると､産出高成長率と生産性上昇率との関係に関して､産業別の差異は小

さいと考えられる｡日本のなかの産業別の差異は小さいとしても､日本と米国の間にはかなり

の差異が見られる｡米国と比較すると､日本の特徴は,定数項の値が小さく, gの係数が大き

いことである｡生産性上昇率を縦軸､産出高成長率を横軸とする平面上に､日本の推計式を描

くと､図5に示すように, 45度よりやや小さい傾きを持つ右上がりの直線となる｡また､縦軸

との切片は′トさい｡米国の場合は,全産業に関する推計については､良好な結果が得られてい

ないが､製造業と金属製品･機械製造業については良好な結果が得られた｡米国の製造業と金

属製品･機械製造業の推計式を図に描くと､かなり緩やかな傾きを持つ直線となり､縦軸との

切片は日本より大きい｡表6には示していないが1976-93年の製造業について､ドイツの推

計結果は､ p-0.9+0.65g であり､フランスの推計結果は p-2.1+0･69g であった.

gの係数の大きさ､すなわち動学的収穫逓増効果の大きさは､この4カ国の中では日本が最も

大きい｡したがって､仮に他の国と需要成長率格差が同じとしても､日本では大きな労働生産

性上昇率格差が発生するだろう｡

5 雇用保障制度の動学的作用

産出高成長率と生産性上昇率との関係の国による相違は何に起因するのだろうか｡原因の1

っは雇用に関する制度の違いにあると考えられる｡他の国と比べて,日本においては雇用保障

の程度が高いために､ gの係数が大きくなり､定数項が′J､さくなっていると考えられる｡この

ことを図5を使って説明しよう｡いま仮に､米国の労働生産性上昇率と産出高成長率がA点で

示されるとしよう｡労働需要変化率-産出高成長率一労働生産性上昇率 という関係があるか

ら､ A点と45度線との垂直距離が労働需要変化率をあらわす｡ A点のように45度線より上に位

置する場合は､労働生産性上昇率が産出高成長率を上回っているので､労働需要は減少する｡

A点と45度線との垂直距離の大きさは労働需要減少率をあらわす｡このとき､労働需要減少の

1部分は1人あたり労働時間の減少で吸収できるとしても､ある程度は雇用量も減少するだろ

う｡

米国と比べると､日本においては､産出高の伸びが鈍化した場合に､雇用を削減することは

容易ではない｡労働法は労働契約の手続きや内容に対して様々な規制を加えており､使用者側

からの契約解除すなわち解雇に関しても様々な制限が設けられている｡また,企業レベルの労

使協約や慣行として､雇用保障に関わる様々な形態のルールが存在する｡日本の大企業におい

ては､生産量の伸びが鈍化しても､正規社員に関しては雇用調整を実施せず､余剰人員として

多くかかえることが多い｡また機械化の実施に際し､既存の従業員を解雇しないという条項が､

労使協定に入れられている例は多い｡また長期にわたる機械化の計画がある場合､機械化の実

施テンポを一時的に鈍化させることによって､雇用0)減少を回避する例も多い.いずれの場合

も､結果として､労働生産性上昇率がかなり低下するoすなわち,このような雇用保障は､労

働生産性上昇率を技術的に可能な水準よりも下げることによって行われているといえるo図5

で説明すると､ 45度線より上の領域において､産出高成長率と生産性上昇率との関係をあら

ゎす直線を下方にシフトさせ､ 45度線に接近させることによって､労働需要減少率を小さく
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しているのである｡したがって､このような雇用保障がある場合には､直線の切片を示す定数

項の値は′トさくなり､また直線の傾きを示すgの係数の値は大きくなるだろう｡

生産性上昇率を下げることを通じて既存の従業員の雇用を保障するというしくみは､経済全

体の成長に対してネガティブな作用を及ぼすと考えられがちである｡しかし,他方で,次に述

べるようなポジティブな作用も持っている｡すなわち､このようなかたちの雇用保障は､需要

増加局面における､あるいは需要の伸びが大きい商品生産部門における労働生産性上昇を促進

する作用を持つ｡この作用は以下のようにして生ずる｡需要の伸びが′J､さい商品生産部門にお

いて､機械化のテンポを鈍化させるなどして,雇用量の減少がある程度抑制される場合には,

このような調整が作用しない場合と比べて､労働者の生産部門間移動が減少する｡一方､需要

成長率が高い商品生産部門においては､労働需要は増加する可能性が高いのであるが､この部

門の雇用量増加は､労働者の生産部門間移動の減少によって,制限される｡また､現時点で需

要成長率が高い商品も､将来は需要が停滞的になる可能性をもつoそのときに雇用の削減が容

易に行えないことが予測できる場合､需要成長率が高い現時点においても､経営者は雇用を増

加させることに慎重になるだろう｡雇用保障制度に起因するこのような労働供給側および需要

側の制限は､需要成長率が高い商品生産部門において､労働節約にむけた努力を刺激するだろ

う｡このようなメカニズムによって､需要が急増する局面､あるいは需要成長率が高い商品生

産部門において､労働生産性上昇が促進される｡図5で説明すると､ 45度線より下の領域にお

いて､産出高成長率と生産性上昇率との関係をあらわす直線が上方にシフトし､ 45度線に接近

する｡以上見たように､雇用保障が生産性上昇に対して持つネガティブな作用とポジティブな

作用の両方の結果として,日本における動学的収穫逓増効果は大きいのである｡

さらに, 3節で見たように戦後日本においては､内容の異なる最終需要の構造変化が連続的

に生じた.このように激しい需要構造変化をともなう経済においては､雇用の急激な構造変化

を緩和することが必要となる｡なぜなら､新たな労働能力の形成は瞬時には不可能であり,一

定の時間を要し､しかも新たな能力は既存の能力をベースにして派生的､累加的に発達すると

いう,人間的特質が存在するからである｡とくに需要の構造変化が急速に進む時期には,需要

構造変化の速度と､人間の労働能力発展の速度とのずれが大きくなり､調整の必要性が増す｡

日本の雇用保障に関わる制度は､激しい需要構造変化を遂げる経済にとって必要な制度であっ

た｡

6 今後の構造変化の可能性

1節で見たように､ 1990年代の利潤率低下の原因は､資本分配率と資本係数の低下である｡

このうち資本分配率の低下は景気循環にともなう変動である可能性もあるが､資本係数の上昇

は図3に示すように､ 80年代半ばから始まっており,循環的変化ではなく､長期的トレンド

である可能性が高い｡以下では,この資本係数の上昇について検討する｡資本係数の上昇の直

接の契機は､プラザ合意以降の｢円高不況｣対策として実施された金融緩和である｡これによ

って過剰に供給された資金は､当時の都市再開発ブームに乗ずる形で､不動産投機に向かった｡

また株価の上昇も引き起こした｡このような資産価格の上昇は含み益を発生させ､企業は設備

投資を積極化させた｡株価が上昇するもとで､エクイティファイナンスを通じた資本市場から
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の資金調達が容易になったことも､投資の活発化の原因である｡表4に示すように資本家の貯

蓄性向sは､ 1950年代以来久々の大きな盛り上がりを記録した｡資本係数は､ ｢生産能力1

単位当たりの資本ストック｣と, ｢稼働率の逆数｣という2つの変数の積に等しい｡バブル期

の資本係数の上昇は､主に生産能力当たりの資本ストックの上昇によるo

1990年に始まる株価､地価の低下は､企業を取り巻く環境を反転させた｡含み益の減少や､

含み損の発生は､投資意欲を低下させた｡また､投資と消費需要の冷え込みは､設備の稼働率

を押し下げることによって､資本係数の上昇を引き起こした｡問題は､ 90年以降も,生産能

力1単位当たりの資本ストックの上昇が持続していることである｡ 1980年代以降の生産能力

当たりの資本ストックの上昇の原因として､研究開発投資の増加をあげる見解が多い｡しかし､

図3のような大幅な上昇は､単に事業をとりまく技術的な条件の変化だけでは説明できず､あ

きらかにバブル的性格をもつ過剰投資が､この資本係数上昇のひとつの要因である｡さらに､

その背後には､収益性の予測,投資分野の選択,事業計画とその実行時の管理などに関して､

株主や労働組合のチェックが弱いという日本の企業統治構造の問題があると考えられる｡

90年代における利潤率､蓄積率の低下はその継続期間の長さと､低下テンポにおいて､高

度経済成長を終蔦させた70年代前半の利潤率低下に次ぐ規模である｡このような低下は,餐

本蓄積が危機に陥ったことを明瞭に示している｡このような危機局面において､危機からの脱

出方法を諸主体は模索し､いかなる方法を採用するかに関して諸主体は争いあう｡危機からの

脱出は､新たなレギュラシオン様式の構成を通じて可能になる｡

たとえば国際競争の激化に対応して,労働コストを下げ､生産プロセスを柔軟に変化させる

ために､雇用保障の見直しを説く主張があらわれ､実際に､雇用保障の見直しは労使間の争点

となっている｡しかし､ 5節で見たように､戦後日本においては､正規従業員に対するかなり

高い雇用保障と､生産プロセスを柔軟に変化させていくこととは両立していた｡また雇用保障

の程度を下げると,転職や失業にともなうコストが増えるので､労働コストが低下するとは限

らない｡ ｢長期雇用システムについては依然として一定の経済合理性を有し､社会的な雇用安

定効果という点で､その重要性は変わらない｣ (経済企画庁(1996))という見解が正しいであ

ろう｡

以下では､今後の需要構造変化の可能性について､それに関わるレギュラシオン様式にもふ

れながら考察したい｡危機から脱出するためには資本係数の上昇の問題を解決しなければなら

ない｡資本係数の上昇は､その原因が過剰投資や稼働率低下であるとすれば､需要の構造変化

と生産の構造変化とのあいだにずれが存在することを意味する｡資本係数の上昇を抑制するた

めには､このずれを調整していくことが必要であり､そのためには､現在の日本において､ど

のような内容の最終需要の構造変化が求められているか､およびそれが実現可能であるかを明

らかにしなければならない｡

まず投資主導型の構造変化は可能だろうか｡バブル経済期の過剰投資の遺産として､不稼働

状態にある固定資本ストックがかなり残存する状況下では､資本家の投資意欲の上昇は一般的

には考えにくい｡唯一可能性があるとすれば,近年技術革新が急激に進行している情報通信分

野の投資増加である｡次に輸出主導型の構造変化は可能かについて検討しようo 85年のプラザ

合意以降の為替レート調整はおおむね次のように行われている.日本の輸出の増加は,ただち
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に円レートの上昇を引き起こし､輸出にブレーキをかける｡このような為替レート調整メカニ

ズムが続く限り､ 70年代後半から80年代前半にかけて起きたような輸出比率の持続的上昇は

困難である｡また束アジア諸国の輸出主導型工業化が進むと､輸出品目の競合を避けるために,

日本は新たな輸出品目を開発していかなければならない｡これも輸出主導型の構造変化にたい

して制約として作用する｡

最後に､消費主導型の構造変化は可能だろうか｡とくに､消費支出のうちストック財に向か

う割合は増加しうるだろうか｡ストック財-向かう消費支出としては､大きく三つに分かれる｡

自動車,家電製品などのいわゆる｢消費財機械｣と､住宅建設と､ ｢社会資本｣建設である｡

情報通信機器など新しい機能を持っ｢消費財機械｣が次々に登場しつつあること､および住宅

と社会資本については基本的ニーズがまだ満たされていないことから考えると､生活領域で個

人が利用するストック財の量の増加は続くであろう｡しかし､一方で生態系の危機や生活環境

の危機がますます顕在化するなかで､ストック財の所有や利用のあり方について問い直しが始

まっている｡たとえば都市部では自家用自動車の所有は物理的限界に達し､公共交通機関の再

評価が求められている｡またストック財の供給側では､頻繁なマイナーモデルチェンジによっ

て需要を刺激するという製品開発手法が見直され始めている｡需要側でも､短期間の使用の後

に｢使い捨てる｣という従来の使用方法が見直され始めている｡このように生産者､消費者双

方において生態系や環境による制約の認識が進み､ストック財の共同所有や長寿命化､またリ

サイクルが進展すれば､フローとしてのストック財生産量の伸びは抑制されるだろう｡

以上みたように,投資､消費､輸出のいずれに関しても､総需要に占めるストック財の需要

の割合が増加する方向の構造変化は実現する可能性が小さい｡この方向の構造変化が実現する

場合は労働者の欲求の発展と､資本蓄積の加速とは両立しうるが,この方向の構造変化が実現

困難な場合は,労働と資本との関係がもつ対抗的な性格が強まる｡労働者の欲求の発展と資本

蓄積の加速とが両立した時代につくりあげられたレギュラシオン様式はなんらかのかたちで

刷新されるだろう｡労働者にとっては､資本蓄積の減速ないし低水準での安定を前提として､

また､生態系や環境による制約もふまえて､労働領域､生活領域において｢豊かさ｣をどのよ

うに再定義し､どのように実現していくかが諸個人の検討課題となる｡

付録 統計データの出所と加工方法

図1､図2,図3､表1､表2のデータ

<日本>

経済企画庁『国民経済計算年報』および『民間企業資本ストック年報』の法人企業のデータ

から算出した｡算出方法の詳細は宇仁(1998)第6章付録に記載している｡

<米国>

U.S. Department of Commerce, US. Nat)'oDal血come and product Accounts 1959-96U)

Table 1. 16, Gross Domestic Product of Corporate Business in Current Dollarsをもとに下記

のように算出した｡

･利潤
Corporate profits with inventory valuation and capital consumption
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adjustments
+ Netinterest

･賃金 Compensation oremployees

･名目産出高 利潤+賃金

･産出高デフレータ GDP ofNon丘nancial Corporate Businessのデフレ一夕

･実質産出高 名目産出高/産出高デフレ一夕

･名目資本ストック U.S. Department
of Commerce, F)'xedRepz10ducl'ble Tangl'ble Wealth,

1929-96U)Table 7, Current-Cost Net Stock of Fixed Nonresidential Private

CapitalのCorporate Business年央残高(前年末残高と当年末残高の単純平均)

･実質資本ストック Ibid. Table 8.の Chain-Type Quantity lndexesから算出

･資本ストックデフレータ 名目資本ストック/実質資本ストック

･利潤率 利潤/名目資本ストック

･労働分配率 賃金/ (利潤+賃金)

･資本分配率 1一労働分配率

･資本係数 実質資本ストック/実質産出高

･相対価格 資本ストックデフレ一夕/産出高デフレ一夕

図4

0ECD, Nat)'onalAccountsに掲載してある各国のPrivate final consumption expenditure

とGross fixed capital formation(Residential buildingを除く)のそれぞれについて,名目値と

実質値からデフレータを計算したうえで､次の式により相対価格を求めた｡相対価格-投資デ

フレ一夕/消費デフレ一夕

表3

総務庁他『接続産業連関表』などから算出した｡算出方法の詳細は宇仁(1998)第6章付録に

記載している. 『接続産業連関表』の統合大分類の｢一般機械｣ ｢電気機械｣ ｢輸送機械｣ ｢精

密機械｣ ｢建設｣に属する商品をストック財とみなした｡集計方法として離散型ディビジア指

数を用いた｡

表4

通商産業省『昭和26年-60年産業連関表(46部門表) 』などから算出した｡算出方法の詳細

は宇仁(1998)第6章付録に記載している｡

表5

U.S. Department of Commerce, The BeDChmaz:A Input-Output Accounts (oy the U･S･

Economyカ､ら次のように算出したo商品については次のような統合を行った. 1992年表を例

に説明する｡ 97部門のうち､ ｢43 Engines and turbines｣から｢63 Ophthalmic and

photographic equipment｣の計21部門を統合して｢機械｣とする｡また｢11
New construction｣

と｢12Maintenance andrepairconstruction｣を統合して｢建設｣とする｡最終需要項目に
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ついては次のような統合を行った｡ ｢91 Personalconsumptionexpenditures｣を｢消費｣と

する｡また｢92 Gross private丘Ⅹed investment｣と｢93 Change in business inventories｣

を統合して｢投資｣とする｡ ｢94Exportsofgoodsandservices｣を｢輸出｣とする｡

U.S. Department of Commerce, US. Nab'oDal ZDCOme and product Accounts 1959_96V)

Tablel･1のResidential fixed investmentを｢住宅建設｣とする. Tablel.9のCorporate profits

with inventory valuation and capital consumption adjustmentsとConsumption offiⅩed

capitalの計を｢利潤所得｣とする｡次の式により､計算した0

β-(機械･建設の消費+住宅建設)/(消費総計+住宅建設)

γ -(機械･建設の輸出)/(投資総計一任宅建設)

s
-(投資総計一任宅建設)/利潤所得

k-(機械･建設の消費･投資･輸出の合計)/利潤所得

表6

0ECD, LDtematl'onal SectoyalDatabaseから次のように算出した.

g =Value added at market prices, at 1985 pricesの成長率

〟
- (Value added at market prices, at 1985 prices÷Total employment)の成長率
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表1 日本法人企業における利潤率等の変化率(1年当り､単位:%)

1957-70 1970-76 1976-90 1990-95

利潤率上昇率 5.0 -12.7 0.7
-9.4

資本分配率上昇率 0.5 -7.7 0.1
-6.3

資本係数低下率 1.9 -4.4 -1.3 -5.7

相対価格低下率 2.6 -0.5 1.8 2.6

注)景気循環の影響を除くために,期間の区切りは景気循環のピークにあたる年を選んだ｡た

だし､ 1995年はピークではなく､谷に近い｡したがって､ 1990-95年のデータは景気循環の

影響を含んでいる｡

衷2 米国法人企業における利潤率等の変化率(1年当り､単位:%)

1959-66 1966-81 1981-90 1990-96

利潤率上昇率 4.3 -4.3
2.0 3.8

資本分配率上昇率 1.1 -2.3 0.8 2.8

資本係数低下率 2.9 -0.6 1.2 1.3

相対価格低下率 0.2 -1.4 0.0 -0,3

表3 日本の労働生産性上昇率と最終需要成長率(1年当り､単位:%)

労働生産性上昇率 最終需要成長率

ストック財 その他の財 格差 ストック財 その他の財 格差

1960-65 8.5 5.9 2.6 12.1 7.7 4.4

1965-70 ll.4 7.5 3.9 16.6 8.7 7.9

1970-75 3.0 3.1 -0.1
3.4 4.4 -1_.0

1975-80 3.2 2.5 0.7 5.0 3.7 1.3

1980-85 3.6 2.4 1.2 4.1 3.4 0.7

表4 日本の需要構造パラメータ

S β γ k

1955 0.26 0.09 0.12 0.48

60 0.47 0.13 0.12 0.76

65 0.42 0.15 0.18 0.79

70 0.50 0.18 0.19 0.89

75 0.46 0.17 0.37 1.06

80 0.46 0.17 0.46 1.12

85 0.46 0.14 0.58 1.09

90 0.55 0.17 0.39 1.20
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表5 米国の需要構造パラメータ

S β γ k

1958 0.37 0.17 0.17 1.27

63 0.35 0.19 0.19 1.26

67 0.45 0.16 0.17 1.29

72 0.47 0.17 0.21 1.41

77 0.46 0.16 0.29 1.31

82 0.63 0.12 0.25 1.42

87 0.51 0.15 0.28 1.43

92 0.42 0.12 0.46 1.26

表6 フェルドーン法則の推定結果(推定期間: 1976-93年)

日本 米国

政府サービスを p=-0.69+0.89gR2-0.916 p=0.28+0.l9gR2-0.155

除く全産業 (-2.2)(13.2) (1.7)(0.70)

製造業 p=0.18+0.85gR2-0.836 p=1.53+0.37gR2-0.424

(0.29)(9.0) (3.4)(2.8)

金属製晶.機械 p=0.75+0.76gR2-0.737 p=1.82+0.43gR2-0.396

製造業 (o.64)(6.7) (3.2)(2.1)

注) ()内はt値である｡
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図1法人企業の利潤率

注)データの出所は章末にまとめて記載している｡また資本ストックの集計方法には国によっ

てかなり違いがあるので利潤率の水準を日米間で比較することは意味がない｡最近､米国商務

省の資本ストック推計方法は大幅に改定され､旧推計に比べて資本ストック額は約20%増加

したo 図では新推計値を使用している.

図2 法人企業の労働分配率
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図3 法人企業の資本係数
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図4 相対価格(投資財/消費財) 1960年=1
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図5 フェルドーン法則の推定結果(金属製晶･機械製造業)
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