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序章 課題と分析視角 

 

本稿の対象となるのはドイツ連邦共和国の中の東部諸州，1990 年 10 月 3 日の統一以前に

はドイツ民主共和国（東独）であった地域である。まず，本稿が分析対象とする東部諸州

という地域は統一以前にはどのような地域であったのかを概観し，これまでに東部諸州が

どのような視点から研究されてきたのかを整理したい。 

本稿が対象とするドイツ連邦共和国東部諸州は 1990 年 10 月 3 日までドイツ民主共和国

であった地域である。この地域はもともと中部ドイツ（Mitteldeutschland）と呼ばれる地域

であったが，第二次世界大戦後，ドイツはそれまでの領土のうち，東部を大幅に領土から

失い，新たな国土の東側をソビエト連邦が占領することとなった。この地域がのちの東独，

現在の東部諸州に当たる地域である。当該地域には占領以前から高度に発展した地域が含

まれており，ヘニングは「19 世紀および 20 世紀前半には大部分が中央ヨーロッパで最も経

済的に発展した地域」（Henning, 1997, S. 314-315）だったとしている。しかし戦災による被

害は西側と比較すれば少なかったものの，戦後のソ連による接収や賠償，社会主義化の過

程で多くの企業が西側へと移動したことでそうした地域にあった発展可能性は相当程度に

損なわれた（Steiner, 2014）。また，ソ連占領地域は西独のルール地方のような石炭・鉄鋼の

供給地を持たず，多くの原材料を西側占領地域や他国からの輸入に依存していた。そのた

め，西側との分断がその後の東独の経済・産業の発展に大きな影響を与えることとなった

とも指摘されている。こうした研究では，東独の戦前の経済発展の水準は比較的高く，統

一時点でみられた生産性の格差といった経済的な後進性は，東独の経済システムに大きく

起因すると指摘している。一方，1970 年代末から西独では北部と南部の失業率に差が生じ

ており，この状態を指した「南北較差」が議論の対象となっていた。渡辺（1991）はそう

した議論が東部諸州でも展開されうるのかについて論じている。その中で，東独時代には

政府によって南部からの収奪と首都ベルリンへの集中投資が行われており，それによって

人為的な南北較差が生み出されたことを指摘し，そのことが東独の反体制運動につながっ

たとの見方を示している。またここでも東西ドイツが分断されたことによって，東独での

南部地域にあたるザクセン，チューリンゲンといった地域の発展が損なわれたことが指摘

されている。 

このように，東部諸州に該当する地域では第二次世界大戦以前には高度に発展した産業

地域を有していたにもかかわらず，戦後，ソ連占領時代と東独時代にその経済構造や生産

システムといったものが大きく変化させられたために，統一時には東西間に地域格差が生

じていたとされており，その地域構造も東独時代に大きく変化させられたと見られている。

しかし，このような東独経済に対する評価はあくまでも統一後の評価であり，東独時代に

はそうしたものとはまったく異なる評価が一般的であった。少なくとも 80 年代の半ばまで

は東独経済に対する評価は高かった。実際に，公式に発表された一人当たり GDP では西独
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には及ばないもののイギリスを上回っており，生産力だけでなく生活水準も東側諸国の中

では最も高いとされており（Bentley, 1984），統一後に旧東独経済に対する評価は一転した

ことになる。こうした評価の変化には旧人民所有企業の民営化に際して，それらの企業の

生産設備の古さや市場における製品の価値の低さが明らかになったり，環境汚染問題の深

刻さが明らかになるなど，東独時代に公表されていなかった事実が明らかになるにつれ，

東独経済そのものに対する評価が急激に低下したのである。こうした評価が果たして妥当

なものであったのかについて，いくつかの研究は批判的な見方を示している。ブッシュ

（2001）は「DDR の資産の収益価値が実体価値評価よりずっと低く，年々さらに下方修正

された」（203 ページ）と述べて，「1990 年に信託公社の下に置かれた資産や DDR 国民資産

全体の規模を決める」（202 ページ）ことの難しさを指摘している。こうした東独経済に対

する統一後の評価がそれまでのものから一転した低い評価となったことは，単にあらたに

情報が公開されたからであるのかはいまだに十分検証されているとは言いがたい。なぜな

らば，統一以前の社会主義国にかんする研究者の多くは体制転換に伴い，市場経済への移

行がどのようにすすむのかといった移行経済をターゲットとして分析し始めたが，移行経

済の枠組みから東独や東部諸州は外れてしまったのである。 

移行経済論の主要な論点は，いかに市場経済というシステムを機能させるかであり，そ

れに必要な政策がどのような方法で，どのような順序で，どのような速度で行われるのか

が盛んに議論された。政策にかんするものが論点である以上，政策主体である移行国の政

府がその対象となるのであるが，東独は 90 年に統一という形で西独に編入されたために，

政策主体は旧西独政府ということになった。M. ラヴィーニュが『移行の経済学』の中に「東

独は，もはや国家ではなく，もはや東の一部ではない」（ラヴィーニュ, 2001, 113 ページ）

と記したように，東部諸州は移行「国」ではなくなってしまったために移行経済論の議論

の対象から外れてしまったのである。ここで強調しておきたい点は，このように移行経済

の対象から外れた旧社会主義国は東独だけであるという点である。ベルリンの壁が崩壊し

たのち，多くの社会主義国が市場経済と民主化を目指して変革を経験し，ソビエト連邦や

チェコスロバキアは分裂・解体という過程を経て新たな国家が誕生した。しかし，それま

でに別々の国であったのが合併して一つの国となったという事例は東独をおいて他にはな

い。そのような唯一の事例である東独，そして東部諸州を対象外のままにしておくことは，

移行経済論にとって大きな問題ではないだろうか。 

一方，東独と西独という戦後分断されていた国家の統一という歴史的な事象がどのよう

に進められていくのかにかんしては，非常に高い関心を集め，1990 年代には非常に多くの

研究がなされた。東部諸州と旧連邦州の間に経済格差が存在することは統一以前からある

程度は認識されており，統一後はドイツ連邦共和国基本法に則って，Aufbau Ost1といわれる

東部諸州の経済発展計画がすすめられた。しかし統一によるシステムの変化に伴い，東部

諸州の経済は大きく落ち込み，失業者が増大し，失業給付の受給が急増した。また，重要

                                                        
1 Aufbau Ost（東部諸州の建設）については Busch（2005）を参照されたい。 
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なインフラが未整備，あるいは立ち遅れた状態であることや環境汚染の問題が民営化や新

規投資を阻害する要因になっているとして，そうした状況を改善するためにも巨額の公的

資金が必要とされた。こうした事業の実施に必要な資金については連邦政府からの財政援

助2や州間財政調整が重要な役割を果たした。旧連邦州からの東部諸州に対するこうした財

政移転は統一にかかったコストとみなされ，統一に際して旧連邦州側がどれだけ多くの額

を負担したのかという分析が盛んになされた。東部諸州における財政支出に対して，旧連

邦州側がどれだけ支払ったのかという点に加えて，信託公社の民営化が最終的に巨額の赤

字決算でその業務を終了させたことも議論の対象となった。こうした財政移転・資金移転

については，旧東独時代に生じた問題を回復させるための費用ではないのかという見方や

（Schmidt, 1991, S.343），こうした補助金がいかに政策目的を果たしたかという観点からの

分析3もあり，旧連邦州側の負担感の大きさが表れている。このように，一般的には東部諸

州に対してどれだけの財政移転が行われたのかを分析することによって，統一とその後の

統合過程のコストを計ろうとする研究（Heilemann, 2000）が数多くなされた。 

このようにドイツ統一を対象とした議論では，統一にかかった費用が主な論点であり，

そうした資金が効率的に用いられているのか，連邦政府や旧連邦州がどれだけ多くの負担

を課せられたのか，それをなるべく持続可能なシステムとするための新たな財政システム

はどのようなものかが主眼となっていた。しかし，こうした統一や統合にかんする分析が，

それにかかった費用を分析することに集中しているのはあまりに偏りが大きい。そうした

分析では連邦政府がいかに統合を進めようとしたのか，そうした資金はどのように用いら

れたのかということがその対象となる。この場合，東部諸州は受け取り側となり，東部諸

州の変化はそうしたものの結果として書かれることとなる。また，フィルマー（2001）は

そうして東部に移転された資金が旧連邦州側に還流しているとして，そうした移転の受益

者が東部諸州に限らないことを指摘し，統一のコストを財政移転の額によって計るのとは

異なる視点を提供しているが，かれらの議論の中心は連邦政府による統一政策によってい

かに東部諸州が植民地化されたのかというものである。ここでも東部諸州は植民地化され

た側であり，その点で分析視角としてはこれまでに挙げた研究をはじめとする多くの研究

と変わりはないのである。確かに東部諸州とは，東独という一つの国がドイツ連邦共和国

の諸州として再編され，ドイツ連邦共和国に組み込まれた地域である。そうした位置づけ

が統一・統合過程の分析における位置づけにも結びついた結果として，これまでのような

研究の流れがあるといえる。 

つまり，これまでの研究に見られる分析視角では，連邦政府が東部諸州を統合するのに

どれだけのコストがかかったのか，どのようにして適合させていったのか，東部諸州が統

一以降どのように統合されたのか，どのように変化させられたのか，というように東部諸

                                                        
2 1993 年に新たな財政的な枠組みとして「連帯協定」が成立し，その後 2005 年から「連帯協定 II」が開始

されている。なお，「連帯協定 II」は 2019 年で終了するため，その後の東部諸州における自治体の財政

運営が懸念されている。 

3 代表的なものとして，Gerling（2002）がある。 
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州は受け手として位置付けられてきた。このような分析視角からの分析では東部諸州の動

態に主体性が欠落してしまうため，1990 年の東西ドイツ統一から現在に至るまでの統合過

程における東部諸州の全動態を把握するには明らかに不十分である。そこで本稿では，統

一という形をもって体制移行する中で東部諸州それ自体がどのように変化していったのか，

統一という枠組みの中でどのように適合していったのかという観点から東部諸州を分析し，

東西ドイツ統一とそれ以降の過程について，これまでとは異なる，東部諸州を主体とした

分析視角に基づいた分析枠組みを提示することを目的とする。 

この分析視角をもって東部諸州の主体的な動態を分析することによって，これまでその

分析対象から東部諸州をはずしていた移行経済論に対しては，統一という形での体制移行

を行った東部諸州という唯一の事例を移行経済論の中に提供することができ，またドイツ

統一のコストの問題に対してはその見直しを迫る形での貢献が可能である。 

そうした分析視角から東部諸州の動態を分析する対象領域として，本稿では労働市場を

取り上げることとしたい。労働市場は東部諸州が統一という形で体制移行をしたという特

色が最も集約された領域の一つであり，かつ統一という他の移行国とは全く異なる枠組み

の中，与えられた新たな制度に適合するために政策を含めた制度をどのように受け入れた

かというプロセスが必ず含まれることになる。そうしたプロセスこそが東部諸州の主体的

な変化であり，そうした点で労働市場は東部諸州の動態を主体的にとらえる対象にふさわ

しいものであると考える。 

労働市場は東部諸州に限らず，多くの移行諸国で盛んに分析が行われた領域の一つであ

る。それは社会主義国と資本主義国の間には労働市場にかんして大きな差異があったから

であり，それが失業である。市場経済においては完全雇用状態であったとしてもそれは失

業が存在しないことを意味するわけではない。しかし，社会主義では公式には失業が存在

せず，それこそが社会主義の資本主義に対する優位を表しているといわれていた（Bah and 

Brada, 2014）。しかし Kornai（2013）が指摘したように，そうした社会主義下における完全

雇用の状態は経済システム全体が不足を生み出すシステムであったからであり，労働市場

においてはそれが労働不足という形で現れ，失業が存在しない状況を作り出していたとい

う側面があった。実際には労働力のうちのいくらかは過剰労働力として各企業に抱え込ま

れており，その過剰労働力が市場経済化する過程で多くの場合に失業という形で顕在化し

たのである。ただし，失業がどのような形で現れるかは各国によって大きく異なり，そう

したことから労働市場の問題は移行経済の中でも注目を集めた。東部諸州は統一直後から

失業率がきわめて高く，体制転換とともにすぐ顕在化したことも一つの特徴である。失業

は体制転換過程でさまざまな形で現れた社会的コストのひとつである。東部諸州における

失業の急激な増大は，東部諸州の人々にとっての社会的コストであり，東部諸州の人々が

負った移行コストのひとつの形である。東部諸州でも失業の問題は労働市場にかんする議

論の中で主要なテーマの一つであり，数多くの分析がなされたが，東部諸州における失業

を移行や統一に際して生じた社会的コストであるという観点はほとんど提示されていない。
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労働市場のどのような問題によって失業率が高いという状況が生み出されているのかとい

った観点から分析を行った数多くの先行研究では，東独マルクと西独 DM の交換比率，協

約賃金制度の移植，生産性の低さ，賃金付帯コストの高さ，民営化のあり方などの問題点

がその要因として取り上げられてきた。ここで挙げた要因はそれぞれが東部諸州の移行に

際して議論されてきた事柄であるが，いずれも統一という枠組みによって与えられたもの

であることが興味深い。 

その上で，本稿では労働市場にかんして二点に着目したい。まず一点目は労働市場政策

である。東部諸州における労働市場の問題で失業は主要なテーマであったが，失業者が大

量に発生するという事態に対して労働市場政策が用いられたために，労働市場政策もまた

主要なテーマであり，数多くの研究がなされてきた。労働市場政策にかんする分析の多く

はその政策の効果を問うものであった。東部諸州で展開された労働市場政策はそれまで西

独で行われていたのを東部諸州に適用したものであり，その枠組みは基本的に西独のもの

がそのまま用いられた。問題とされたのは政策の実施に多額の資金が投じられたにもかか

わらず，失業が改善されず，その成果が表れていないということであった。労働市場政策

にかんする分析はこうした問題意識に基づくものが多いが，労働市場政策やより広く社会

政策領域を分析することで統一を検討しているのが，Ritter（2006）である。かれはその著

作である『ドイツ統一の費用：再統一と社会国家の危機4（Der Preis der deutschen Einheit: die 

Wiedervereinigung und die Kreise des Sozialstaats）』の中で，統一後に生じた東部諸州の失業問

題をはじめとする社会政策にかかわる領域での問題に対処したことによって，社会保険財

政からの支出が増え，その結果として旧連邦州側の社会保険加入者に大きな負担が強いら

れることとなったと述べている。実際に 90 年代の間に労使で折半される賃金付帯の社会保

険料率は上昇5し，労働コストの増加の最たる要因の一つとなった。この分析も東部諸州と

いう地域を含むことによってそれまでの社会国家としてのドイツがどのような変革を迫ら

れるようになったのか，ということが分析の主眼であるために，制度にたいして東部諸州

がどのように適応したのかあるいはしなかったのかという視点が欠落しており，東部諸州

を政策の受け手として位置付け，そうした視点で東部諸州をとらえている。そうした議論

では統合された側である東部諸州にとってそうした政策がどのように評価できるものであ

るかを示すことはできない。たとえば，リッターは西独では社会国家のありようにかんし

てすでに 80 年代に問題が顕在化していたが，統一によってそうした課題の克服が先送りさ

れたために問題が深刻化したとも述べている。こうした 90 年以前の時点での西独の制度の

問題点にかんしては Siebert（2005）やほかの多くの研究者も指摘するところであり，東部

諸州に移植が行われた時点で西独の制度そのものには課題が含まれていたのである。上述

した失業の要因として取り上げられた問題点も西独の制度であり，西独の制度を導入した

ということが東部諸州の労働市場にとって制約条件となっていた部分があると言える。そ

                                                        
4 邦訳書のタイトルは『ドイツ社会保障の危機』となっている（巻末参考文献参照）。 

5 たとえば失業保険料率は 90 年に 4.3％であったのが，早くも 91 年には 6.8％となり，それ以降も引き上

げが続いた。 
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のように考えると，統一以前から問題点が指摘されていた制度，また東部諸州の状況に応

じて設計されたのではない制度への適応を迫られ，東部諸州の労働市場がそうした枠組み

の中でどのように動いたのかという観点での分析を行うことによってはじめて，統一以後

の労働市場政策に対して東部諸州にとっての評価を出すことが可能となる。 

二点目は女性労働である。社会主義国では労働不足から労働参加率を高める方策がとら

れており，その結果の一つが女性の労働参加率の高さであり，中でも東独女性の労働参加

率の高さは際立っていた。一方の西独では女性の労働参加率は依然として低く，年齢階層

別にすると M 字型を描くといった特徴を有する状態であった。そうした女性労働のあり方

の違いには制度的な要因が強く作用していると考えられる。一般的に，結婚や出産といっ

たライフイベントに女性労働は男性よりも強く影響を受ける。女性が外で働くには様々な

制度的なバックアップが必要であることは広く認識されており，労働市場の中でもシステ

ムの変化による影響を受けやすいグループの一つであるといえる。そうした全く異なる制

度が適用された場合に，東部諸州における女性労働がどのような様相を示すのかを見るこ

とによって，東部諸州の労働市場の主体的な動態の重要な部分をつかむことができる。加

えて，日本においても 1985 年に男女雇用機会均等法が制定されたように，80 年代以降女性

の労働参加を推し進める方向に向かっており，この点からすると東独のほうが西独よりも

進んだ状態であった。先進的であったと言える東独の女性労働のその後の動態を見ること

で，労働市場の他の側面とは異なる視点から，東部諸州にとっての移行と統一の意味を問

うことができると考える。 

以上の理由から，労働市場にかんして，労働市場政策と女性労働という二つの点に着目

するが，この二点には興味深い共通点がある。それは 90 年代以降に世界的な潮流としての

変化が起こったことである。労働市場政策にかんしては，失業問題が続く先進国に対し，

OECDやEUが労働市場の柔軟化やアクティベーションという方向での労働市場改革を推進

し，ドイツも 2000 年代初めに大きな改革を行うこととなる。女性労働にかんしても，先進

国を中心として女性の社会進出がジェンダー・メインストリーミングという形で推進され，

そこに労働市場政策におけるアクティベーションの方針も重なり，二つの方向から女性労

働の拡大に向けた動きが明確化していくこととなる。このように，労働市場政策と女性労

働はその枠組みが統一以降に大きく変化することになるが，そうした変化はドイツが先進

国であるがゆえにおこったものであり，統一によって先進国の枠組みに組み込まれた東部

諸州は，先進国としての制度変化にも適合していく必要が生じることとなった。労働市場

政策と女性労働という領域は，先進国ドイツという性格と社会主義からの体制移行という

性格が強く表れた領域であり，この領域について統一後の東部諸州の動態を主体的に描き

出すことによって，東部諸州にとって，統一という形での体制転換がいかなるものであっ

たのかという評価をすることができる。それは従来の，東独を吸収合併したドイツ連邦共

和国がどのようにしてそれを成し遂げたのか否かという議論とは一線を画すものである。 

本稿はそうした立場から，統一後のドイツ連邦共和国東部諸州の労働市場政策と女性労
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働を，統一という枠組みの中で，またその枠組みが変化していく中で，どのような動態を

示し，適合しようとしていったのかを明らかにすることを分析課題とし，それによってド

イツ統一とその後の過程について新たな視点からの分析枠組みを構築することを目的とす

るものである。 

本稿の構成は以下のとおりである。本稿は 4 章からなるが，大きく 2 つの部分から構成

されており，それぞれが 2 つの章を持っている。前半の第 1 章と第 2 章では労働市場政策

を，後半の第 3 章と第 4 章では女性労働を，それぞれ対象としている。 

前半の 2 つの章では労働市場政策に焦点を当てることによって，移行と統一という二つ

の状況が重なることにによって生じた変化を明らかにすることを目的としている。まず第 1

章「1990 年代の東部諸州における労働市場政策とその帰結」では，東部諸州の体制移行の

初期条件として 90 年代初頭の状況を整理し，それに対してどのような政策が展開されたの

かを概観する。その後，そうした政策と労働市場における変化との関係を検討し，先行研

究での議論を整理しながら，90 年代に東部諸州で展開された労働市場政策の帰結を明らか

にすることを目的とする。続く第 2 章「2000 年代の労働市場改革と東部諸州における意義」

では，2000 年代におこなわれた大規模な労働市場改革（ハルツ改革）に焦点を当て，その

改革によって東部諸州の労働市場がどのような変化をしたのか，東部諸州にとってハルツ

改革がどのような意義を持つものであるのかを明らかにする。まず，ハルツ改革に至る背

景には，西独時代からのドイツ労働市場の問題があるとされている。そこで本章ではそう

した西独時代からの問題点を整理したうえで，そうした問題点と東部諸州とのかかわりに

ついて検討し，ハルツ改革の内容を整理する。改革後の労働市場の変化を分析することに

よって，その改革の持つ意義を東部諸州という視点から検討することを目的とする。 

後半の第 3 章と第 4 章では女性労働に焦点を当て，統一前の状況に大きな違いのある女

性労働が統一後にどのような変化をしていったのかを二つの段階に分けて検討し，その内

容を明らかにすることを目的としている。まず第 3 章「東西ドイツ統一と女性労働」では

統一によって女性労働にどのような変化が見られたのかを検討する。東独も含め，社会主

義国では女性の労働参加が一般的であった。これは労働力不足からの動員であったとされ

ているが，そのために女性労働を支える制度が整備されていた。その結果，女性も「外で」

働くことが一般的である状況が作りだされていた。一方，統一時点においては他の先進諸

国同様，西独では女性労働は一般的ではなく，諸制度も女性の労働を抑制するような方向

性であった。そのように西独の状況は東独とは大きく異なっていたが，その対照的な状況

に適合していた西独の制度が東部諸州に導入されたことによって，女性労働のあり方はど

のような影響を受けたのかについて，統一以前の両地域の状況と制度を概観したのち，統

一による制度変化を整理して，実際の女性労働がどのように変化したのかを分析すること

で，統一という変化に女性労働がどのように対応したのかを検討する。次に第 4 章「2000

年代東部諸州における女性の労働参加」では，統一による変化を経た後，東部諸州の女性

労働は 2000 年代に労働市場改革という変化を迎えるが，改革によって東部諸州の女性労働
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がどのような変化をするのか，その背景を検討するとともに，統一以降の女性労働がそう

した変化の過程にどのように適応していったのかを明らかにすることを目的としている。 

労働市場政策と女性労働は，それぞれが統一とその後の過程において大きな制度的枠組み

の変化を経験している。それぞれの分析によって東部諸州がこの過程にどのように対応し，

適応していったのかを見ることができる。終章ではこれまでの分析で得られた結論を元に，

これまでの研究では捉えられていなかった東部諸州の統一と体制移行の過程における変化

や特徴を提示し，そのことによって本稿が移行経済論や統合論にどのような貢献ができた

のかを振り返ることとしたい。 
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第 1 章 1990 年代の東部諸州における 

労働市場政策とその帰結 

 

はじめに 

 

1990 年の東西統一以降，1990 年代を通じて東部諸州における労働市場の状況は改善の兆

しのないままに推移し，失業問題は長期化の様相を呈していた。こうした状況に対し，連

邦政府をはじめとした各政策主体は様々な角度から失業問題への対処を行ったが，その政

策の効果に対しては厳しい評価が大半を占めた。90 年代の東部諸州は社会主義から資本主

義への変化という体制移行の過程と西独への統一という統合過程が重なり合った状況下に

あり，経済・社会構造が大きく変化していく最中にあった。そうした中で生じていた失業

問題とそれに対応するために展開されていた労働市場政策に対し，先行研究では移行や統

合という二つの側面があったという点が十分に考慮されてこなかった部分がある。本章で

はそうした二つの変化が重なり合っていた 1990 年代の東部諸州の労働市場がどのような状

況であり，それに対してどのような労働市場政策が展開されたのかを検討し，そこでの問

題点や課題を明らかにすることを目的としている。 

まず，第 1 節では統一当初の東部諸州における労働市場がどのような状況であったかを

概観し，労働市場政策が展開されるにあたっての初期条件がどのようなものであったのか

について検討する。第 2 節ではそうした状況の中，90 年代に東部諸州においてどのような

労働市場政策が展開されたのかを概観し，90 年代におけるその変化と特色を述べる。第 3

節ではそうした労働市場が展開された 90 年代東部諸州の労働市場の状況はどのようなもの

であったのかを検討し，労働市場政策の実施の規模についても確認する。第 4 節では労働

市場政策にかんする先行研究と労働市場分析を行った先行研究ではどのような議論がなさ

れてきたかをまとめ，90 年代の労働市場政策が東部諸州の労働市場に与えた影響と限界に

ついて検討し，その帰結を明らかにする。 

 

 

第１節 統一後の東部諸州の労働市場における課題 

―政策展開の初期条件として 

 

本節では統一後の東部諸州における労働市場がいかなる状況下にあり，どのような課題

を抱えていたのかについて整理していきたい。まず初めに，統一後の東部諸州の労働市場

の概況についていくつかの関連する指標とともに見てみたい。 

1990 年の統一以前から最も問題とされていたのは東独から西独への大量の人口移動であ
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った。1989 年の夏以降増加した東独からの人口流出はベルリンの壁崩壊を機にさらに増加

し，さらに 90 年に入っても東独から西独への移動は続いた。この人口移動の問題は東独に

とっても西独にとっても好ましい事態ではなく，この問題の解決という目的が東独，並び

にのちの東部諸州における社会政策・労働市場政策に大きな影響を与えた（Ritter, 2006, S. 

30）。 

社会主義計画経済のもとでは各企業が過剰労働力を抱えていたと指摘されており，他の

社会主義国と同様に東独でも企業の人員過剰と高水準の潜在的失業があったと言われてい

る（Ritter, 2006, S. 106）が，社会主義期にはそれが問題となることはなく，労働力は常に不

足の状態であったと考えられる。しかし，企業の中に潜んでいた潜在的失業はベルリンの

壁崩壊以後，人民所有企業の民営化の動きが始まると次第に顕在化し，市場化に向けた動

きの中でいっそう明らかになっていった。統一という形での移行が決まる以前に東独では

民営化に向けた動きが始まっており，信託公社という国家機関によって民営化は一元的に

管理され進められた。民営化は統一以後よりいっそう推進される方向となったが，当初の

予定通りには進まず，再建を進めつつ清算という選択肢も考慮に入れながら進められるこ

ととなった。こうした再建と清算は大規模なリストラを伴うことが多く，大量の失業が発

生する要因のひとつとなった。また，他の移行諸国でも「転換不況」（Kornai, 1994）と呼ば

れるリセッションがあったが，東部諸州においても例外ではなく，生産の落ち込みは極め

て激しいものとなった。こうした生産の縮小が民営化の過程における再建を厳しくし，雇

用にも大きな影響を与えることとなった。しかしその一方で，ドイツ基本法にある地域間

の生活関係の統一性という規定とも合致する，3 年から 4 年で東独の生活水準を西独並みに

するというコール首相の方針や，西独の労組による働きかけは賃金の上昇圧力を高めるこ

ととなり，雇用の縮小に拍車をかけることとなった。 

東部諸州の移行について，Ritter（2006, S. 107-109）は他の東欧諸国と比較したうえで「資

本主義への移行上の利点と難点」としてその特徴を以下の 5 点にまとめている。第一に西

独の制度を全般的に受容したことで新しく導入する制度にかんする政治的な議論を省くこ

とができたが，そのために東部諸州に必ずしも適応したものではなかった点，第二に通貨

統合がショック療法となり国際競争力が大きく削がれた点，第三に大規模な財政的・行政

的支援を西独側から受け取ることができたが，そのことがかえって東西間で人々の感情に

溝を作ってしまったという点，第四に国境がなくなり東西が統一市場となったことが企業

の生産コストが増大する方向に働き，企業に対して雇用縮小圧力が強まってしまった点，

最後に東欧諸国と比較して東部諸州の住民が抱く体制転換後の生活水準にかんして満足度

が低い点である。このような特徴は経済システム全体に影響を与えるものであるが，労働

市場にも深くかかわるものである。そこで，これらの特徴と関連する労働市場の問題点に

ついて整理しておきたい。 

Ritter が第一に指摘した制度の問題にかんしては，Carlin（1999）も指摘している。Carlin

（1999）は一般的に移行諸国が解決しなければならない問題である効率的な国家の設立，
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続いて信頼のおけるマクロ経済，強力な市場，機能的な銀行制度，効率的な企業のコーポ

レートガバナンスの導入といった点を東部諸州は統一によって解決できたとして評価する

一方で，団体交渉や社会保険制度などがコストを押し上げる要因になったとし，そうした

制度のミスマッチに起因する問題の解決は容易でないとも述べている6。 

第二の点である通貨統合にかんしては，第一に述べた点よりも早い段階で直接的に賃金

上昇に影響を与えた。また，それとともに東部諸州で生産される商品の価格も切り上げら

れることとなったために販売には大きな打撃となり，そうして生じた需要の落ち込みは東

部諸州の企業の経営を苦しませる要因となった。結果としてそうした企業経営の困難は雇

用縮小へとつながることとなった。 

第三の財政的・行政的支援にかんしては，東部諸州における西独型の労働市場政策の展

開がまさしくそれにあたる。どのような政策が展開されたかについては次節で述べること

としたい。 

四点目は東西ドイツが統一市場となったことであるが，この点にかんして Ritter は生産コ

スト増大という難点を示したが，それ以外にも統一市場による負の影響が指摘されている。

Henning（1997）をはじめとした多くの研究者が指摘しているのが，市場統合による東部諸

州における西側製品の広がりである。価格競争力をなくした東部諸州の生産品は西独およ

び他の西側諸国の製品に市場を席巻されたのである。こうした研究ではこの東部諸州の製

品に対する内需の減少が，通貨統合に伴って国際競争力がなくなったことやコメコンの崩

壊によって輸出が減少したことよりも，東部諸州の企業に大きな影響を与えたとしている。

こうした需要の縮小は企業経営を圧迫し，雇用縮小圧力を高めることとなった（Henning, 

1997, S.319）。 

五点目にあげられた統一後の生活水準に対する満足度が低いことにかんしては，先に触

れた東西間の格差問題が大きく影響を与えていると考えられる。労働市場にかんする格差

にかんしては後ほど改めて検討したい。 

統一後の 90 年代初頭に東部諸州の労働市場はこうした課題を抱えており，それらに対処

するべく労働市場政策が展開されていくこととなった。次節では東部諸州で展開された労

働市場政策がどのようなものであったかについて概観する。 

 

 

第 2 節 1990 年代における労働市場政策の展開 

 

ベルリンの壁崩壊から統一にいたる時点での課題は東独から西独への人口の流出，なら

びに東独では存在しないとされてきた失業が大量に発生しつつある事態に対応することで

あった。90 年 7 月 1 日に東西ドイツ間で経済・通貨・社会同盟が発足すると同時に，西独

                                                        
6 ただし Carlin（1999）は同時に，協約賃金の適用はそれほど行き渡らず，賃金格差は当初見込まれてい

たほどには小さくならなかった，と述べている。 
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の雇用促進法に基づいた東独の雇用促進法が施行され，そうした事態への対応が開始され

た。これ以降，東独においても失業者に対して職業紹介や再教育・再訓練，失業保険等の

給付金給付などのサービスが提供されることとなった。前節では西独との統一という形で

体制転換をしたことによる東部諸州の移行の特徴を挙げ，90 年代初頭の労働市場の課題に

ついて述べた。Ritter の指摘した第三点目として挙げられたのは西独からの財政的・行政的

支援であり，東部諸州で展開された労働市場政策はそうした支援の最たるものであったと

いえる。本節では東部諸州においてどのような労働市場政策が展開され，またその過程で

どのような変化があったのかについて示したい。 

東部諸州で展開された労働市場政策は，基本的に従来西独で展開されてきた政策の適用

であった。ここでまず，統一以前に西独で展開されていた労働市場政策がどのように位置

づけられるものであるかについて述べておきたい。西独では雇用促進法が 1969 年に制定さ

れる 2 年前に経済安定・成長促進法（Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der 

Wirtschaft）が制定され，経済政策はこの法律の範囲内で，価格安定・完全雇用・貿易収支

の均衡を目的として行われることとなった7。当然ながら雇用促進法もこれに沿うものであ

り，労働市場政策はこの範囲内で行われることとなった。社会的市場経済，オルド自由主

義を標榜する西独では社会政策の位置づけにかんしてフライブルク学派を中心に盛んに議

論されたが，社会政策は秩序政策との補完性を有するものとして捉えられ，労働市場秩序

を維持する手段として，①完全雇用政策，②団体交渉・共同決定，③消極的労働市場政策，

④積極的労働市場政策があるとされた（Lampert, 1992）。政策全体の潮流として 1960 年代後

半からのケインズ主義的な政策の展開から，80 年代に入るとサプライサイドを中心とした

新自由主義へという変化が見られたが，連邦雇用庁とその下部機関である各地域の労働局

は摩擦的失業を減らすための仲介機関であるというのが第一義的な位置づけであり，雇用

創出措置などは追加的な措置に過ぎないというのが統一までの主要な政策の方針であった。

ドイツにおける労働市場政策の政策領域は，「「雇用政策」の一部分をなし，経済政策，社

会政策はもちろん広義には職業教育政策，労働時間政策あるいは事業所における労働政策

等と密接な関連をもつものとされている」（松丸, 1992）。この労働市場政策の主な担い手は

連邦雇用庁8（Bundesanstalt für Arbeit, BA）であり，大きく積極的労働市場政策と消極的労

働市場政策に大別され，事後的に支出される失業給付金等は消極的，それ以外の失業の予

防や雇用促進にかんする支出は積極的とされている。 

雇用促進法に定められる連邦雇用庁の具体的業務としては，職業指導，職業紹介・斡旋，

職業教育の促進，リハビリのための職業促進的給付の支給，職場の保持及び創出のための

給付の支給，失業保険金の給付，倒産手当の支給が挙げられる。前述の通り，このうち失

業保険金と倒産手当の支給は消極的市場政策にあたり，そのほかの項目は積極的労働市場

政策に当たる。以下ではまず消極的労働市場政策の失業者に対する給付金の仕組みと，積

                                                        
7 以下は Nativel (2004) の記述によるところが大きい。 

8 Bundesanstalt für Arbeit にはこの他，連邦雇用機構，連邦雇用公社などさまざまな和訳が用いられている

が，本稿では連邦雇用庁としている。 
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極的労働市場政策に含まれる多様な施策とその内容について概観する。 

ドイツには失業者が受けられる給付金が二種類存在し，それぞれ失業手当

（Arbeitslosengeld），失業扶助（Arbeitslosenhilfe）と言われる。失業手当は社会保険制度の

もと，労使折半の負担金から支払われるもので従前の労働において保険への加入期間が一

定以上の場合，その期間に応じた失業手当の受給資格が与えられる。失業手当を受給する

ためには最低 12 ヶ月の保険加入が必要であり，6 ヶ月から 12 ヶ月，高齢者でかつ加入期間

が長い場合には最長 32 ヶ月の受給資格が与えられる。失業手当の受給期間が終了してもな

お雇用先が見つからない場合には失業扶助が給付される。失業扶助は税金を財源としてお

り，その受給期間は無制限である。ただし，失業手当とは異なり，受給に際してはミーン

ズテストが行われる。失業手当の給付額は 1993 年までは直前の手取り賃金の 63%（子供の

いる場合には 68%）であったが，1994 年以降それぞれ 3 ポイント（子供のいる場合には 1

ポイント）減少することとなった。失業扶助は直前の手取り賃金の 56%（子供のいる場合

には 58%）が受給額であったが，これも 94 年に 3 ポイント（子供のいる場合には 1 ポイン

ト）減少することとなった。なお，当初失業扶助は失業した時点で失業手当の受給資格の

ない者も対象となっていたが，2000 年に失業手当の受給期間が終了したもののみが対象と

なった9。そうした失業手当・失業扶助ともに受給資格のないものに対しては社会扶助制度

による生活扶助の支給が検討されることとなる。社会扶助制度は連邦雇用庁の管轄ではな

く，各自治体が主体となって行われるものである。この受給要件については布川編（2002）

に詳しいが，就業能力のある場合にも十分に受給資格はあるとされる点が日本の生活保護

制度と異なる部分であり，失業手当や失業扶助の対象から外れた人々を助けるセーフティ

ーネットの役割を果たしている。なお，生活扶助の給付額は一定の需要を満たす額が定め

られており，従前の賃金との関連はない10。 

次に積極的労働市場政策について概観する。上述のとおり，雇用促進法で定められるも

のとしては職業指導，職業紹介・斡旋，職業教育の促進，リハビリのための職業促進的給

付の支給，職場の保持及び創出のための給付の支給がある。ここでは職業教育の促進，職

場の保持及び創出のための給付の支給について具体的施策をみていきたい。 

東部諸州は統一の過程で経済構造の大きな変化を余儀なくされており，そのことは労働

市場にも大きく影響を与えた。社会制度変革に伴って，それに応じたスキルの変化が必要

になったが，このような変化はホワイトカラーにより大きな影響を与えたと久本（1993）

は論じている。旧東独時代には重工業中心であったが，体制転換に伴い第三次産業へと重

心がシフトし，労働者に占めるホワイトカラーの比重の増大が見込まれる中でホワイトカ

ラーの職に大きい困難が伴うことは，問題がより深刻であることを示唆するものである。

加えて，旧東独の企業が持つ設備は非常に古く，時代遅れのものが相当程度存在していた

ことが指摘されている。こうした設備は民営化の過程で一新されたが，その変化はこうし

                                                        
9 失業手当受給期間満了後でない失業扶助の受給には 1993 年以降期間の制限が設けられていた。 

10 生計扶助の給付額の算出方法については齋藤（2011）に詳しい。 
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た工場労働者にもスキルの変化を要請することとなる。こうしたことから，統一後の東部

諸州において職業教育の促進は非常に重要な意味を持ち，その規模もかなり大きいものと

なった。まず，職業教育を行うにあたって，そのための施設と人員の確保が急務となった。

こうした事態には西独側からの積極的な参加がみられたが，訓練施設は都市部に集中した

ために地域的な偏在があった。訓練そのものにかかる費用やそれに付随する費用，訓練期

間中の生活給付も行われたが，その受取額は後述する操短手当に比べて見劣りのするもの

であった。そのため，1995 年まで訓練期間中の生活給付に際しての適格審査の基準が緩和

された。このような条件下で開始された訓練プログラムは，①短期訓練，②基礎的な職業

訓練，③継続的な職業訓練，④再訓練，⑤ドイツ語教育という 5 つのタイプに分類するこ

とができる（Wunch, 2005, p.25）。一つ目の短期訓練は 12 週間未満の短い期間で行われるも

のであり，その中でも様々な種類が存在するが，プログラムの内容の多くは求職活動を始

めるにあたって，提供されるサービスについての知識を与えたり，求職者の適正を査定し

たりといったものである。第二の基礎的な職業訓練は不利な条件下にある子どもが職業資

格を初めて取ることを支援する制度で，期間は 2 年から 3 年である。第三の継続的な職業

訓練は求職者の持つスキルを市場のニーズに合うように調整することを目的としている。

このタイプの訓練は求職者がすでに持っているスキルがどのようなものであるかによって

調整の程度も大きく異なるため，訓練期間は短期訓練と変わらない程度のものから 1 年以

上にわたるものまで多様であり，訓練の中には実地訓練（OJT）を含むことも可能である。

第四の再訓練とは構造変化によって職種や業種の変化を余儀なくされた求職者に対して，

別の領域で働くためのスキルを身に付けさせることを目的とし，期間は平均二年間である。

最後のドイツ語教育は移民に対して行われる施策である。このような各種の訓練プログラ

ムはそれまでも西独で展開されていたものであり，東部諸州に対して新たに設けられたも

のではない。しかし，統一後速やかにこうした訓練が提供され始め，多くの失業者がこう

したプログラムに参加したことはまさに西独との統一による財政的・行政的支援によるも

ので，他の移行諸国とは異なる特徴のひとつであるといえる。 

次に，職場の保持及び創出のための給付としては，操業短縮手当（操短手当），雇用創出

措置（ABM）などの雇用プログラム，雇用会社といった施策があてはまる11。まず，操短手

当とは企業が一時的な経営不振のために操業時間を短縮する場合，労働者の収入を補てん

するために支給されるものである。これは西独で以前から利用されてきた制度であるが，

東部諸州に対しては基準を緩和して，一時的とは言えない経営不振の場合にも広く適用さ

れた。中でも統一直後には実質労働時間が 0 時間の場合にも適用されるといった極端なケ

ースも見られた。東部諸州では緩和措置が 91 年末までの時限つき実施であったためである。

しかし，その後そのほとんどが失業者となったため，92 年に失業者数が増加した一因とな

った。操短労働者数は 93 年以降旧連邦州よりも少なくなっているが，人口比を考えれば依

                                                        
11 職業訓練もその期間中は失業者にはカウントされないためにこうした側面も持つが，それ自体が本来の

目的ではないためにここには含まない。 
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然として高い水準であると言え，特に 90 年代前半においては東部諸州において職場の保持

に大いに貢献していたことがわかる。 

ABM をはじめとする各種の雇用プログラムは職場の創出に大きな役割を果たした。ABM

も当然ながら雇用促進法に基づく施策であり，西独で統一以前から行われてきた。その目

的は「失業に直接脅かされるか，あるいは失業に遭遇した労働者に，何らかの形で雇用の

機会を与え，失業を予防する」ものであり，あくまでも「「第一の労働市場」への橋渡しの

役割を期待される「第二の労働市場12」である」（松丸, 1995）。また，ABM はあくまでも任

意のサービスという位置づけのものであった（Nativel, 2004, p.70）。当初，ABM が対象とし

ていたのは失業期間が長期に及ぶ，特に中高年層であり，雇用の機会を与えるとともにそ

の雇用を通じて失業者の雇用可能性を高めることも目的とされていた。しかし ABM は 93

年にその事業範囲が拡大され，ABM の対象となるまでの待機期間は 6 か月と半分に短縮さ

れ，そのほかにも別の ABM の期限が失効したものや事実上の失業状態にある操短労働者も

その対象となることになった。さらに ABM は通常 1 年間の雇用であるが，東部諸州に限っ

ては最長 3 年と特例が認められていた。このように，ABM も東部諸州における期間延長の

特例，適用事業と対象者の範囲拡大というように旧連邦州に比して大規模に行われており，

90 年代東部諸州において職場の創出という点で大きな意味を持った。さらに雇用と訓練を

組み合わせた形で提供する雇用訓練会社という形態も東部諸州で多く見られた施策である。

この雇用訓練会社はすでに 80 年代に西独における斜陽産業を対象に実験的に行われていた

施策であるが，90 年代半ばから東部諸州では大規模かつ様々な産業領域にわたって展開さ

れた。特に信託庁の管理下にあった企業での実施に特徴が見られる。また東部諸州で始ま

った試みとして，93 年に導入された構造調整措置（SAM）が挙げられる。公的部門や NPO

が長期失業者を雇用する際に賃金補助を行う制度である。導入当初はこの制度が利用でき

る領域がかなり限られており，94 年半ばに州政府の判断によって適応範囲を拡大すること

も可能となった。SAM はこの後，旧連邦州にも適応されることとなった。 

早期引退制度についてもここで挙げておきたい。この制度はもともと若年層の雇用を確

保する目的で，中高年齢者に労働市場の退出を促すものであり，この点で職場の保持及び

創出のための給付にあたる。この制度も西独で 1970 年代から続くものであり，年金保険や

その他財政支出の問題から 80 年代後半には見直しが始まっていたが，統一後の東部諸州の

労働市場の状況を改善するために積極的に用いられた手段である。民営化の際には企業か

ら労働者に申請するように圧力がかかったこともあったという（藤内, 1996）。早期引退促

進措置には 2 種類あり，ひとつは統一以前からの早期定年移行年金（Vorruhestandsgeld）で

あり，これは正規の年金支給開始年齢前である男性 60 歳，女性 55 歳から引退し，以前の

手取り賃金の 70%の年金を受取ることができるものである。もうひとつは定年移行手当金

（Altersübergangsgeld）であり，57 歳以上の失業者が引退する場合，以前の手取り賃金の 65%

                                                        
12 ここで用いられている「第一の労働市場」，「第二の労働市場」はドイツで良く用いられる用語である。

第一の労働市場とはいわゆる通常の雇用のことであり，第二の労働市場とは公的な補助金付きの雇用の

ことを指す。 
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を最長 3 年間，受給できる制度である。これらの早期引退促進措置は高齢者パート労働法

とともにすすめられ，高齢者にパートタイム雇用を促すことで高齢者自身が就業状況を継

続出来るようにする方向と，労働市場から退出してもらうことによって若年層に雇用の場

を譲るという二つの方向からアプローチがなされた。 

以上，統一後に東部諸州で展開された労働市場政策の具体的な施策について概観してき

た。本節ではさらに，これらの労働市場政策のうち，積極的労働市場政策に含まれる各施

策がどのような性質のものと言えるのかについて検討してみたい。繰り返しになるが，雇

用促進法に定められる連邦雇用庁の具体的業務で積極的労働市場政策にあたるものは，職

業指導，職業紹介・斡旋，職業教育の促進，リハビリのための職業促進的給付の支給，職

場の保持及び創出のための給付の支給，である。こうした業務を介して連邦雇用庁は失業

といった労働市場の需給のミスマッチを改善しようとするのであるが，その方向は大きく

二つに分けることができる。労働市場の需給のミスマッチを量的に調整し改善しようとす

るものと質的に調整し改善しようとするものの二つである。 

労働市場における需給の量的な調整とは，需要を創出または供給を削減することによっ

て需給を量的な面から調整して改善する施策のことである。上述した中では，職場の保持

および創出のための給付に関連した施策である操短手当や ABM，SAM，雇用会社，早期引

退手当といったものが当てはまる。このうち，早期引退手当のみが供給の削減というアプ

ローチであり，ほかの施策はいずれも需要の創出である。一方，労働市場における需給の

質的な調整とは，労働市場において供給も需要もあるがそれぞれがマッチしないという事

態に対処するため，失業者や求職者のもつスキルに働きかけて，雇用可能性を高めるよう

な施策のことである。つまり，需要に応じたスキルを失業者や求職者に身につけさせるよ

うに働きかけながら，求職者と求人とをより上手く結びつけるようにするものである。職

業指導や職業教育が主にあてはまり，職業紹介もそれに含まれるだろう。また，量的な調

整に含めた雇用訓練会社や ABM，SAM も雇用可能性の向上が目的にあり，これらの施策は

量的な調整と質的な調整の双方の性質を兼ね備えている。 

このように，東独および東部諸州に対して連邦政府は，労働市場に量的にも質的にもア

プローチすることで状況の改善にむけて動いていた。ただし，統一当初から実施された施

策の多くはいずれも以前から西独で展開されていたものであり，状況に応じて条件が緩和

されるといったことがあっても，基本的に東部諸州の状況に対して新たに講じられた策で

はないものが中心である。ドイツ政府はこうした統一以前からあった政策手段によって労

働市場の問題に対処してきたが，90 年代のうちに様々な変化を遂げることとなった。まず

最も大きな変化のひとつに，量的な調整を目的とした施策にかんして，労働市場からの退

出を促して供給量を減らす早期引退制度は廃止に向かい，ABM 等による需要の拡大に焦点

が絞られていった。前節で東部諸州で失業者に占める高齢者の割合が 90 年代前半では相対

的に低く，その後急激に増加していることを示したが，それは 90 年代前半には早期引退の

諸制度が大いに利用され，その後制度が廃止となったことを反映している。もうひとつは，
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量的にアプローチしつつ質的にもアプローチするという二つの性質を兼ねた雇用訓練会社

や ABM，SAM といった施策により重点がおかれるようになった点も注目に値する。中でも

SAM は東部諸州の状況に応じて新しく生まれた施策であり，雇用訓練会社も西独時代の実

験的なものから変わって大規模に実施された。こうした質と量の両側面を組み合わせた施

策に重点がシフトしたことは，労働市場政策の実施に際してより効率的に効果を得ようと

する方向へと性質が変化しつつあることを如実にあらわしている。さらに 90 年代後半には

労働市場政策全体としても制度の枠組みの変化があった。それまで何度も改正を重ねてき

た雇用促進法が 1998 年に社会法典第三編に改編された。この目的は，もともとの雇用促進

法にあった政策手段の目的と労働市場のニーズとが乖離している状態を解消し，より失業

者や求職者にターゲットを絞った施策を展開することであった。この改編で重要なのは自

己責任が強調されている点である。自己責任の強調はドイツの 2000 年代労働市場改革に見

られる特徴のひとつであるが，すでにこの時点でこうした特徴があることは注目に値する。

この点については後ほど検討したい。加えて本節の最後にこの時期，労働市場政策の枠外

でも就労促進プログラムが積極的に展開されていた点について触れておきたい。 

布川編（2002）は労働社会が変容したことにより 1980 年代以降社会扶助受給者に稼働能

力のある人々が増加してきたことを指摘している。さらに 90 年代後半に入ると労働社会は

さらに変化し，その結果として社会扶助受給者のうちに低賃金雇用や不安定雇用といった

形で雇用されている人々も含まれるようになってきた。こうした変化は「雇用政策と公的

扶助の交錯」をもたらし，80 年代以降社会扶助制度の下での就労扶助が積極的に各自治体

によって行われるようになっていった。就労扶助とは，連邦社会扶助法に基づき，稼働能

力のある生計扶助受給者に対して各自治体が就労の場を創出したり提供したりしてそうし

た受給者の就労を促すものである（布川, 1995）。1993 年に法改正によって「援助計画」の

策定が義務化されたために援助サービスとしての就労扶助という位置づけがより明確にな

った。この就労扶助もあくまで一般労働市場での就労が優先であるが，それがかなわない

場合には社会保険加入義務のない就労が考慮され，こうした就労形態は ABM と同様に第二

の労働市場の一形態となる。社会扶助の実施主体は各自治体であるために就労扶助のあり

方などは自治体によってさまざまである。そのためその規模を正確に把握することはでき

ないが，就労扶助による就労機会の創出は 93 年から 97 年にかけて確実に増加しており（布

川編, 2002, 90 ページ），こうした措置の重要性も増していったと考えられる。 

積極的労働市場政策における質的調整を目的とした職業訓練の重要性は変わらないまま，

そこに雇用を結びつけた質量ともに改善が期待できる施策が重要視されるようになり，量

的調整における供給削減アプローチが廃止され，同時に労働市場の枠外における就労扶助

による雇用機会の創出の拡大というように，90 年代には政策側からの雇用拡大の動きが顕

著になっていった。次節ではこうした労働市場政策が展開された 90 年代の東部諸州の労働

市場がどのような状況であったのかを見ていきたい。 
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第 3 節 1990 年代東部諸州における労働市場の変化 

 

第 1-1 図 東部諸州人口 

 
出所：Statistisches Bundesamt より筆者作成 

注）東部 5 州にベルリンを加えたもの 

 

第 1 節で統一以前から東独から西独への大量の人口移動が問題となっていたと述べたが，

そうした流れは統一後にも止まることなく続いた。第 1-1 図が示す通り，統一後の 10 年間

で東部諸州の人口は約 80 万人減少した。その内訳を第 1-2 図で年齢階層別にみてみると，

15 歳未満の減少率が最も大きく，少子化が進むドイツ全体と比較しても圧倒的な減少率で

ある。この要因の一つには，統一後の東部諸州における出生率の急激な低下があげられる。

続いて 25 歳から 34 歳の層が大きく減少しており，この層の減少率もドイツ全体よりも大

きい。逆に 15~24 歳の層ではドイツ全体としては減少傾向だが東部では増加しており，こ

の理由としては統一以前の出生率が西独を上回っていたことが考えられる。また 35 歳以上

の層の人口も増加傾向にあるが，その程度はドイツ全体よりは小さい。いずれにせよ，こ

のような変化は東部諸州の人口構成を大きく変化させた。つまり，15～24 歳の層では若干

の増加があったが，15 歳以下人口の大幅な減少，25～34 歳という労働市場にとって重要な

若手の層が大きく減少したことは，高齢化社会になりつつあるドイツ国内の中でもこの 10

年間により一層高齢化が進み，今後加速化していくことを意味している。 

ここまで人口減少について概観したが，労働市場の状況を見るにあたって，まず就業者

数の変化を産業部門別に見ておきたい。第 1-3 図からは産業部門間で就業者数の推移に大き

な違いがあることが見て取れる。就業者数全体としては 90 年代初頭に減少しているものの，

その後はほぼ横ばいといえる状態である。大きく減少しているのは農林水産業と鉱工業で

ある。一方で大きな伸びを見せているのが金融を中心とした部門であり，90 年代を通じて

大きく就業者数を増やした。運輸や小売といった部門では横ばいの状態が続いたが，90 年

代後半になって増加傾向が明確になっている。建設業は 90 年代前半で大きく伸びたものの，

その後一転して減少し，2000 年にはほぼ 91 年の水準に戻っている。このように， 90 年代

には東部諸州において就業者数の変化を伴って産業構造が大きく変わったことがわかる。 
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第 1-2 図 年齢階層別人口変動 1991-2000 年 

 

出所：Statistisches Bundesamt より筆者作成 

注）東部 5 州にベルリンを加えたもの 

 

第 1-3 図 就業者数の変化 1991 年＝100 

 

出所：Statistisches Bundesamt より筆者作成 

注）東部 5 州にベルリンを加えたもの 

 

次に失業者数及び失業率の推移については第 1-4 図のとおりである13。東部諸州では 1991

年以降，失業者数はほぼ増加傾向にあり，90 年代後半では高止まりの状態となっている。

旧連邦州も 1991 年以降増加の一途をたどっていたが，1997 年をピークとして減少傾向にな

っている。東部諸州の失業者数の変動についてより詳細にみてみると，92 年までの増加と

しばらくの安定，95 年から 97 年にかけての増加とそれ以降の安定という変化がある。91

年から 92 年にかけて失業者が増加した要因のひとつには，第 2 節で述べた操短手当の適用

緩和措置が終了したことが挙げられる。95 年からの失業者の増加は，第 1-3 図で見た建設

                                                        
13 図では常に旧連邦州の失業者数が東部諸州よりも多くなっているが，これは人口比が東部諸州と旧連邦

州ではおよそ 1：3 程度であることを考えれば当然である。 



 

20 

 

業での雇用量が増加から減少に一気に転じたことが大きく影響していると考えられる。94

年から 95 年にかけてやや失業率，失業者数ともに減少したが，それ以外では増加あるいは

横ばいが続き，90 年代を通じて失業問題の解消の兆しが見えることはなかった。 

 

第 1-4 図 失業者数・失業率 

 

出所：Statistisches Bundesamt より筆者作成 

注）東部 5 州にベルリンを加えたもの 

 

第 1-5 図 失業者に占める若年層と高齢者の割合 

 
出所：Statistisches Bundesamt より筆者作成 

注）東部 5 州にベルリンを加えたもの 

 

このように労働市場は厳しい状態であったが，それではいったいどのような人々が失業

者となっていたのであろうか。第 1-5 図は失業者の中に若年層と高齢者が占める割合を示し

たものであるが，それぞれに特徴がみられる。若年層にかんしては，旧連邦州とそれほど

差がなく，むしろ東部諸州において若年層が失業者に占める割合は旧連邦州よりも低めで

ある。もちろん先に見たとおり，失業率が旧連邦州とでは 10 ポイントほど差があるため，
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割合が低くとも若年の失業者が少ないわけではない。しかしながら，東部諸州で発生した

失業問題が若年層に特別に集中して起きたものではないことが読み取れる。 

一方，高齢者にかんしては期間全体を通して東部諸州では旧連邦州に比して高齢者の占

める割合は小さい。特に 90 年代前半はかなり小さく，それから急激に上昇していることが

わかる。ここには第 2 節で述べた積極的労働市場政策のひとつである早期引退措置の影響

が大きく現れている。90 年代前半までは積極的に早期引退を促し，高齢者の「失業」を抑

制してきたが，労働市場から退出させる方向を転換し，早期引退措置を終了させたことに

より，労働市場から退出することなく失業者として労働市場に留まる高齢者が増加したこ

とがわかる。政策措置の終了とともに失業者の中に占める高齢者の割合が急激に増加して

いることは，旧連邦州と比較して高齢者が失業者のうちに占める割合は小さいものの，東

部諸州でも労働市場の中で高齢者が職に就くことがかなり難しい状況であったことを示し

ている。 

 

第 1-6 図 失業者における女性の割合 

 
出所：Statistisches Bundesamt より筆者作成 

注）東部 5 州にベルリンを加えたもの 

 

失業者のうちに占める女性の割合を示したのが第 1-6 図である。全体として東部諸州では

女性の占める割合が高く，特に 90 年代前半では 60%を超える年があるなど，失業が女性に

間で特に深刻な問題となっていたことがわかる。東独では男女ともに就労することが一般

的であり，西独ではまだまだ女性の労働参加が浸透していない状況であったのと対照的に

女性の労働参加率が高かったことが東西での違いの大きな要因のひとつとなっている。た

だ，統一に伴う雇用の縮小に際して最も不利益を被った集団としてしばしば指摘されてい

るのが女性と高齢男性である（Flockton, 1999）。90 年代初期から女性の失業が大きな問題と

して現れてきた要因のひとつとして，就業者数の変化を見た際にも指摘したように，多く

の男性求職者がインフラ投資に伴った建設業の労働需要増大によって職を見つけることが

できた一方で，女性はそうした恩恵にあずかりにくかったということが挙げられるが，東

部諸州における女性労働の問題にかんしては第 3 章および第 4 章でより詳しく検討するこ

ととしたい。 
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つぎに，第 1-7 図で国籍にかんしてみてみると，失業者に占める外国人の割合は旧連邦州

と比較して相当に低い。これは人口比によるところが大きく，決して東部諸州において外

国人の失業率が低いことを意味しない。ただし，東部諸州の失業率の高さが職に就くこと

の難しい外国人の存在に影響されているということはこの図からは考えられず，しばしば

社会問題となる東部諸州での外国人排斥運動などは社会全体としての不安感に起因するも

のであるといえよう。 

 

第 1-7 図 失業者における外国人の割合 

 
出所：Statistisches Bundesamt より筆者作成 

注）東部 5 州にベルリンを加えたもの 

 

ここまでに東部諸州の人口が減少し続けていること，東部諸州の失業問題が 90 年代を通

じて深刻な状態のまま推移してきたこと，政策によって高齢者の失業が押さえ込まれてき

たものの方針の転換に伴って顕在化したこと，女性の失業の問題が相当に大きいことを見

てきた。ここで労働市場全体の推移を見てみたい。第 1-8 図および第 1-9 図は東部諸州と旧

連邦州それぞれの就業者，失業手当受給者，失業扶助受給者，失業者を示したものである。

東部諸州における失業率が高いことはすでに示したが，この図からもわかるように就業者

に対して失業手当，失業扶助の受給者数の割合が大きく異なっており，東部諸州では労働

市場における受給者の割合が極めて高い状況にあることがわかる。「ドイツ型の社会保障体

制が国際的に見て，とりわけ強く就労活動を基礎としている」（Ritter, 2006, S. 133）ことを

考えれば，こうした給付金受給者数が就業者数に対して多いことは社会保障制度にとって

大きな負担であり，長期的には持続可能性に問題が生じるといえる。さらにこの図からも

わかるように，90 年代を通じて状況は改善の兆しを見せていないことから問題は深刻化し

たと考えられる。 

では次に，失業者のうち失業手当，失業扶助という二種類の受給者の割合に東西間でど

のように違いがあったのかについて見てみたい。 
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第 1-8 図 東部諸州   

 
出所：Arbeitsmarkt 2000, Statistisches Bundesamt より筆者作成 

注）東部 5 州にベルリンを加えたもの 

 

第 1-9 図 旧連邦州 

 
出所：Arbeitsmarkt 2000, Statistisches Bundesamt より筆者作成 

注）旧連邦州からベルリンを除いたもの 
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第 1-10 図 失業者に占める失業手当・失業扶助受給者 

 
出所：Statistisches Bundesamt より筆者作成 

注）東部 5 州にベルリンを加えたもの 

 

第 1-10 図からまず，失業手当にかんして見ると，90 年代を通じて失業者に占める受給者

の割合が東部諸州のほうが高いことがわかる。なぜ東部諸州のほうが失業手当受給者の割

合が高いのかについて検討してみたい。失業手当の受給資格は，社会保険加入義務のある

雇用に一年以上従事していることが条件である。また，その受給期間はおよそ 6～32 か月

であり，失業期間がそれ以上に続く場合にはミーンズテストを経たうえで失業扶助を受給

することとなる。つまり，東部諸州の労働市場にはそうした受給資格のある，かつ受給期

間内の失業者が旧連邦州よりも多いということになる。ただし，積極的労働市場政策の措

置である雇用プログラムや訓練プログラムに参加することによってもあらたに失業手当の

受給資格を得ることができるため，こうしたプログラムへの参加者がプログラム修了後に

職に就くことができなければ失業手当受給者に含まれることとなる。東部諸州ではこうし

たプログラム参加後の失業手当受給者が多かったことから，その割合が旧連邦州に比べて

大きい一つの要因になっていると考えられる。一方，失業扶助受給者の割合は両地域とも

に増加傾向にあるが，とりわけ東部諸州での受給者の割合の伸びは急激である。この要因

としては，統一直後の失業者の多くはそれ以前に旧東独で就業状態にあったために，失業

手当の受給資格を有していることのほうが多かったためと考えられる。そうした失業手当

受給者の受給期間が終了していくとともに失業扶助の受給者が増加し，このようなグラフ

になったと考えられる。さらに，失業手当の受給期間が終了してもミーンズテストで失業

扶助の受給要件を満たしているとみなされなければ失業扶助を受給することはできない。 

そこで第 1-11 図を見てみたい。この図は失業者のうち失業手当も失業扶助も受給してい

ない人の割合を示したものであるが，東部諸州ではそういった人の割合は旧連邦州と比較

してかなり小さく，いずれかの給付金の対象者である範囲が大きいことを表している。で

は改めてこうした制度の対象とならない失業者とはどのような人々であるかを考えてみよ

う。失業手当は社会保険加入義務のある職に一年以上就いていること，または一定の雇用

プログラムなどに参加することが条件となる。そうした経験のない求職者や失業手当の受 
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第 1-11 図 失業手当も失業扶助も受給していない失業者の割合 

 
出所：Statistisches Bundesamt より筆者作成 

注）東部 5 州にベルリンを加えたもの 

 

第 1-12 図 積極的労働市場政策参加者数と失業者数の推移（単位：千人） 

 

出所：Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit, Arbeitsmarkt 1991~2000 各年版より筆者作成 

注）東部 5 州にベルリンを加えたもの 

 

給期間の終了した求職者のうち，一定以上の資産や収入の見込みがない場合には失業扶助

を受給することができる。つまり，この対象外となるのは，失業手当の受給資格がない，

または受給期間を終了しているが，失業扶助を受給するためのミーンズテストの基準を上

回る状態にある人である。失業者に占めるこうした人の割合が少ないということは，東部

諸州では失業状態にあって給付金を得られなければ生計の維持が困難である人々が多いこ

とを示している。失業扶助の受給者の割合が東部諸州において急激に伸びている背景には，
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失業者を取り巻く経済環境がより厳しいものであるといったことがあるといえよう。 

そうした状況では失業者自身に就業へのニーズが高まっていると考えられ，積極的労働

市場政策による支援が欠かせない。ではそうした積極的労働市場政策の実施状況はどのよ

うなものであったのであろうか。第 1-12 図は 90 年代における東部諸州でのこうした積極的

労働市場政策の規模を表している。ここからは 90 年代初頭には失業者数を上回る規模で

人々を失業者とせずに就労あるいは訓練の状態にとどめたことがわかる。これらの措置が

なければこうした人々の多くが失業者となっていたであろうことを考えると，公表されて

いる数でも相当な規模と思われている失業も，実際にはずいぶんと緩和されていた状態で

あったことがわかる。実施された積極的労働市場政策の内訳として，91 年までは操短労働

者が大きな割合を占め，92 年以降は早期引退が最も多くなっているが，いずれも賃金の補

填あるいは年金の早期支給という財政負担の大きいものである。こうした措置をこのよう

な規模で実施することで失業という社会的なショックを一定程度緩和できたのは，旧連邦

州の財政的支援があったからであるといえる。しかし操短手当の適用基準緩和も 91 年末に

は終了し，早期引退に関連する措置もその規模を急速に縮小させて終了に向かった。それ

に伴い全体の規模も縮小している。その中で 90 年代半ば以降にその比重が大きくなってい

るのが職業訓練と雇用プログラム14である。中でも職業訓練の参加者数はほぼ横ばいとなっ

ているが，雇用プログラムの参加者数はやや増加傾向にある。90 年代末には積極的労働市

場政策は実質的に雇用プログラムと訓練プログラムがその中心となっており，第 2 節で 90

年代後半期において政策の重点が雇用プログラムや訓練と雇用を兼ねあせたプログラムに

重点が移ったことを述べたように，量的な面でもこうした雇用プログラムや訓練プログラ

ムへの重点の移行という変化が見て取れる。 

では前節で 90 年代における政策の変化として挙げた労働市場からの退出の制限という方

向性についてはどうであろうか。第 1-13 図は労働参加率の推移を表したものであるが，労

働市場の状況が厳しい中でも，東部諸州の男性にかんして 93 年以降労働参加率は上昇に転

じ，東部諸州の女性についても 93 年以降ほぼ横ばいで 90 年代末にやや減少といった程度

でおさまっていることから，労働市場からの退出を制限し，失業者等を含めて労働市場に

とどまらせるという政策の方向性は実現されていると言えるのだろうか。先ほど，失業手

当や失業扶助の対象者となる範囲が東部諸州ではより広いことから失業者の就業に対する

ニーズが大きいと考えられると述べたが，そうしたことも労働参加率には大きく影響する

と考えられ，実際，早期引退措置が実施されていた 90 年代前半にもそれほど労働参加率が

下がっていないため，労働市場からの退出抑制にはこうした要因も影響しているとも考え

られる。この点にかんしては第 4 節で改めて労働市場からの退出が顕著に見られなかった

点について検討したい。 

 

                                                        
14 第 1-12 図およびここでの雇用プログラムという項目には ABM や SAM といった雇用形態を支援・提供

するプログラムの参加者が含まれている。 
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第 1-13 図 労働参加率 

 

出所：Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit, Arbeitsmarkt 1991~2000 各年版より筆者作成 

注）東部 5 州にベルリンを加えたもの 

 

以上，90 年代の東部諸州における労働市場の変化と労働市場政策の実施状況についてみ

てきた。次節ではこうした状況に対して行われた先行研究の議論を整理し，90 年代に展開

された労働市場政策の東部諸州における帰結を検討したい。 

 

 

第 4 節 1990 年代東部諸州における労働市場政策をめぐる議論と評価 

 

第 3 節で見たように，東部諸州では統一前の時点から労働市場政策が展開され，失業者

が増大するなど厳しい状況が続く中，徐々に施策の参加者数は減少したもの，累積すると

その規模は相当大きなものとなった。また失業手当や失業扶助といった給付金受給者数も

就業者数に対しての規模が旧連邦州よりもずいぶん大きく，統一のコストとしての認識が

高まるようになってきた。そうした状況の下，労働市場政策にかんしてはそのあり方の是

非や効果のほどを問うような議論が 1990 年代初めより活発になされてきた。また同時に東

部諸州の労働市場の抱える問題について，失業の要因分析を行う研究も数多くなされた。

ここではまず，労働市場政策にかんするこれまで議論と失業などの問題にかんする要因分

析の研究を整理し，そこから 1990 年代の労働市場政策の東部諸州における帰結を明らかに

したい。 

まず，消極的労働市場政策に分類される失業給付関連については，その受給者の多さも

あって問題視され，さまざまな議論がなされてきた。一般的にも 1980 年代以降，ヨーロッ

パ諸国が高失業率の問題を抱えている中で，失業給付の期間やその水準が失業者の行動に
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どのような影響を与えるのかといった議論が活発に行われており，東部諸州の失業問題に

かんしてこのような議論がなされるのは当然の流れであった。経済システムの大きな変化

の中で東部諸州では失業者が大量に発生し，多くの失業者が失業手当を受給することとな

ったが，失業手当の受給期間に再就職することのできなかった多くの失業者がそのまま失

業扶助の受給者に移行した。前節で見たように，失業扶助の給付水準は失業手当よりも低

いものではあるが，その受給期間に制限はない。この時間的制限のない給付に対して，H. 

Feldmann（2002）は就業意欲を削ぐといった一種のモラル・ハザードの発生が考えられる

として問題視している。また，J. Wolff（2003）は失業手当から失業扶助に移行する際の給

付額の減少も就業行動には大きく影響を与えず，失業者のインセンティブにかんしては失

業扶助が無期限であることにこそ問題があると述べている。この社会扶助による生活扶助

の給付額は自治体ごとに異なるものではあるが，この給付額が東部諸州では世帯の状況に

よって就業世帯の手取り賃金を超える場合やほぼ変わらない状況があり，この点について

も就業意欲を削ぎ，モラル・ハザードを招く状況にあるという批判がある（Feldmann, 2002）。

こうした給付金や給付期間が失業者の就業行動にどのような影響を与えるかにかんしては，

東部諸州に限らずさまざまな国や地域を対象として実証分析が行われており，多くの研究

で給付水準の高さや給付期間の長さが失業期間や再就職率に対して負の影響を与えるとい

う結論を得ている一方，給付内容の充実が必ずしもそうした行動に影響を与えないとする

研究も存在し，見解は分かれておりいまなお多くの実証分析が進められている（小原, 2011）。

東部諸州においても今後ともこの点について実証研究が進められていくことと考える。 

積極的労働市場政策の効果について検証した研究も数多く存在する。多くの研究はさま

ざまなミクロ的手法を用い，積極的労働市場政策の各種施策に参加したことによって雇用

可能性が実際に高まったのか，期待賃金が上昇したか否かについて検証している。こうし

た論文の中でもさらに新しい手法を用いて分析したものが Lechner and Wunsch（2009）であ

る。かれらは東部諸州における積極的労働市場政策の効果について過去の研究で用いられ

た手法の問題点を解消するために新たなミクロ的手法を用いて分析している。ここで得ら

れた結論としては，プログラムに参加することによって失業登録期間が延長されること，

将来また異なるプログラムを受ける可能性が高まること，雇用機会がプログラム参加から 2

年半後の時点では上昇していないこと，明確なロックイン効果がみられることなどであり，

概してプログラムの効果にかんしては否定的である。ただし，旧連邦州においても否定的

な結論が得られているが，いくつか効果が認められるような場合も存在することから，地

域的な問題が背後にある可能性を指摘している。さらに，東部諸州においては労働市場が

非常に厳しい状況にあることから，こうした労働市場政策の目的がプログラムに参加して

第一労働市場での職に就くことではなく，ほかの社会的な影響を考えた目的が大きいとも

述べている。Feldmann（2002）も同様に否定的な見解であるが，訓練プログラムにかんし

ては行政や訓練施設の不慣れといった点が当初よりも改善されたことにより，効果が改善

されたという結論があることにも触れている。この研究では訓練プログラムの効果が上が
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らない理由として，労働市場におけるスキルのニーズの予測が困難であり，個々人に呈し

たプログラムの選択が難しいことを挙げている。Amoroso and Witte（1998）は統一以前に西

独のルール地方で実施された ABM が長期失業者を増やす結果に終わったことに触れ，一部

の労働市場において不利な条件にある人々には一定の効果を認めるものの，東部諸州にお

ける ABM も一時的な雇用を提供するという意味以上の効果はないとしている。Hujer and 

Zeiss（2007）は失業の初期の段階で ABM に参加した人ほど失業期間が長くなる傾向にある

ことや，その効果に参加者の属性によって変化があることを指摘しているが，全体として

は ABM に参加することで失業期間を長期化させるという結論に達している。 

これまでに挙げた積極的労働市場政策の問題点をまとめると，措置への参加によって雇

用可能性が高まるといった効果にかんしては多くの結論が否定的であり，むしろプログラ

ムへの参加がロックイン効果をもたらしている，またはシグナリングによる逆効果を生ん

でいるとの指摘もある。そのうえで，そうした否定的な結論に至る要因として，訓練プロ

グラムにかんしてはスキルに対する市場のニーズの予測の難しさ，個々人にマッチしたプ

ログラムの提供の難しさ，プログラムそのものの問題が挙げられている。この点について

松丸（1995）は，ABM には第一労働市場への橋渡しの役割が期待されているにもかかわら

ず，「そもそも ABM 自体に，緊急避難的にかつ補完的制限が課されているために，「第一の

労働市場」で新たな職場を発見するように設計されていないことが問題」であると指摘し

ている。松丸が指摘するように，ABM をはじめとした各種の雇用創出措置には，民間企業

が提供する第一の労働市場に該当する雇用に影響が及ばないよう，参入可能な業種や職種，

賃金などにかんして細かい規定が定められていた。しかしそれでも雇用訓練会社について

であるが，当時のドイツ商工会議所会長のハンス・ペーター・シュティール氏が中小経営

を中心とした民間企業を圧迫するものだとして批判している（松丸, 1992）。ここには東部

諸州で展開された積極的労働市場政策の矛盾点と実質的な限界の一端が如実に表れている

といえる。つまり，民間企業の経済活動に影響を与えないようにすることを前提に，失業

者に雇用機会を提供しつつ，補助金付きでない雇用で就業できるようなスキルを身に付け

るという多目的型の施策は自己矛盾であると考えることができる。ただし，Nativel（2004）

はこうした雇用機会を提供しながらその中でスキルを身に付けるという施策の中でも特に

SAM について，地域における経済発展をも目的に組み入れた新たな方策が模索されたとし

て積極的な評価をしている。 

このような研究結果を踏まえ，仮に失業給付の給付期間を短縮してモラル・ハザードを

抑制し，積極的労働市場政策にかかわる各種プログラムの運用の改善ができたとして，そ

れによって東部諸州の失業の問題は解決できるのであろうか。先行研究による評価の中で，

積極的労働市場政策の効果が上がらない要因の一つに，地域の労働市場の状況が挙げられ

ていたが，実際に東部諸州の失業の要因を分析した研究では，労働市場政策が有効でない

という結論ではなく，多くの場合その要因が労働需要にあると指摘している。さらにその

原因とされる労働需要の弱さについては，生産性と賃金あるいは社会保険負担を含めた労
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働コストが見合わないことが影響しているという指摘がある（Siebert, 2005）。しかし，それ

は単に労働者のスキル向上などによって解決されるとは言えない。J. Hall and U. Ludwig

（2007）は東部諸州における永続的な高失業率は 2 つの要因によってもたらされた労働需

要の小ささであるとし，先行研究における労働組合や労働市場政策にその要因を求める結

論を否定している。この研究によれば，失業の要因である労働需要の弱さは，第一に民営

化がクロス・リージョナルな資本の動きによって急速な資本集約化で進み，その結果とし

て産業再編が効率的な労働需要を生み出さなかったこと，第二に本社機能が旧連邦州に移

動したことが産業再編のあり方に影響を及ぼし，弱い労働需要しか生み出せなくなってい

ることが原因であるとしている。また Bonin and Zimmermann（2001）も，失業の要因につ

いて，賃金が市場価格にならない（均衡点まで下がらない）のはそうした賃金が生活賃金

に到底満たないような額であること，また生産性に見合うよりも高い賃金であることが解

消しないのには民間投資の少なさによる生産性の上昇の遅れがその要因であると指摘し，

賃金が下がらないことよりもむしろ生産性の上昇が小さいことが問題であるという。こう

した要因については労働市場政策が影響を及ぼすことのできる範囲の外にあるもので，こ

のような原因で労働市場の状況が改善しないのであれば，労働市場政策の効果が上がらな

いことをどのように考えるべきなのであろうか。ここに労働市場の分析と労働市場政策の

効果の分析の間のずれが存在している。 

ではこうした状況で，雇用の状況に変化はなかったのであろうか。弱い労働需要の一つ

の要因とされている生産性の低さとそれに比して高い労働コストの問題がある。労働コス

トの問題は第 1 節で取り上げた東部諸州の移行の特徴の一つにも含まれている。制度の移

植に伴い，東部諸州の雇用にも旧連邦州と同様の社会保険制度が適用されることとなった

ために，それまですでに西独でも批判の対象となっていた高い賃金付帯コストが導入され

た。さらに，統一に際しては旧連邦州側の労働組合が東部諸州の労働条件の設定に深くか

かわり，その結果，東部諸州においても協約賃金，団体交渉といった制度が移植された。

通貨統合によって 300～400%（Akerlof et al, 1991, p.18）に切り上げられた東部諸州の賃金は

こうした働きかけによりさらに上昇し，全体としての労働コストは相当に高くなった。こ

のことが企業にとって大きな負担となり，東部諸州の雇用の伸び悩みに大きく影響したと

されている。しかし，賃金は当初の予定通りには上昇せず15，協約賃金の適用率も 90 年代

末の東部諸州では低い状態あった（Franz and Steiner, 2000）。企業側が経営者団体から脱退

あるいは非加入である場合も多く，そういった意味では西独型の労働システムはそれほど

東部諸州で深く浸透しなかったといえる。Franz and Steiner （2000）は 90 年代を通じて賃

金格差が広がったとし，またその要因の一つに協約賃金が適用された産業や職種とそうで

ないところという違いが大きくかかわっていると指摘しており，団体交渉制度の不均質な

浸透は東部諸州の賃金構造にも影響を与えている。一方の生産性にかんしては，統一時点

                                                        
15 当初，1994 年に賃金が旧連邦州と同水準になる方向で進められていたが，旧連邦州を 100 として 46.7

（1991）→70.5（1994）→73.9（1998）というように当初の予定のようには進んでいない（Franz and Steiner，

2000）。 
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では東部諸州の生産性は旧連邦州の 25%程度と言われていた（Klodt, 2000）が，生産設備の

刷新などを通じて緩やかながら上昇し，90 年代末には旧連邦州の 5 割から 6 割程度になっ

たと言われている（Klodt, 2000; Barrell and Velde, 2000 ほか）。この結果，単位労働コストは

下降の一途をたどり，90 年代末には 90 年を 100 として 65 を下回る水準にまで下がること

となった（Merkl and Snower, 2007）。Merkl and Snower（2007）はこうした労働コストの下落

にもかかわらず東部諸州でなぜ雇用数が上昇に転じないのかについてその要因を分析して

いる。その中では，人は長期間失業することによってスキルや労働習慣といったものが損

なわれ，その人の生産性は低下する。そのような人々は就職することや OJT といった機会

を得ることも難しくなり，より一層生産性が低下していくこととなる。こうした状況にあ

っては労働市場全体の平均的な労働生産性は相当に低くなることとなり，そうした生産性

の水準にまで労働コストが十分に下がらず，そのため，そうした失業の罠に陥った人々の

雇用機会が向上することは見込めない。 

この議論を踏まえれば，失業者，特に長期失業の恐れのある人々に積極的労働市場政策

の措置に参加を促すことは，労働市場全体での労働生産性の維持にとって十分に意義をも

つことといえる。 

ここで Kornai（2013）の移行国の労働市場にかんする分析を引用したい。Kornai は，シ

ステム転換が雇用の大幅な減少と「持続的な失業を生み出した」とし，「数年のうちに経済

活動人口（実際に職に就いている人々および失業中だが積極的に職探しをしている人々）

が急激に減少した」（Kornai, 2013, p. 91）と述べている。上述の労働参加率とは労働可能人

口のうち経済活動人口の割合を指したものである。その中で実際に職に就いている人々の

数は東部諸州でも急激に減少したが，労働参加率が低下していないということから経済活

動人口が全体として減少していないということになる。Kornai が指摘したシステム転換に

伴う経済活動人口の急激な減少が東部諸州では見られないのである。Kornai は総人口を①

働くことができない人々，②労働可能であるが非活動である人々，③失業者，④雇用され

ている者，の 4 グループに分類して労働市場の概念を整理している。このうち②労働可能

であるが非活動である人々の事情として，いくつかの事例を挙げており，賃金以外の生活

手段を持っているといった経済的理由，女性に多いものとして慣習的な理由，家族に対す

るケアの問題，就業意欲喪失者といったものである。これらの要因はそれぞれ排他的では

なく，複数の要因が重なることで非活動となっている人々も存在するであろうが，ここで

注目したいのは就業意欲喪失者である。Kornai も「仕事を探している人が希望をあきらめ，

職探しをやめ，労働市場から「自発的に」退出するようになるポイントはどこにあるのだ

ろうか」（前掲書 p. 89）と述べているが，長期間にわたって求職活動に成果の上がらない状

態が続いた場合，一般的には労働市場からの退出率は上昇すると考えられ，実際にそうし

た状況をみた Kornai はシステム転換後の「急激な経済活動人口の減少」にかんして述べた

のである。そうした点を考えれば，東部諸州で労働参加率が低下しなかった要因の一つが

労働市場政策であろう。第 1-14 図で示しているのは連邦雇用庁に登録された失業者に対し
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て，各労働局にあった求人数（欠員数）がどれほどあったかという比率である16。この数値

は労働市場における需給バランスを正確に示すものではないものの，その東西間での相違

にかんしては一つの目安になると考えられる。旧連邦州においては失業者に対する欠員数

は変動も大きいが，最も底となっている 93 年から 97 年においても東部諸州の倍ほどの数

字であり，一貫して低い数値を保っている東部諸州がいかに厳しい状況であるかを示して

いるといえる。このような圧倒的な労働供給過剰の状況の中，通常の雇用に就こうとする

求職活動が容易に進むものではないことは想像に難くない。それでもなお人々が労働市場

に留まり続けた要因を考察しなければならない。 

 

第 1-14 図 登録欠員数・登録失業者数 

 
出所：Statistisches Bundesamt より筆者作成 

注）東部 5 州にベルリンを加えたもの 

 

第 3 節の最後の部分で労働参加率が初期にこそ下がったが，それほど大きな減少もなく，

一定水準を保っていることについて，早期引退制度の影響もそれほど見られないことから

必ずしも政策の効果とはいえないと述べた。また，失業者に占める失業手当と失業扶助の

受給者の多さから経済的要因による就労のニーズが高い可能性についても言及した。さら

に，R-W Institut für Wirtschaftsforchung（1994）は東部諸州における単一稼得者の多子家庭で

は社会扶助の給付額が労働純報酬を上回る状態であり，賃金との格差維持原則が守られて

いないことを問題視する一方で，それにもかかわらず東部諸州の人口当たりの社会扶助申

請件数は旧連邦州を大きく下回っていることをその報告書で指摘している。このことは社

会扶助の受給にかんしてモラル・ハザードが生じていないことを表しており，同報告書で

はその背景として東部諸州における強い就労意欲を挙げている。こうした就労への希望や

ニーズは，東部諸州で大規模に展開された積極的労働市場政策による様々な措置への参加

の可能性によって維持され，その一つの結果が労働市場参加率に表れていると言えるので

                                                        
16 ドイツにおける求人は労働局に登録する以外の手段で行われることも多く，一般に労働局に集まる求人

は期間の短い，決して雇用条件の良いものではないものが多い（松丸, 2000）。そのため，第 1-14 図で示

す数字は日本における有効求人倍率とは異なるものであることをここで注記したい。 
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はないだろうか。 

ここで再び Ritter（2006）の議論を取り上げたい。Ritter はこれまでに挙げた研究とは全

く異なる視点で労働市場政策にかんして述べている。Ritter は 1989 年から 1996 年にかけて

の統一過程がドイツの社会国家制度にあたえた影響を批判的に考察した。その中で，まず

何よりも東から西への移住者の波が統一を後押ししたともに，社会政策その他の政策決定

に重要な影響を与えたと指摘している。西独で統一以前にあった社会国家の見直しへの動

きが中断し，その結果，構造的問題が長期的には激化したとも述べている。この間の労働

市場政策に対しては，積極的労働市場政策の整備は社会激変のショックを緩和したが，経

済構造改革の妨げとなったと評価し，従来の社会保険のシステムの中に組み込んだことに

よって，西側の保険加入者に大きな負担を強いることになったとまとめている。社会的な

ショックの緩和という点のほかにも，Lechner and Wunsch（2009）は積極的労働市場政策の

効果そのものには否定的な結論を出す一方で，人的資本の減少を食い止め，労働市場から

退出しないようにして社会参加を続けるといった意義があったと評価し，社会不安の解消

や生計の維持といった目的を果たしているという評価を与えている。しかし，このように

評価される社会激変のショックの緩和という点についても，シュタイニッツ／フィルマー

（2001）は「国家的な雇用・補修措置がたいした意義をもっていない」とし，さらに「90

年代を通じて，市場原理的な緊縮政策により，新連邦州のそうした軽減効果は恒常的に取

り払われた」（シュタイニッツ／フィルマー, 前掲書, 153 ページ）として厳しい評価を下し

ている。ただし，このシュタイニッツ／フィルマーの評価は，東部諸州にかかわる統一政

策，移行政策全般を含めた上での評価であり，第 3 節で示した積極的労働市場政策の規模

を見れば，決して軽減効果がなかったとは言えない。統一から時が経つにつれ，初期に比

べて規模は相当に縮小され，その内容にも変化があったことはすでに述べたとおりである

が，「国家的な雇用・補修措置」として各種の雇用プログラムと職業訓練が継続して，また

新たな方策も取り入れながら進められている。 

90 年代に東部諸州で展開された労働市場政策は，弱い労働需要という条件のもとで政策

の効果として雇用可能性を上昇させるという成果を上げることはできなかった。一方で，

失業手当や失業扶助の給付を通して失業者の生計を支えながら，特に 1990 年代後半以降に

は積極的労働市場政策のプログラムへの参加を通じてスキルや労働習慣の維持に努め，就

労の必要のある人々を労働市場から退出させないような制度を構築することに成功したと

いえる17。先にふれたように，そうした労働市場全体としてのスキルレベルの維持はその地

域の労働生産性に大きく影響を及ぼすことなるため，短期的には効果が出にくいが，長期

的には雇用水準の向上のための前提条件を作り上げているということができる。ただし，

第 3 節でみたように積極的労働市場政策は 90 年代の間にその政策手段の重心を大きく変化

させた。操短手当による職場の維持や早期引退による労働供給の緩和ではなく，職業訓練，

                                                        
17 とはいえ，Mikrozensus 1991, 1995 によれば 90 年から 95 年の間に就業者のうちに占める不熟練労働者の

割合は下がったが，労働市場全体ではやや増加し，特に女性ではその割合が 5.3%から 12%にまで増加し

た。女性に対する厳しい雇用情勢はスキルの面にも大きく影響を及ぼしていると考えられる。 
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雇用プログラムをその中心に据えることとなった。職業訓練は西独時代からドイツの積極

的労働市場政策の一つの柱であったが，政策手段としては最も高価な労働市場政策

（Feldmann, 2002, p.67）であり，財政負担が大きいうえに効果については批判が多くあった。

そうした中で，SAM や ABM といったさまざまな形で雇用に補助金を出し，失業者を就業

させる措置が拡大していくこととなった。公的に提供された雇用に従事していくことで第

一の労働市場での就業への足掛かりになることが期待されるものであったが，実際にはそ

うした効果も限定的なものとなった。積極的労働市場政策や社会扶助における就労扶助と

いった様々な賃金補助による雇用の創出は，危惧されていたような補助金のない雇用の圧

迫や補助金がなくとも雇用される人が対象となるといった問題のほかに，そうした雇用の

創出が低賃金雇用拡大の推進力の一つとなっているのではないかという指摘である。布川

（2002）は 90 年代後半には社会扶助の側から低賃金雇用のバックアップを行ったと論じて

おり，この問題は賃金そのものが何によってどのように規定されるものであるのかという

問題の提起ともいえる。しかし，こうした点について，ドイツでの議論が大量の失業や財

政的な問題の真の原因を探ることよりも，これまで労働者全体に保障されてきた雇用の質

や水準を引き下げることで見かけ上の雇用量を増大させることに終始しているとして，そ

の議論のあり方を松丸（2000）は厳しく批判しているように，ドイツ国内では雇用の拡大

策とその反面での補助金付き雇用の「促進」という問題にかんする関心は 90 年代には一般

的でなかったといえる。こうした問題に関心が集まるのは 2000 年代以降，特にハルツ改革

が行われた後であるが，90 年代に特に東部諸州を中心としてこうした問題は存在していた

のである。 

 

 

おわりに：1990 年代東部諸州における労働市場政策の帰結 

 

東独の体制転換は西独との統一という形で進められることとなり，西独の枠組みへの適

応がすなわち体制転換を意味することとなった。統一直後の東部諸州の労働市場における

課題は大量の失業者の発生と人口の流出であった。また産業構造の変化によって雇用構造

も大きく変化し，そうした点からも労働市場政策の重要性は高いものであった。こうした

課題に対して西独の雇用促進法に基づく労働市場政策が展開され，多くの失業者がその対

象となった。当初は操業短縮措置による一時的な職場の保全，早期引退措置の利用による

労働市場からの退出促進といった形での失業への対策が見られたが，90 年代半ば以降は雇

用促進措置と職業訓練が主な政策手段となり，積極的労働市場政策の効率的な運営と就労

促進という方向性が明確になるという変化があった。東部諸州においては 90 年代前半には

早期引退措置によって労働市場からの退出が促進されていたにもかかわらず，全体として

は労働参加率は大きく下がらず，労働市場に留まる人が多かった。就業者数が回復しない

一方での失業の増大は社会保険制度に大きな負担となり，そうした観点から労働市場政策
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の効果にかんする分析が盛んに行われた。それらの分析結果では労働市場政策の効果はあ

まり認められず，否定的な見解が多かったが，労働市場そのものに弱い労働需要という問

題があることを考慮すると，労働市場政策が誤っていたということは難しいのではないか

と考える。むしろ，産業構造や経済構造が大きく変わり，労働者に求められるスキルも大

きく変化する中で，失業者が大量に存在していることは，社会全体のスキルの低下，期待

される生産性の低下を招くことになる。東部諸州で大規模に展開された労働市場政策はそ

うした状況を改善する一助になっているといえるのではないかと考える。社会扶助の受給

状況などを旧連邦州と比較して考察すると，東部諸州の人々が労働市場に参加していたの

は失業給付にぶら下がっているという評価には当たらないといえ，人々の就労インセンテ

ィブの高さによるものであるといえよう。その一方でそうした就労インセンティブの高さ

に起因する過剰な労働供給と経済構造に基づく弱い労働需要は，補助金つきの雇用や低賃

金労働の拡大をすすめた側面もある。2000 年代の労働市場改革は，アクティベーションと

労働市場の柔軟化を目指したものであり，こうした中で東部諸州の労働市場がどのように

変化するのかを次章では見ていくこととしたい。 
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第 2 章 2000 年代のドイツ労働市場改革と 

東部諸州における意義 

 

はじめに 

 

1990 年の東西ドイツ統一以後，東部諸州の労働市場においては失業問題の解決が最重要

課題の一つであり，労働市場政策はその課題の克服に対処するべく施策を展開してきた。

その中では第 1 章にみたように政策手段の重点の変化もあり，本章の分析対象である労働

市場改革につながるような変化がすでに見られた。2000 年代の労働市場改革を対象とした

研究の多くはそうした文脈ではなく，戦後の西独で形成されてきたドイツ型福祉国家，ド

イツ社会国家，ドイツ型労働システムといったものにとって，この労働市場改革がどのよ

うに位置づけられ，それによってどのように変化したかを検討したものがほとんどである。

もちろん，労働市場改革はドイツ全体に対して行われるのであるから，ドイツそのものに

とっての意義が問われるのは当然のことであるが，それに加えて，統一以前から長期失業

者の問題や立地問題を含めた社会国家としての問題が指摘されていたにもかかわらず，そ

うした課題に根本的な解決策が出せないままに 2000 年代に突入したという経緯がある。こ

の点にかんして，このような長期的な視点のなかでの位置づけはもちろん重要であると考

えるが，一方で 90 年代のドイツ労働市場にとっての大きな課題であった東部諸州の失業や

労働市場政策をめぐる議論からの連続した視点も不可欠であると考える。そこで本章では，

2000 年代にドイツで行われた労働市場改革が何を克服するためのものであったのか，その

課題は東部諸州にも共通するものであったのか，それによって統一以降続く東部諸州の失

業問題の根本的な解決が目指されたのかについて検討し，2000 年代の労働市場改革が東部

諸州にとってどのような意義をもつものであったのかを明らかにすることを課題とする。

まず第 1 節では労働市場改革が始まる直前の 2000 年代初頭におけるドイツ労働市場の状況

を整理し，そこでの課題と東部諸州における状況を検討し，労働市場改革の前提条件がど

のようなものであったかを見る。第 2 節では労働市場改革の目的とその内容を概観し，第 3

節で改革以後の労働市場の変化と政策の実施状況を確認する。第 4 節で改革をめぐるこれ

までの議論を整理したうえで，その評価について検討し，東部諸州にとっての改革の意義

を明らかにしたい。 
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第 1 節 2000 年代初頭ドイツにおける労働市場の課題と東部諸州 

 

第 1 章では統一以降の東部諸州における労働市場の変化を見てきたが，2000 年代の労働

市場改革にどのような背景があるのか，改革の始まる直前の 2000 年代初頭がどのような状

況であったのかについてはドイツ全体を概観しておく必要がある。そこで，本節では改革

に至る背景をまとめたうえで，そうした背景と東部諸州の状況との相違について考察する。 

2000 年代の労働市場改革の中心となるハルツ改革に至る直接の契機としては，2002 年 1

月に連邦雇用庁が職業斡旋数を水増ししていたというスキャンダルが発覚したことや，

2000 年半ばから改善傾向にあった失業者数が総選挙前に増加に転じたことである。しかし，

こうした事態が改革へと動き始めるには，その背景として連邦雇用庁が実施主体となって

いる労働市場政策や，失業問題に根本的な解決策のないままであるといった問題意識があ

ったと言える。Ritter（2006）は『ドイツ社会保障の危機』18の中で，ドイツ社会国家の危機

は 70 年代後半に始まり，90 年の統一で深刻化したと述べている。リッターの指す「社会国

家の危機」はドイツ社会国家が前提としてきたさまざまな諸条件が成立しなくなっている

ことであり，労働市場の問題はその中核に位置しているといえる。なぜならば，「ドイツ

型の社会保障体制が国際的に見て，とりわけ強く就労活動を基礎にしている」からであり，

失業の増大は制度の持続性に大きく影響を与えることとなる。Ritter（2006）は東西ドイツ

統一後の失業の増大が，社会保険加入者，なかでもとりわけ旧連邦州側の社会保険加入者

である使用者，被用者双方に大きな負担となったことを指摘している。また戸原・加藤・

工藤編（2003）はドイツの社会国家の課題について，人口の高齢化と社会保障費の増大が

軸であると述べ，ここでもドイツの社会保障体制が大きな問題を抱えていることが指摘さ

れている。この点については Siebert（2005）もドイツの労働市場における持続的な高失業

率の問題にかんして，1970 年以来の課題であるとし，それは労働にかんする制度がうまく

機能していないことを意味していると述べている。90 年代にみられる労働市場の問題はこ

うした西独時代に生じた課題が統一によって東部諸州にも拡大したことによるものであり，

統一そのものが根本的な要因ではないとしている。 

このように 2000 年代初頭のドイツにおける諸問題は統一以前に端を発し，それが 90 年

代以降ドイツ統一，EU の東方拡大への動き，グローバル化といった影響によって深刻化し

たという見方が大半を占める。では，70 年代といった西独時代に端を発するドイツ労働市

場の問題点とは具体的にどのようなものであったのかについて整理しておきたい。 

第二次世界大戦後，西独経済は「経済の奇跡」と呼ばれる復興を果たした。GDP 成長率

も高く，労働市場においても完全雇用のレベルにまで達していたといえる。西独型労働市

場システムは，その中で次第に形成されてきた。その特徴としては，産業別の協約体制，

職域別の社会保険制度などが挙げられるが，社会保険については，職域別の開放や保険間

                                                        
18 Ritter(2006)の分析対象は 1989 年から 1994 年までであるが，この時期を長期的な視点の中に位置付けて

考察している。 
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の財政移転など，社会支出の増大も含め，次第に普遍原則が拡大していった（近藤, 2009）。

男性の正規雇用の労働者を前提として構築されたこのシステムは，完全雇用が達成された

状況では機能的であったが，1970 年代後半以降，失業率が上昇していくにつれ問題が表れ

てくるようになる。1970 年代半ばの景気後退とともに失業率が一旦上昇すると，景気回復

後も失業率は改善せず，そのまま 1980 年代初頭の景気後退局面でさらに失業率は上昇した

（第 2-1 図）。 

 

第 2-1 図 GDP 成長率と失業率 1970-2002 年 

 

出所：International Monetary Fund, ILO, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2012 

 

その後も失業率が大幅に改善することはなく，1970 年代前半までとそれ以後では状況は

明らかに異なることが分かる。1980 年代から，東アジア諸国の急速な成長などを背景に，

ドイツ国内ではそれまで比較優位を保ってきた製造業の立地について懸念する声が高まっ

た。以後，1990 年代にもドイツ立地論争と呼ばれる一連の議論がなされ，この中で労働コ

ストの高さが問題のひとつであると指摘されてきた。労働コストのうち，賃金は協約体制

によって産業別に決定されるために柔軟性を欠くとの批判があり，手厚い社会保険をまか

なうための賃金付帯コストも負担となっていた。失業率を改善するために，連邦政府は 1970

年代以降，早期引退制度に代表されるような労働力削減政策を実施していくが，目立った

効果をあげることはできなかった。第 2-2 図は 1970 年以降の失業者数と就業者数の伸びを

比較したものであるが，失業者が飛躍的に増大する一方で就業者数にはほとんど変化がな

く，このような構造は社会保険制度や国家財政にとって大きな負担となっていった。さら

にドイツで深刻と指摘されるのは，失業者の中でも 1 年以上にわたる長期失業者の割合が

高く，90 年代末には失業者の 40%近くになっていた。こういった諸問題はドイツ労働市場
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の構造的な問題として 1980 年代には広く認識されていくが，根本的な解決を探るような動

きはないままであった。 

こうした中で東西ドイツ統一を迎えることになるのであるが，さきに述べたとおり，こ

の当時のドイツ型労働市場システムは，あくまで西独社会・経済の中で形成されてきたも

のであり，その社会状況が前提となって成立していたものであった。この制度を東部諸州

に移植することは，前提となる社会状況が異なる以上，そこにミスマッチが生じるのは当

然のことであったといえる19。特に，統一直後の東西ドイツ間の賃金格差の縮小は大きなダ

メージとなった。西独 DM との 1 対 1 での交換レート設定による実質的な切り上げに続い

て，労働協約体制では地域間での賃金格差は基本的に認められていなかったことから，東

部諸州の賃金水準はその後も急激に上昇していった。これに加え，かねてから批判の多か

った賃金付帯コストも加わることとなり，東部諸州の労働コストはその生産性に比して割

高なものとなった。 

 

第 2-2 図 就業者数・失業者数推移（西独） 1970 年=100 

 

出所：ILO 

 

このことは，他の東欧諸国が体制転換後にその立地と周辺諸国に比して安い労働コスト

を活かして，先進国を中心とした多国籍企業からの FDI を受け入れて経済発展を進めてい

った状況とは大きく異なる。つまり，制度移植の点から整理すると，西独型の経済システ

ムの移植自体が東部諸州の経済回復を遅らせた面があると捉えられる。また，社会主義時

代の非効率的な経営を民営化によって再建する過程においても，西独並みの解雇保護とい

った制度的な保障は経営再建への投資に大きな妨げともなった。 

                                                        
19 こうした制度的なミスマッチがあったことについては第 1 章で述べた通りである。 
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こうした失業問題に対処するために労働市場政策が展開されてきたことについては第 1

章でみたとおりである。東部諸州での失業率と比較すると，旧連邦州におけるそれは 90 年

代をつうじて 10 ポイントほど低いものであった。しかしながら，1990 年前後に一旦減少し

たものの，その後は 10%に近い値で推移しており，決して低いものではなかった。このよ

うな状況に対し，1990 年代半ばからコール政権では福祉縮減政策がとられるようになった。

この方針は 1996 年の経済成長・雇用促進法（Wachstums- und Bechäftigungsförderungsgesetz）

にはっきりと現れている。この法律には解雇制限の緩和や賃金継続支払いの削減，女性の

年金開始年齢の引き上げの前倒し等が盛り込まれた。これに引き続き縮減政策をさらに進

める予定であったが，CDU 党内の反対などもあり，結局は限定的なものにとどまった。そ

の後，1998 年の総選挙において CDU は SPD に敗北し，シュレーダーへと政権が交代した。 

1998 年 10 月に政権に就いたシュレーダーは，コール前政権が進めていた福祉縮減政策の

いくつかを差し戻す内容を含んだ法案をまとめ，コール政権の福祉縮減の方針とは異なる

方針を見せていた。このように就任当初のシュレーダー政権の政策は従来の SPD の政策方

針から大きく逸脱するものではなく，コーポラティズムに則ったものと捉えることが出来

る（近藤, 2009）。その点にかんして，ハルツ改革以前の研究では Katzenstein（1987）や Pierson

（1996）がドイツ政治の漸進性や福祉縮減の難しさから抜本的な改革が生じにくいと指摘

していたと松本（2016）はまとめている。2000 年代に入るまでの労働市場政策の方向性に

かんしては研究者によって評価の分かれるところであるが，第 1 章でも見たとおり，既存

の政策手段の範囲での変化を主体としながら，積極的労働市場の枠内では早期引退制度の

廃止や雇用プログラムの拡充といったアクティベーションに近いような政策の方向性が表

れ始めていたといえる。次節では 2000 年代のドイツ労働市場改革の内容がいかなるもので

あったのかについて概観したい。 

 

 

第 2 節 ドイツにおける労働市場改革の概要 

 

シュレーダーが政権に就いて以降，2001 年にかけて成長率や失業率はやや回復傾向を見

せた。しかし，2002 年秋の総選挙を前に景気は失速し，失業者数は再び 400 万人を超える

に至った。総選挙を控えたシュレーダーは労働市場対策の必要に迫られ，その大きな目玉

として 2002 年 2 月に「労働市場における現代的サービスのための委員会（Kommission für 

moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt）」を設置した。この委員会は委員長の名前20から，

通称ハルツ委員会と呼ばれ，この委員会の最終答申に沿って行われた一連の改革が通称ハ

ルツ改革と呼ばれている。2000 年代の労働市場改革はハルツ改革を中心とするものである

ことから，本節ではハルツ改革を中心として整理していく。ただし，シュレーダー政権は

ハルツ委員会を設置する以前にジョブ・アクティブ法（Job-AQTIV）を成立させており，こ

                                                        
20 フォルクスワーゲン社の労務担当の取締役であったペーター・ハルツ氏が委員長であった。 
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の法律は 2002 年 1 月に施行されている。この法律の内容としては，失業後一定期間を過ぎ

た失業者に対して，正当な理由なく就職面接を拒否した場合には 12 週間失業給付の支給を

停止することや，民間の仲介業者によって就職ができた場合にはその仲介料を労働局が負

担すること，ABM への助成措置の継続などであった。 

ハルツ委員会の目的は，①失業者の削減，②職業紹介の効率化，③失業給付と失業扶助

の総給付支出額の削減，④起業促進のための支援，⑤人材派遣事業による失業者の削減，

の 5 点であった。この委員会の最終答申は 2002 年 8 月 16 日に提出された。シュレーダー

は，この改革案を実施すればその時点で 400 万人に上っていた失業者の数を半減させるこ

とが出来るとして選挙公約に掲げた。選挙での辛勝の後シュレーダー政権はハルツ委員会

の最終報告書に基づき，改革法案の作成に着手した。この改革法案は「労働市場の現代的

サービスのための法律」として，第 1 法から第 4 法までが 2002 年から 2003 年にかけて成

立した。この 4 つの改革法に通じるハルツ改革の基本的な方針は，その報告書にあるよう

に，自助努力の上での保障の約束（Eigenaktivitäten auslösen, Sicherheit einlösen）である。 

 

ハルツ第 1 法および第 2 法（労働市場の現代的サービスのための第 1 法および第 2 法） 

この二つの法案は 2002 年 11 月に提出され，翌 12 月に可決された。二つの法案ともに複

数の法律を含むパッケージ法案である。 

ハルツ第 1 法の主な内容 

 労働契約終了に際してジョブセンターへの通知義務 

 人材サービス機関（PSA）の設置 

 労働者派遣法の改正 

 失業給付にかんする諸改正 

 職業訓練クーポンの導入 

 有期労働契約にかんする規制緩和 

ハルツ第 2 法の主な内容 

 起業助成 

 ミニ・ジョブ改革 

 家庭におけるサービス給付の導入 

 

この二つの法律で特徴的なのが，まず，労働契約終了に際しての労働者自身によるジョ

ブセンターへの通知が義務付けられたことである。労働者は解雇通告を受けた時点で速や

かにジョブセンターへその旨を通知し，求職しなければならず，遅れた場合には遅れた日

数に応じて失業手当が減額されるという不利益措置がある。この点にはハルツ報告の特徴

である自助努力の方針がよくあらわれている。また，使用者にも解雇に伴う求職活動には

協力義務が課されており，労働者の転職がなるべくスムーズに行われるように考慮されて

おり，ハルツ改革の目的のうち，「②職業紹介の効率化」に向けた動きと考えられる。 
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失業者を雇用につなげ，「①失業者の削減」によって「③失業給付と失業扶助の総給付

支出額の削減」を達成するためには「②職業紹介の効率化」が重要なポイントとなる。そ

のための施策としては PSA の設置が注目される。各労働局は PSA を設置することが義務付

けられ，そこでは労働者派遣や職業訓練が行われる。中でも特に労働者派遣に重点が置か

れ，PSA で行う労働者派遣は派遣先企業に派遣労働者を最終的に残留させ，長期の雇用に

つなげることが目指されている。なお，この派遣には改正された労働者派遣法が適用され

る。その労働者派遣法改正については，派遣期間や契約の反復などにかんする諸制限を撤

廃する一方で，派遣開始時点からの派遣労働者に対する派遣先被用者との平等原則が導入

された。この平等原則はハルツ報告には見られなかったものであるが，EU 指令案および労

働組合の要求に基づいて導入されたものである（名古, 2005, 80 ページ）。 

このほかの変更点としては，職業紹介における就労の期待可能性にかんする規定が厳し

くなり，就労を断ることができるのは以前よりもさらに特別と考えられる事由が必要とさ

れることとなった。ハルツ第 2 法にある起業助成は一定の補助金の支給による自営業の開

始を促すものであり，ミニ・ジョブはその以前からの僅少労働（geringfüginge Beschäftige）

を改めた制度となっている。これまでは月額 650 マルク，325 ユーロ以下で週の労働時間が

15 時間以下である雇用に対して使用者負担の労働コストを削減していたが，月額 400 ユー

ロまで（家庭労働に対しては月 500 ユーロまで）に引き上げ，週当たりの労働時間にかん

する規定は廃止された。こうした雇用に対して使用者は賃金の 25%の社会保険料を支払う

が，労働者に支払い義務はない21。この起業助成やミニ・ジョブの規定改定により，低賃金

雇用や小規模労働の可能性を広げ，そうした主に単純労働や家庭内労働を雇用という形に

するという方向性が鮮明に表れている。 

このように，ハルツ第 1 法・第 2 法においては，労働者派遣法改正やミニ・ジョブとい

った制度に見られるような労働市場柔軟化政策，失業手当支給にかんする規定の厳格化や

労働者自身による求職の申し出の義務化といった自発性が強く求められる方針の一方で，

労働者派遣法での平等原則の導入や PSA による派遣労働者の企業への定着など，柔軟化し

た労働市場における新たな制度設計が含まれている点が注目される。 

ハルツ第 1 法と第 2 法が可決された後，シュレーダー首相は「アジェンダ 2010」を発表

した。この中には労働市場改革の他，社会保障制度の見直しや経済成長への見通しなども

含まれていた。これに基づき，2003 年 6 月に労働市場改革法，手工業法改正などが立法さ

れた。労働市場改革法には，解雇制限法改正や有期雇用契約の規制緩和，失業手当の減額・

期間の短縮などが盛り込まれていた。この労働市場改革法では，労働市場が硬直的である

と批判されていた一要因である労働契約にかんする様々な規制を緩和することにより，ド

イツの国際競争力を高めることに貢献する目的があったと考えられるが，具体的内容とし

                                                        
21 家庭労働の場合には 12%の社会保険料であり，複数のミニ・ジョブを行っている場合にはその合算が

400 ユーロを超えた場合には労働者にも社会保険加入義務が生じることとなる。 
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てはコール政権末期に改正されたものをシュレーダー政権となって廃止したが，それを再

度改正したようなものである（名古, 2005）。 

 

ハルツ第 3 法，第 4 法（労働市場の現代的サービスのための第 3 法および第 4 法） 

2003 年 12 月に可決成立したこの法案も，第 1 法・第 2 法同様パッケージ法案である。 

ハルツ第 3 法の主な内容 

 連邦雇用庁および職業安定所の改革 

 失業手当受給権の要件緩和 

 ABM（雇用創出措置）と SAM（構造調整措置）の統合 

ハルツ第 4 法の主な内容 

 失業扶助手当と社会扶助手当の統一 

 就労支援の強化と制裁の厳格化 

 担当機関の統一と協力強化 

 

ハルツ第 3 法にある，連邦雇用庁と労働局の改革はハルツ改革の主要目的のひとつであ

った。ハルツ委員会発足の直接の契機となったのが 2002 年初頭の連邦雇用庁（Bundesanstalt 

für Arbeit）による失業隠し問題であったためである。連邦雇用庁は名称も連邦労働エージェ

ンシー（Bundesagentur für Arbeit）へ，各地域の労働局（Arbeitsamt）は労働エージェンシー

（Agentur für Arbeit）へと変更され，労働市場政策の運営は経済相へ移譲された。また職業

紹介業務にかんしては民間への開放が促進された。 

ハルツ第 4 法は一連の法案の中でももっとも大きな改革を含むものである。失業扶助と

社会扶助の一部が統合され失業手当 II が新設された。この二つの対象であった人にとって

は受給要件や受給額が大幅に変更となる。従来，保険財源でまかなわれる失業手当の受給

期間を終了した失業者や，失業手当受給の資格を満たしていない失業者が受給する手当と

して失業扶助があった。これは税を財源とするもので，各地域の労働局が実施主体となっ

ていた。給付額は失業前の賃金の 53%または 57%22で，年を追うごとに 3 ポイントずつ減額

される仕組みとなっていた。一方の社会扶助は失業の有無に関わらず，困窮していること

が受給要件であり，実施主体は各地方自治体であった。この二つの扶助給付については従

来から批判が強く，ハルツ報告においても非効率で不透明であると指摘されていた。失業

扶助については失業前の賃金が基準となって給付額が算定されるため，一部の受給者の受

給額が相当に低く，社会扶助を合わせて受給しているケースもあった。稼働能力のある社

会扶助受給者と失業扶助受給者の再就職へのアプローチが異なることも問題視された。さ

らに失業扶助には受給期間の制限がなく，半永久的に受給することが可能ともなっており，

そうした制度のあり方が手厚すぎるとの批判も多かった。 

                                                        
22 子どもがいる場合 
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こうした問題点を解決するため，従来の失業扶助と社会扶助の制度を大幅に変更し，失

業手当 II と社会扶助に組みなおしたのである。15 歳以上 65 歳未満で，稼働能力があり，な

おかつ支援を必要とする，ドイツ国内に居住しているものは失業手当 II の受給資格がある

とみなされた。ここでの稼働能力とは 1 日に 3 時間働けない人を除いた全ての人を指し，

期待されうる就労や労働市場参入措置を拒否した場合などには，減額や支給停止といった

制裁措置が取られることになった。ミーンズテストについても失業扶助よりも厳格化され，

社会扶助並みになった。この新しい制度では失業手当 II と社会扶助の給付額は同等となっ

た。ハルツ第 1 法で失業手当受給者に対して期待可能性の範囲が拡大し，厳しい条件とな

ったことを述べたが，失業手当 II の受給者に対する期待可能性はより厳しいものとなって

いる。また失業手当 II の受給者に対しては，第一の労働市場での就労が厳しいと考えられ

るとして 1 ユーロ・ジョブと呼ばれる公共の利益となる事業での就労機会が与えられるこ

ととなった。このような就業機会に就いた者には，失業手当 II の受給額に加えて週に 30 時

間以内で一時間当たり 1～2 ユーロが支払われた23。 

こうした失業扶助と社会扶助の制度変更は，失業者，中でも長期失業者や再雇用の可能

性の低い失業者をとにかく失業状態から抜け出させ，稼働能力のある人で働く必要のある

人には働いてもらう，という就労の強化の方針がはっきりと現れている。そういった意味

では自らの職業資格や適性にあった職が見つかるまで手当を受給しながら職探しをする，

という「自由」はなくなった。こうした変化は労働の「脱商品化」の大幅な低下を促すも

のであり，失業者に対する保障が手厚いと批判されてきたことに対して，厳格な規定をも

って改革にあたったといえる。 

このように，ハルツ改革を中心とした 2000 年代における労働市場改革は行政機構改革，

職業紹介システムの改革，低賃金労働にかんする規定の改定，起業支援，労働契約にかん

する法制度の改革，失業手当の基準の改革，失業扶助と社会扶助の統合による失業手当 II

の創設といった幅広い内容をもつものであった。これらは本節の最初に述べた①失業者の

削減，②職業紹介の効率化，③失業給付と失業扶助の総給付支出額の削減，④起業促進の

ための支援，⑤人材派遣事業による失業者の削減という 5 つの目的を満たすための方策で

あったが，全体としては就労強化の方針というアクティベーションの方向性と，低賃金雇

用の促進とも受け取れるミニ・ジョブの規定改定や失業手当 II 受給者に対する 1 ユーロ・

ジョブの提供，労働契約にかんする規制緩和といった労働市場の柔軟化を目指す方向性が

強く表れたものとなっている。次節ではこれらの改革によって労働市場にどのような変化

がみられたのかについて検討していきたい。 

 

 

 

 

                                                        
23 ただし，この就労は労働法に基づく通常の雇用とはみなされない。 
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第 3 節 改革後の労働市場の変化と政策の実施状況 

 

前節でみたように，2000 年代に行われた労働市場改革はアクティベーションや柔軟化と

いった方向性を強く打ち出すものであった。そうした改革の後，実際に労働市場にはどの

ような変化があったのかについて，旧連邦州と東部諸州とを比較しながら検討していきた

い。 

 

第 2-3 図 社会保険加入義務のある就業者数推移 1999-2016 年 2001 年 6 月=100 

 
出所：Bundesagentur für Arbeit Statistik (2016) 

 

第 2-3 図からもわかるように，就業者数はハルツ改革前の 2005 年までは旧連邦州におい

てはやや減少傾向，東部諸州では著しい減少傾向にあったが，2005 年以降，両地域とも増

加に転じており，改革の時期を境に就業者数は増加に転じている。とくに東部諸州におけ

る就業者数が減少傾向から増加傾向へ変化しているのがひときわ目立つ。ただし，その成

長のスピードは 2010 年以降鈍化し，旧連邦州との差が開きつつある。旧連邦州は 2005 年

以前のピークである 2002 年ごろの水準を早くも 2007 年末に回復し，その後伸び続けてい

るが，東部諸州にかんしては 2015 年ごろになってようやく 99 年の就業者数にまで回復し

た。 

ではそうした就業者数の伸びの内訳を見てみたい。フルタイム・パートタイム別就業者

数の推移（第 2-4 図）からはそれぞれの就労形態がどのように変化したのかを読み取ること

ができる。パートタイム労働は 2001 年以降，増加の一途をたどっているが，2005 年以降は

さらにその伸びが大きくなり，また東部諸州において旧連邦州を上回るペースで広がりを

見せている。一方，フルタイム労働者は 2005 年までは両地域で減少しているが，2005 年以

降は両地域ともに横ばいとなっており，下げ止まりとなっているとみることができる。パ
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ートタイム労働とフルタイム労働ともに 2005 年頃を境としてその動向に変化が確認できた。

このように両地域においてフルタイム労働の減少が止まり，パートタイム労働の拡大が一

層進展したため，総数としての就業者数が緩やかな増加傾向に転じたと考えられる。しか

しながら，総体としてはそれほど大きな変化がなく，パートタイム労働者数の急激な上昇

がそれほど影響していない。もともとパート労働の割合が 2001 年時点で東部諸州 15.8%，

旧連邦州 16.5%と，それほど大きいものではなかったことがその要因である。しかしこの急

激な伸びによって，その割合は 2016 年には東部諸州 29.2%，旧連邦州 26.8%にまで増加し

ている。 

 

第 2-4 図 フルタイム・パートタイム別就業者数推移（2001 年 6 月=100） 

 
出所：Bundesagentur für Arbeit Statistik (2016) 

 

年齢層別の就業者数の変動では，両地域ともに特に 2005 年以降高齢者の就労の規模が大

きく伸びている。その伸びは特に東部諸州の 65 歳以上の層で顕著である。両地域ともに 25

歳から 54 歳までの中核労働者となる年齢層ではほぼ横ばいであるが，25 歳未満の就業者数

が旧連邦州ではほぼ横ばいであるのに対し，東部諸州では大きく減少している。特に 2010

年代以降に急激な減少傾向になり，2001 年の時点と比較して 2016 年には約半分になってい

る。こうした変化が就業者の年齢構造にも表れている（第 2-1 表）。東部諸州では若年層の

人口の減少が 2000 年代半ば以降急激に進んでいる。15～24 歳人口の変動を見ると，1991

年の人口数に対して 2005 年には 101％と統一後の減少から回復しているが，それ以降急激

に減少し，2015 年には 60％にまで減少している。この世代の人口が 2000 年代半ば以降に

急激な減少をしているのは，統一前後の出生率の低下が影響していると思われる。東部諸

州における出生率は統一後に大きく落ち込み，1989 年に 1.52 であったのが 1993，1994 年
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には 0.77 という水準にまで落ち込んだ。こうした人口構成の変化が労働市場にも大きく影

響を与えているといえる。 

 

第 2-1 表 社会保険加入義務のある就業者の年齢構成（パーセンテージ） 

  25 歳未満 25～54 歳 55～64 歳 65 歳以上 

東部諸州 
2001 年 13.6  76.1  10.1  0.2  

2016 年 6.8  72.5  20.0  0.7  

旧連邦州 
2001 年 13.1  77.3  9.2  0.4  

2016 年 10.5  71.5  17.2  0.8  

出所：Bundesagentur für Arbeit Statistik (2016) より筆者作成 

 

社会保険加入義務のある労働者数の変化を見たが，つぎにハルツ改革で雇用を広げる可

能性として注目されたミニ・ジョブ（僅少労働）24の動向についてみてみたい。まず，社会

保険加入義務のある就労に対してどの程度の大きさであるのかを示したのが第 2-5 図であ

る。 

 

第 2-5 図 僅少労働の大きさ（社会保険加入義務のある就労者数を 100 として） 

 

出所：Bundesagentur für Arbeit Statistik (2016) 

 

この図が示す通り，社会保険加入義務のある就労と比較してその規模を測った場合，東

部諸州よりも旧連邦州のほうが明確に大きいことがわかる。ハルツ第 2法が施行された 2003

年以降，直後には両地域で大きな伸びがみられるが，その後はほぼ横ばいであり，近年で

はややその規模が縮小している。次に，僅少労働者数の変動を専業僅少労働者と兼業僅少

労働者に分けて見てみたい（第 2-6 図）。 

 

                                                        
24 ハルツ第 2 法で改定されたミニ・ジョブの規定はそれ以降も改定が続いている。ここでは 2016 年時点

での連邦雇用エージェンシーの定義に基づき，低賃金労働の一種である僅少賃金労働と年に 2 か月，50

労働日を超えない短期間労働を合わせて僅少労働とする。以下ではミニ・ジョブではなく，2016 年時点

での統計区分に従って僅少労働という。 
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第 2-6 図 僅少労働者数変動（2003 年 3 月=100） 

 
出所：Bundesagentur für Arbeit Statistik (2016) 

 

僅少労働者数全体としては，先ほど社会保険加入義務のある就労との比較で示したのと

同じように，改革直後には両地域ともに 20%程度労働者数が増えている。しかし，その後

はほぼ横ばいであり，東部諸州ではさらにそのすぐ後にまた減少し，その後はほぼ横ばい

であるが，旧連邦州で緩やかな増加が続いているのとは様相が異なっている。専業の僅少

労働者数が東部諸州では緩やかな減少傾向にあることが影響していると考えられる。兼業

の僅少労働者数は両地域で大きく伸びているが，旧連邦州においても専業の僅少労働者は

ほぼ横ばいである。 

 

第 2-7 図 僅少労働者のうち専業の割合 

 
出所：Bundesagentur für Arbeit Statistik (2016) 

 

先ほど，社会保険加入義務のある就労に対する大きさでは旧連邦州のほうが僅少労働の

規模が大きいことを示したが，僅少労働者の中での専業の割合は東部諸州において明確に

高い（第 2-7 図）。また，旧連邦州においては全体での専業の割合に対して男性の専業の割
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合は一層低く，旧連邦州では男性で僅少労働に就いている人よりも女性で僅少労働に就い

ている人のほうがより専業で働いているということがわかるが，東部諸州では大きな差が

ないことがわかる。以上のことから，東部諸州における僅少労働の特徴として，その規模

はそれほど大きくないが，専業で僅少労働についている人の割合が高く，その割合に男女

差があまりないということがわかる。 

では，社会保険加入義務のある就労でも見たように，僅少労働についても年齢別にその

変動を見てみたい。第 2-8 図と第 2-9 図から，東部諸州の特徴として注目されるのは，25

歳未満の若年層における労働者数の減少と，65 歳以上の高齢層における著しい増加である。

専業・兼業を区別した場合，65 歳以上の層での増加は兼業での増加が顕著にみられ，2016

年には 2003 年のおよそ 6 倍の規模になっている（旧連邦州では 4 倍強）。兼業にかんして

55~64 歳の層では両地域ともに 5 倍と大きいが，その伸びに地域差はない。専業でも 65 歳

以上の伸びは東部諸州のほうが大きいが，いずれの場合も 2010 年以降にその伸びが大きく

なっていることが特徴として挙げられる。 

 

第 2-8 図 東部諸州における僅少労働者数変動（2003 年 6 月=100） 

 

出所：Bundesagentur für Arbeit Statistik (2016)  
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第 2-9 図 旧連邦州における僅少労働者数変動（2003 年 6 月=100） 

 

出所：Bundesagentur für Arbeit Statistik (2016) 

 

では東部諸州の若年層の減少についてはどうであろうか。兼業の若年層は近年やや減少

傾向にあるが，2003 年以降減少し続けているのは専業の若年層である。専業の若年層は旧

連邦州ではほぼ横ばいに推移しているが，東部諸州ではほぼ一貫して減少傾向で，2016 年

には 2003 年の 7 割程度にまで減少している。専業の僅少労働者では 25~54 歳の層で 2010

年以降両地域ともに減少傾向にあるが，それ以外は横ばいもしくは増加傾向を示しており，

東部諸州の若年層にみられる僅少労働者数の減少は際立っているといえる。 

このように，失業対策，雇用拡大の重要な施策として位置づけられる僅少労働でも東部

諸州の動向は旧連邦州と異なる特徴をいくつも有している。 

では，改革の最大の目標であった失業にかんする動向を見てみたい。 

 

第 2-10 図 失業者数推移 

 
出所：Statistisches Bundesamt (Destatis), 2017 

 



 

52 

 

ハルツ改革の第 1 の目標は失業者の削減であり，シュレーダーはこの改革によって失業

者を 400 万人から 200 万人にまで削減できるとしていた。ただし，ハルツ第 4 法に含まれ

る失業扶助と社会扶助の統合により，これまでは失業登録されていなかった稼働能力のあ

る社会扶助受給者が失業手当 II へと移行すると，その分失業者が一時的には増える可能性

のあることは法律の施行前から指摘されていた。この点に留意して第 2-10 図で 2005 年前後

の失業者数の動向をみると，東西ではっきりとした違いがみられる。旧連邦州では 2005 年

を挟んで失業者数が急激に上昇した（約 45 万人の増加，失業率では 1.6 ポイントの増加）

のに対し，東部諸州はそれほど大きな変化は見られなかった（約 5 万人の増加，失業率で

は 0.5 ポイントの増加）。この変化の違いについては，のちに各種給付金受給者数の変動を

見る際に詳しく述べたい。2005 年以降の推移を見ると，2000 年代後半に旧連邦州では急激

に失業者数を減らし，東部諸州でも減少しているのがわかる。2008 年のリーマンショック

の後，2008 年から 2009 年にかけてわずかに上昇しているものの，その後は緩やかに減少し

続けている。特に，東部諸州にかんしてみると 2005 年以降，一度も失業者数が増加するこ

となく，失業率も低下の一途をたどった。ドイツ全体としてはシュレーダーの掲げた目標

である 200 万人には今なお到達できていないが，失業者数は確実に減少している。ただし，

課題となっている失業期間 1 年以上の長期失業者の割合には効果があったとはいえず，依

然として両地域ともこの点については課題として残ったままである（第 2-11 図）。こうし

た長期失業者の問題と関連して，長期間にわたって失業手当 II を受給する人の割合が高い

ことも問題である。2014 年の時点でドイツ全体でも 4 年以上にわたって失業手当 II を受給

している人は受給者のうち 46%であったが，東部諸州にかんしてはチューリンゲン州を除

いて 50%を超えており，全体の上位を占めていることから，東部諸州においてこうした問

題がより深刻であることがわかる。  

 

第 2-11 図 長期失業者の割合 

 
出所：Statistisches Bundesamt (Destatis), 2017 
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では，ハルツ改革の中で最も注目された点の一つである，失業者に対する給付金制度の

変更が受給者数にどのように表れたのかを見ていきたい。ここではまず旧連邦州における

変動から検討する。第 2-12 図をみると，旧連邦州では 2005 年に失業手当 II を受給した人

数が 2004 年に失業扶助を受け取っていた人数を大きく上回っている。先に述べた通り同時

期に失業者数も増加しており，これまで失業者に入っていなかった社会扶助の受給者等が

新たに稼働能力ありと判断され，失業者数の増加と失業給付から失業手当 II への受給者数

の増加の一因となったと考えられる。 

一方，第 2-13 図にあるように，東部諸州では 2004 年の失業扶助受給者数と 2005 年の失

業手当 II 受給者数にはほとんど差がなく，旧連邦州との違いがみられる。この間に失業手

当の受給者数は増加しているが，これは失業手当の受給要件が緩和されたことによるもの

と考えられる。失業手当受給者数の変化は旧連邦州にもみられるものである。失業扶助・

社会扶助の統合と失業手当 II の創設という大きな制度的変化による対象者数の変化は旧連

邦州では明確に見られたが，東部諸州ではわずかな変化にとどまった。このことはハルツ

第 4 法の意図していた，働く必要があり，稼働能力のある人には働ける限り働いてもらう，

という方針によって新たに労働市場に参入する対象となった人は東部諸州ではなく，旧連

邦州に多く存在していたということを示しているといえる。社会扶助受給者数は両地域と

もに約 10 分の 1 程度まで減少した。一部には新たに失業扶助の受給者となった場合や他の

給付金の対象へと変更した場合もあると考えられるが，従前の賃金を基準に算出される失

業扶助が少ないといった場合などにもみられた社会扶助と失業扶助との二重受給が解消し

たのではないかと考えられる。 

 

第 2-12 図 旧連邦州における各種手当・扶助受給者数，失業者数推移25 

 
出所：Bundesagentur für Arbeit Statistik (2016), Statistisches Bundesamt (Destatis), 2017 

                                                        
25 ここでの社会扶助受給者数は 18~65 歳未満のみを数えている。第 2-13 図も同様。 
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第 2-13 図 東部諸州における各種手当・扶助受給者数，失業者推移 

 

出所：Bundesagentur für Arbeit Statistik (2016), Statistisches Bundesamt (Destatis), 2017 

 

以上，本節では労働市場改革の行われた 2000 年代以降に労働市場ではどのような変化が

あり，東部諸州にはどのような特徴があったのかについてみてきた。次節では，先行研究

における労働市場改革をめぐる議論や評価を整理したうえで，本節で見られた特徴や変化

と政策との関連を検討し，東部諸州にとって 2000 年代の労働市場改革がどのような意義を

もつものであったのかを明らかにしたい。 

 

 

第 4 節 労働市場改革をめぐる評価と東部諸州における意義  

 

第 3 節では改革前後の期間に労働市場でどのような変化があったのか，また東部諸州に

はどのような特徴があるのかを見た。その中で，雇用面にかんしては 2005 年を境に社会保

険加入義務のある就労者数が主にパートタイム労働の増加によって全体としても増加傾向

にあること，社会保険加入義務のある就労者の年齢構成が大きく変化していること，僅少

労働が旧連邦州で広がりを見せており，一方で専業の僅少労働者は東部諸州に多く見られ

ること，僅少労働者数の年齢別での動向には両地域間で違いがみられることなどを指摘し

た。失業面にかんしては，失業者数が基本的に両地域で 2005 年以降減少していること，失

業者に対する給付金制度の変更による影響は東部諸州ではあまり見られなかったこと，と

いった状況であることが分かった。このように労働市場改革以後，雇用の増加と失業の減

少が見られたことにかんして，ハルツ改革をはじめとする一連の改革を評価するものも多

い。こうした労働市場の状況の改善により，財政面でも改善が見られ，改革に肯定的な評

価を与える更なる要因ともなっている。こうした変化が果たして改革の成果であるのかに
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ついて多くの研究がその因果関係を検証している。まず，個別の改革に対する検証につい

ては，ミクロの視点からその効果を分析しているものが多いが，そうした個別の分析では

各種改革の雇用や失業に対する効果があったという結果（Klause and Uhlig, 2012）のものは

少なく，効果が認められたとしても特定の対象に限られるなどの限定的な効果とした結論

（Schneider und Uhlendorff, 2006; Bernhard and Wollf, 2008 ほか）のものであり，改革による

効果は認められないとするものが多い（Mosley, 2006; M. Fertig und J. Kluve, 2006 ほか）。し

かしながら，マクロ的な観点からの分析では効果を認めるものが多い（Jacobi and Kluve 2006; 

Fahr and Sunde, 2009; Klinger and Rothe, 2012）。 

一方でこうした雇用の増加や失業の減少といった「成果」にもかかわらず，改革に対す

る批判も根強い。そうした批判の対象になっているのは低賃金雇用や不安定雇用の増加に

伴う雇用の質の悪化，失業扶助と社会扶助の統合による失業者の生活水準の低下，そして

そうしたことの結果としての格差拡大である。OECD（2008）において 2000 年以降 OECD

加盟国の中で最も所得格差の拡大した国とされたことは，それまで所得格差の少ない国と

されてきたドイツの印象を大きく変えるものとなった。 

このように改革の是非やその結果についての議論はさまざまなレベルで盛んになされて

きたが，そうした議論の中に地域差が考慮されることは少ない。東部諸州と旧連邦州のデ

ータ上での差異について触れられているのはしばしば見かけるが，その差異が何に起因す

るものであるのかに踏み込んだ議論はほぼないといっても過言ではない。しかしながら前

節でも見たとおり，東部諸州と旧連邦州の間には変化や動向にいくつかの特徴的な相違が

ある。そこで次に，そうした差異がなぜ生じたのか，またその差異が意味するものについ

て検討したい。 

まず第 1 点目に，ハルツ改革の重要な点の一つである失業扶助と社会扶助制度の統合に

よる影響にかんして注目したい。先に述べたとおり，ハルツ第 4 法などによる各種手当・

扶助受給者数の変化の影響が東部諸州と旧連邦州では異なる。このことから，東部諸州で

はハルツ改革以前から多くの失業者が労働市場からあまり退出することなく，失業登録を

した上で失業扶助を受給しており，求職活動などを行っていたと考えられる。それに対し

て旧連邦州では，ハルツ改革によってそれまで失業登録をしていなかったが新たに「稼働

能力有り」と判断される社会扶助受給者が多数いたことが読み取れる。つまり，収入を得

る必要はあるが就業していない人が労働市場の外にも多く存在していたということを意味

する。こうした人々をあらたに労働市場の中に取り込むという方策は 90 年代以降先進諸国

で多く見られ，OECD や EU などが推し進めてきたアクティベーション，あるいはワークフ

ェアといった方向性である。ハルツ改革もこの方向性に沿ったものであり，稼働能力のあ

る人には労働市場に参入させて可能な限り働いてもらい，就労率の向上と社会保障費の削

減を目指していたと考えられる。この点で成功を収めたといえるのは旧連邦州に限られて

おり，東部諸州では制度的な枠組みに関係なく，ハルツ改革以前から収入の必要な人は「自

発的に」労働市場に留まっていたことがわかる。すなわち，労働市場とそれを取り巻く参
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入と退出の様相は東西であきらかに異なるものであったといえる。実際に 90 年代に社会扶

助の受給率が東部諸州で圧倒的に低いことがすでに指摘されており，また子どもを含めた

世帯人数が多く，失業扶助よりも社会扶助を受給したほうが支給額が高くなると想定され

る場合でも失業扶助を受給しているケースが多かったと指摘（Rheinisch-Westfalisches Institut 

fur Wirtschaftsforschung Hg., 1994, S.30）されている。こうした失業扶助に対する選好は，社

会扶助を受給することをある種のスティグマとみなす東独時代の価値観が大きく影響して

いるのではないかと考えられる。また，東部諸州において社会扶助受給額が失業手当や失

業扶助の額を上回る場合があることもあったため，新たに創設された失業手当 II の支給額

が社会扶助と同額になったことによって生活水準が低下するといった影響も旧連邦州のよ

うなものではなかったと考えられる。いずれにせよ，東部諸州においてアクティベーショ

ンはハルツ改革以前から達成されており，この点について制度変化の影響は小さかったと

いえる。 

第 2 に雇用にかんしてである。社会保険加入義務のある就業者数については先に見たと

おり，2005 年を底としてそれ以降東西ともに増加傾向にある。それはフルタイム労働者数

の下げ止まりやパートタイム労働の増加によって説明されるとしたが，東部諸州は 2005 年

までの落ち込みが旧連邦州よりも大きく，回復は同じかやや劣るペースのために，2016 年

にようやく 1999 年の水準に回復した程度に留まっている。第 1 章でも見たように，1999 年

の水準は統一時から相当に減少した先にあるものであり，決して楽観的に捕らえられるも

のではない。第 2-14 図から失業者に対する求人数の比率も 2005 年以降上昇傾向に転じて好

転しているが，旧連邦州に及ぶものではない。東部諸州における労働需要の弱さという問

題点は 90 年代にも失業の大きな要因のひとつとして指摘されていたが，現在もなおその問

題点を抱えているといえる。 

 

第 2-14 図 登録失業者数に対する登録求人数の動向 

 
出所：Statistisches Bundesamt (Destatis), 2017 

 

また，ドイツにおける一連の労働市場改革は労働市場柔軟化の性格も有している。これ

はドイツの労働市場の問題点として指摘された硬直性を解消，あるいは緩和するためのも

のであった。この点を打開する方策のひとつとして，2000 年代以前から僅少労働の規定が
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設けられ，ハルツ改革ではその要件を緩和して雇用の拡大が目指された。新たな雇用の創

出として期待された僅少労働であるが，東部諸州では旧連邦州に比較してその規模は小さ

く，ハルツ改革以後の動向も芳しくない。しかし，僅少労働に就いている労働者のうち，

僅少労働を専業として行う労働者の割合は旧連邦州よりも高く，追加収入を得るための小

規模労働という位置づけではないことが明らかである。こうした僅少労働に見られる東部

諸州の特徴はどういったことに起因するものであろうか。そもそも，こうした制度は硬直

的といわれるドイツ労働市場の制度的制約によって抑制されているであろう雇用を生み出

すことを目指しているものである。改革以前の労働市場がある程度そうした状況にあった

ことが前提となっている。では，はたして東部諸州の労働市場はそのように硬直的といわ

れるようなドイツ労働市場の特徴を有していたのであろうか。批判の対象となってきた硬

直性は，具体的には高い賃金付帯コスト，雇用保護の性格の強い労働契約にかんする規定，

産業横断的な協約賃金，などである。このうち，賃金付帯コストと労働契約にかんする規

定については基本的には同一制度が適用されているはずであり，この点にかんしては東部

諸州と旧連邦州の間に違いはない。違いがあるとすれば，協約賃金の部分であり，この点

で東部諸州と旧連邦州の間に違いがあることは 1990 年代から指摘されてきた。90 年代には

旧連邦州でも協約適応外の賃金協定や，協定なしの契約などが広がったと指摘されている

が，東部諸州においてはその様子は大きく異なる。統一直後には旧西独の労組が中心とな

って東部諸州での協約締結やその賃金決定に大きく介入し，その結果として賃金が大きく

上昇し，労働需要を冷え込ませたひとつの要因であるといわれていた。しかし，90 年代の

半ばにはすでに協約賃金が適用されていないケースが多いことが明らかになり，旧連邦州

との賃金水準の収斂を見込んでいた賃金の上昇がそれほど進んでいないことも指摘された。

1999 年の従業員ベースで無協約の割合が旧連邦州で 27%に対して東部諸州では 43%，2012

年になると旧連邦州でも 40%になるが東部諸州では 51%となり，半数を超える従業員が協

約に拘束されていない状態であることになる（WSI-Tarifarchiv, 2014）。こうした状況は実

際の賃金にも現れており，低賃金とされる基準となる，平均賃金の 3 分の 2 以下の賃金で

働く社会保険加入義務のあるフルタイム就業者の割合は，2010年の時点で旧連邦州 18.7%，

東部諸州は 40.1%にもなる。この基準はドイツ全体の平均賃金を基準にしたものである。こ

の基準を東部諸州と旧連邦州と分けた場合にも旧連邦州では 20.8%，東部諸州では 21.1%と

それでもやはり東部諸州のほうが高い割合となる。なお，二つの地域で基準となっている

額は月収で旧連邦州 1,890 ユーロ，東部諸州 1,379 ユーロであり，東部諸州の基準額は旧連

邦州の 4 分の 3 以下である。こうした社会保険加入義務のあるフルタイム労働者という，

正規労働者とみなされる労働者が旧連邦州に比較してかなり低い賃金水準で就労している

のである。こうしたことから，既存の労働市場が旧連邦州と比較して柔軟であり，労働市

場において僅少労働という雇用形態の生じる余地が旧連邦州に比べて東部諸州では小さい

のではないかと考えることができる。 
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以上のことから，東部諸州にとって，ハルツ改革を中心とした一連の労働市場改革の意

義は旧連邦州のそれよりも小さいものであったといえる。この労働市場改革の重要な方向

性であるアクティベーションは東部諸州の歴史的背景の影響もあってすでに達成されてお

り，労働市場柔軟化も 90 年代の厳しい雇用情勢に適応する中で旧連邦州よりも進んだ状態

であったからである。しかしながら，こうした状況は決して望ましいものであるとは言え

ない。低賃金雇用の大きさなど，2000 年代以降議論の対象となってきた課題を抱え込んだ

ままであり，その解決の糸口は見出されていないままである。2000 年代のドイツ労働市場

改革は確かに失業を減らし，雇用を増加させることに成功している。さらに世界経済危機

などの際にも雇用をそれほど縮小させることなく維持することができた。ただし，そうし

た雇用が労働者の生活を十分に保障するものであるかという問いは置き去りにされている。

東部諸州の状況を見る限り，当該地域にとってこうした問題はより深刻であるといえ，今

後の動向を注視していかなければならない。 

 

 

おわりに 

 

2000 年代の労働市場改革はアクティベーションと労働市場柔軟化という特徴を持つもの

であり，ドイツ労働市場にとってこれまでにない規模での改革と評されていた。しかし，

東部諸州の労働市場はそうした方向性を改革の時点ですでに達成しており，改革による影

響は旧連邦州のそれよりも限定的なものであったといえる。しかしながら，90 年代に改善

の兆しの見られなかった失業は改革以降，減少の一途をたどり，雇用数も増加に転じてい

る。その一方で，90 年代から進みつつあった低賃金雇用や非典型雇用の拡大によって現在

の雇用の拡大が支えられており，そうした形での雇用の拡大が今後の東部諸州の労働市場

にどのような帰結をもたらすのかは不安が残る点である。統一から四半世紀が過ぎた現在，

東部諸州の労働市場における課題は失業の克服から雇用のあり方へとシフトしており，こ

うした状況は雇用と失業の問題にどのように対処していくべきであるのかを問いかけるも

のであるといえる。 
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第 3 章 東西ドイツ統一と女性労働 

 

はじめに 

 

統一以前の東独における労働のあり方と西独のそれとの間には様々な違いがあったが，

その中でも最も大きな違いの一つが女性労働である。1980 年代末の西独では女性の労働参

加率は西側先進国の中でも低いほうであり，年齢階層別にみた労働参加率は日本と同様の

M 字型であった。しかしながら，多くの社会主義国がそうであるように東独においても女

性の労働参加率は極めて高く，また，その女性の多くがフルタイムで働いていたこともそ

の特徴の一つであった。本章ではこのように西独とは全く異なる様相を呈していた東独の

女性労働のありようが，統一によって東部諸州となったのち，旧西独の制度の下でどのよ

うな変化を遂げたのかを分析することを目的としている。まず第 1 節と第 2 節ではそれぞ

れ，東独と西独ではどのような制度の下で女性労働が行われていたのかを整理する。第 3

節では統一によって旧東独地域が東部諸州となり，それに伴って女性労働にかんする制度

がどのように変化したのかを整理し，そこから考えられる女性労働への影響を検討する。

第 4 節では統一以後に女性労働がどのような動態を示していたのかを見た上で，第 3 節で

検討したような影響が現れているのかを分析し，最後に東部諸州の女性労働にとって，統

一という変化がどのような意義を持つものであったのかを考察したい。 

 

 

第 1 節 ドイツ民主共和国における女性労働と制度 

 

ドイツ民主共和国（東独）では，社会主義イデオロギーのもと憲法の中で，労働できる

ものには男女に関わらず労働の権利と義務があるとされ，また 1946 年には早くも同一労働

同一賃金の原則が定められていた。しかし，1970 年代以降，国外への人口流出，出生数の

減少，離婚･同棲の増加，女性労働のパートタイム化といった現象が表面化した。これに対

処するための方策の一つとして，女性の就業環境を整える政策が進められた。1990 年の時

点でのこれに関連する主な制度は以下のようなものであった（以下，Frauenreport ’90, 

S.140-145; 石田, 1989, 174 ページ）。 

 

・妊産婦保護：賃金低下を伴わない配置転換，時間外労働・解雇の禁止 

・出産補助金：第 1 子から支給，1 人につき 1,000 マルク 

・産前産後休暇：産前 6 週・産後 20 週，社会保険による本人の平均収入分の支払いあり 

・授乳時間：45 分×2 回／日，有給 

・育児休業：産前産後休暇後子どもが満 1 歳（第 3 子以降は満 1 歳半）になるまで，適切
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な保育所が見つからない場合は満 3 歳になるまで延長できる，休業終了後は原職又は同

等の職に復帰できる 

・育児休業中の育児手当：第 1 子から社会保険による支給，月額で第 1 子は最低 250 マル

ク，第 2 子で 300 マルク，第 3 子以降は母親の給与の 70～90%で最低 350 マルク，延長

期間中は手当なし 

・子どもの扶養手当：月額で第 1 子は 95 マルク（12 歳以上は 115 マルク），第 2 子が 145

マルク（同 165 マルク），第 3 子以降は 195 マルク（同 215 マルク） 

・妊産婦の配置転換：妊婦，および授乳中の母親および 1 歳以下の子どもを持つ母親を，

医師が母体あるいは子どもの生命，健康に危害を及ぼしうると認めた業務に就かせるこ

とはできない。他の業務に配置転換した場合は最低でも平均賃金が払われなくてはなら

ない。 

・夜勤および時間外労働の禁止：妊婦および授乳中の母親は夜勤（午後 10 時から午前 6 時

まで）および時間外労働をさせてはならない，学齢前の子どもがいる母親は夜勤および

時間外労働を拒否できる 

・妊産婦の解雇禁止：原則として，妊婦，授乳中の母親，1 歳以下の子どもを持つ母親，育

児休暇中の母親，および 3 歳以下の子どものいる単身の母親を解雇することはできない 

・労働時間の短縮：16 歳以下の子どもを 2 人以上持つ母親（単身の父親）は，賃金カット

なしで，通常の週 5 日 43 時間 45 分労働を週 40 時間に短縮することができる 

・保育園：0～3 歳児，運営主体は企業･自治体･国，週 7 日午前 6 時から午後 7 時まで，1

日につき 1.40 マルク，週間寄宿保育園は月～金で 1 日当たり 2 マルク，保育の必要な子

どもの保育率は 80.2%（1989 年） 

・幼稚園：3 歳～学齢，月～金（土），午前 6 時から午後 7 時まで，維持費として 1 日につ

き 0.5 マルク，対象年齢の入園率は 95.1%（1989 年） 

・学童保育：1～4 年生，学校に付設，午前 7 時（または 6 時）から午後 5 時（または 6 時）

まで，学童保育が必要な子どもの通学率は 81.2%（1989 年） 

・子どもの看護休暇：14 歳以下の子どもを 2 人以上持つ母親が対象，子ども 2 人の場合は

6 週，3 人で 8 週，4 人で 10 週，5 人以上で 13 週まで取得可能，健康保険によって最初

の 2 日間は給料の 90%が保障され，3 日目からは子どもの数に応じて 70～90%が支給され

る 

・年次休暇の拡充：16 歳以下の子どもが 2 人以上いるフルタイムと交代勤務で働く母親が

対象，一般の 20 日が 22～25 日（勤務形態と子どもの数に応じて）になる 

・家事の日休暇：フルタイムで働く以下のいずれかの条件を満たす女性に対して毎月ごと

に 1 日，①既婚者，②18 歳以下の子どもがいる，③単身で満 40 歳以上，④看護の必要な

家族がいる，またこの休暇はフルタイムで働く 18 歳以下の子どもを持つ単身の父親と看

護の必要な妻がいる男性も対象となる 
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以上のような女性労働者にかかわる制度は，大きく 3 つに分類することができる。まず，

産前産後の休暇など，妊娠中や出産後の女性を対象としてその負担を軽減し，保護する目

的のもの。次に保育サービスや看護休暇など子どもをもつ人々のための育児のサポートを

する制度。最後に広く女性労働者をサポートするためのものとしての家事の日休暇，の 3

つである。 

このようにさまざまな属性の女性労働者に対して手厚い施策がある中で，東独の女性の

生産年齢人口における就業率は，1985 年には職業訓練参加者と学生を除くと 78.1%，学生

や職業訓練参加者を含めると 91.2%（Statistisches Amt der DDR, 1988）という高水準を達成

していた。また労働力における女子占有率は 1956 年に 43.6%，1970 年に 48.3%，1987 年に

49.1%となっており，早い時期から女性の労働市場への参加が進んでおり，それが時代とと

もにますます進んでいることがわかる。 

年齢階層別の就業率でも全体的に高い山形となっている。既婚女性の 1988 年における就

業率は 91.0%で，69.0%がフルタイム，22.0%がパートタイムである。子どもの人数別の女

性の就業率では，子どもなしで 89.4%，1 人で 94.2%，2 人で 91.4%，3 人で 83.2%となって

おり，子どもが増えると就業率が下がる傾向はあるものの，それでも非常に高水準である

ことがわかる（長谷川, 1991）。 

このような状況を受けて東独政府は，女性問題は解決済みであると表明していた。しか

し，多くの研究でも指摘されているように，東独では性別役割分業はきわめて伝統的な価

値観が支配的であり，家庭における家事負担もほとんどが女性によって行われ，東独の女

性は家事･育児と職場での労働という「二重負担」を背負っていた。このことは上記の制度

を見ることでも明らかである。出産に伴う母体保護の観点から，妊産婦に対する休暇や職

務配置などにかんするものは女性が対象となるのは必然であるが，子どものいる人々全員

が対象になってもよいはずの育児休暇，看護休暇などの取得対象が基本的には母親を対象

としている点や，女性に対して家事の日休暇を設けている点から，東独政府が家事労働を

女性が担うものとして扱っていたことが明らかである。 

女性の就業は，労働力の不足を補う点からも，社会主義のイデオロギー的側面からも推

進されてきたが，1960 年代中ごろから 1970 年代にかけてはそれまで主に男性によって担わ

れてきた基幹産業分野への女性の進出が政策的に促された。しかし 1980 年代に入ると労働

力にかんして集約的な利用がはかられるようになり，行政，医療，教育といった非生産部

門やサービス職など，一般的にも女性が多い職業とされるところに集中するようになった

（中川, 1997, 33 ページ）。こうしたことは第 3-1 表からも読み取ることができる。第 3-1 表

を見ると，土木･建築を先頭に，販売以外の生産部門においては女子占有率が 40%に満たな

い産業部門が多いのに対して，販売や非生産部門においての女子占有比率は非常に高くな

っている。工業部門の中でも軽工業，食品，電機で働く女性が多いとの指摘もあり（長谷

川, 1991, 180 ページ），どの産業，職種においても男女同数であるべきとは考えないが，就

業率が高くても労働市場の中での男女の役割分担が成立していたと言えよう。 
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第 3-1 表 産業別の女性労働者の比率 

 1950 年 1960 年 1970 年 1980 年 1987 年 

全就業者 40.0 45.0 48.3 49.9 49.0 

生産部門全体 37.8 41.4 43.6 44.1 42.6 

工業 28.6 40.5 42.4 43.3 41.2 

建設 9.7 8.7 13.2 16.3 16.9 

手工業 34.5 33.6 40.1 37.8 36.7 

農林業 53.7 45.7 45.8 41.6 38.1 

交通・通信 17.6 32.3 35.5 36.9 35.2 

販売 54.9 64.6 69.2 72.8 72.2 

その他生産部門  42.7 53.6 55.3 55.7 

非生産部門全体 55.8 64.2 70.3 72.9 72.7 

教育   71.3 76.3  

保健・福祉   80.9 83.6  

出所：Statistisches Amt der DDR, 1988 より筆者作成 

 

第 3-2 表にあるように，職業専門学校や大学といった職業教育や高等教育を受ける女性の

割合は上昇傾向にあり，1987 年には大学に占める女子学生は全体の半数に，職業専門学校

においては 7 割にまで達した。しかし，女性が専門的訓練を受けられるのは女性の伝統的

な専門職に限られており，女子の高学歴化の一方，上級職における女性占有率は 1988 年の

時点で 31.5%と相対的には低いものであった（テンズ／ヤング, 2003）。 

 

第 3-2 表 高等教育機関の学生に占める女性の割合 

 1950 年 1960 年 1970 年 1980 年 1987 年 

職業専門学校 25.0 28.6 48.6 71.9 70.6 

大学 19.2 25.2 35.4 48.7 50.2 

出所：Statistisches Amt der DDR, 1988 より筆者作成 

 

先述したように東独では 1946 年から同一賃金同一労働の規制を導入していたが，これま

で見てきたような就労状況に見られる男女の相違が賃金にも影響を及ぼし，収入格差とい

う形で現れることになる。1998 年の統計では 100 マルクごとに区分された賃金階層26のうち，

400 マルクから 900 マルクまでの低賃金層では女性の占める割合が高く，1,000 マルク以上

の高賃金層では賃金が上がるにつれ女性の比率が下がる。産業別の賃金では郵便･通信，商

業などといった女性労働者の比率が高い部門は賃金が低い。就業者の賃金階層においてよ

り低い層で女性の占める割合が高いことには，女性が多く従事する産業部門で賃金が低い

                                                        
26 Statistisches Amt der DDR（1988）。対象となっているのはフルタイム労働者。 
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ことと女性の職階が低いことの双方の影響が重なっていると考えられる。 

社会主義イデオロギーでは，女性が労働し，経済的に自立することが女性の解放になる

と考えられていたようであるが，この経済的自立を背景に離婚件数も増加した（第 3-3 表）。

姫岡（1992）によれば，離婚率は 37.3%に上り，離婚請求の 70%あまりが女性からであった

という（姫岡, 1992, 99 ページ）。なお，子どものいる非婚世帯のうち 20%がシングル・マザ

ーで，シングル・ファーザーは 1%にすぎない（姫岡, 1992, 97 ページ）。家事負担の多くを

女性が担っていたことに加えて，フルタイム就業が一般的となっていたためにある程度経

済的に自立しており，非嫡出子には法的な差別が無く，シングル･マザーには保育所への優

先入所などの実質的な特典もあったということが，このような状況を後押ししていたとも

考えられる。さらに，こうした状況は女性にとって就労の必要性を高めることにもなるた

め，相互に影響を及ぼしあっていたといえる。 

 

第 3-3 表 18 歳以上女性の婚姻状況（単位：人） 

 未婚 既婚 死別 離婚 

1964 年 1,633,249 8,655,911 1,660,569 422,661 

1970 年 1,713,446 8,496,197 1,607,834 478,931 

1981 年 2,102,367 8,279,769 1,482,066 780,644 

1982 年 2,173,815 8,237,028 1,463,802 816,069 

出所：石田（1989）180 ページ。 

 

1970 年代に東独政府が危惧していた出生率については，1970 年代後半から持ち直し，75

年の 1.54 から 80 年には 1.94 にまで回復したが，人口の再生産に最低必要といわれる 2.1 の

水準にはついに達することはなく，1980 年代に入ると早くも低下傾向になった。その後統

一を境に急低下するが，この点については後の章に譲りたい。 

本節では東独における女性労働がどのような制度の下，どのような状況であったのかを，

女性労働を取り巻く環境とともに検討した。東独では政府による手厚い施策のもと，女性

の労働参加率は世界でも類を見ないほどの高水準を達成した。一見するとそれは世界で最

も早く「男女平等」が実現された社会であるかのようにも見えるが，女性は社会進出して

いる一方で多くの家事負担を担い，就労状況においても男性との差異が決定的に存在して

いた。ただし，就労による経済的な自立が，婚姻といったライフスタイルにおける女性の

選択の自由を保障していた側面があることも認められた。また，労働にかんしては政府か

らの強制力のようなものがあった状況であるとはいえ，出産後も就労し，また複数人の子

どもがいてもほとんどの女性が働いていたことは，それを可能にする保育などのシステム

がいかに充実していたかを示すと同時に，多くの女性にとって家族の状況などにかかわら

ず外で働くことが極めて一般的なものとして認識されていたことを示すものでもある。特

に就業者に占める女性の割合が 1950 年代半ばには 40%を上回っている状況であり，統一ま
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での 30 年以上にわたって女性労働が広く一般的な状態であったことは人々の労働にかんす

る意識形成にとって非常に大きなインパクトを持つものと考えられる。 

しかしながら，ここで留意しておきたいのは，このような制度がフェミニズム運動など

によって東独女性たちの要求に応えて作られたのではなく，政府のイニシアティブによっ

て成立してきたという点である。そうした中で達成された女性の労働参加率の高さが，統

一にともなう制度変更によってどのように変化するのかについては第 3 節で見ることとす

る。 

本節では東独の女性労働にかかわる制度と女性労働の状況をまとめたが，次節では東独

に統一後適用されることになった制度がどのようなものであったかを知るために，統一以

前の西独の制度や女性労働のありようがどのようなものであったかを検討したい。 

 

 

第 2 節 統一前のドイツ連邦共和国における女性労働と制度 

 

西独では，男女の機会平等化政策の大部分が 1970-80 年代に始まった（テンズ／ヤング

2003, 108 ページ）。それまで，既婚女性が就業するためには夫の許可が必要となっていた家

族法の改定や，夫婦の完全な平等や嫡出子と婚外子の法的平等が明確化された（姫岡, 1992, 

8 ページ）。それは，東独と同様に西独においても出生率が下がり27，家族形態が近代家族モ

デルから変化してきたことへの対応に迫られたこともあるが，1960 年代末ごろからのウー

マン・リブの影響もあったと考えられている。1980 年に職場における男女均等待遇の法律

が導入され，同一労働同一賃金の原則が盛り込まれたが，それは EC からの圧力によって生

まれたものであった。ただしそれは罰則の可能性が 1989 年まで制限されるといった不十分

さを残していた。 

このように，西独が全体として男女平等化への方向性を示し，それを推進してきたとい

うわけではないが，時代とともに女性の就業率は確実に上昇していった。そして，1970 年

には明確な「M 字型」を描いていた年齢層別労働力率のグラフも，1990 年には「M 字」の

くぼみはまだあるものの，かなり解消されるにいたった。しかしながら，1988 年の時点で

生産年齢人口の女性に占める雇用者の割合は 55%であり，有給労働者に占める女性の割合

も 38.8%となっており，同時期の東独と比較すると低い水準となっている。 

このような状況の中，西独で就業意欲のある女性の多くがパートタイムでの就業形態を

選択しているが，パートタイム就業の割合が高いことも東独とは異なる点である。これは，

1982年の調査で，「子どもが出来てもずっと職業を続けるほうがよい」と答えた女性は 22.8%

に過ぎず，「子どもが出来たら職業をやめ，大きくなったら再び職業を持つほうがよい」と

答えた女性が 52.7%に上ったという意識的な背景も影響していると考えられる。もうひとつ，

                                                        
27 1970 年には 2.01 であったが 1975 年には 1.45，78 年には 1.38 とその後も下落が続いた。統一以前の最

低水準は 1985 年の 1.28 である。 
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パートタイム就業への選好を後押ししているものとして，所得税の課税方式が挙げられる28。

ドイツでは勤労所得者に対して，住民登録をしている市町村から賃金税カード

（Lohnsteuerkarte）が送られる。被用者はそのカードに配偶関係，税級（Steuerklasse），児

童扶養控除が受けられる子どもの数，宗教などを記入し，雇用主に提出する。そして雇用

主はそのカードのデータを基に所得税額を算出し，源泉徴収を行う。ただし，以下の条件

を満たすのであればこのカードを提出せずに働くことが可能である。 

 継続的に行われる労働であること。ただし短時間労働に加え，短期間労働でも可能。 

 1 人の雇用主の下での労働時間が週 20 時間（月 86 時間）を超えない。 

 賃金が週 120DM，月 520DM を超えない。 

 平均賃金にして時間当たり 18DM を超えない。 

これらの条件が満たされる場合，雇用主は雇用者 1 人につき一律に 15%の税率で賃金税

を納めればよく，通常の社会保険，年金，失業保険などを支払う必要なない。1990 年 4 月

時点での週 20 時間未満の短時間・短期間労働に従事している女性は 847,000 人で，就労し

ている女性の 7.2%にあたる。また，そのうちの 76.1%が有配偶の女性である。寺崎（1993）

はこのような就労形態はフルタイムで勤務する夫がいる女性のものとして定着していると

いう見方を示している。 

先ほどの条件に当てはまらない就労形態での収入には賃金税が課税される。賃金税カー

ドには「税級」という項目があるが，税級とは適用所得税率選択の基礎となるものであり，

I～VI までの 6 税級がある。その基準となっているものが主に配偶関係である。その上で，

所得税の額を決める税率表にはいくつかの種類があり，税級 I，II，IV にはその中の「基本

税率表（Grundtarif）」が，同様に税級 III には「分離税率表（Splittingtarif）」が適用される。

ここで重要なのは分離税率表が基本税率表よりも税額が有利であるという点である。分離

税率表が適用される対象となる税級 III に当てはまるのは，有配偶の被用者のうち配偶者が

就労していない場合か，共働きで配偶者の一方が税級 V を選択している場合である。ただ

し，後者のパターンで配偶者の一方が選択する税級 V の課税率はかなり高いものとなって

いる。夫婦の場合，課税方式として「合算分離課税」か「個別課税」のどちらかを選択で

きるが，合算分離課税方式は夫婦のどちらか一方が無収入でも可能である。夫婦の所得を

合算して二分し，その額に対して分離税率表を基に課税し，その税額を倍にしたものが夫

婦の税額となる。つまり，有配偶者でかつその配偶者が無収入である場合には，最も低い

課税率の税級 III に当てはまり，合算分離方式で一人当たりの所得を半分にすることができ

るので，こうした夫婦が非常に税制で優遇されているといえる。同じ税級 III でも共働きの

場合には一方が高税率の税級 V であるため，所得総額や夫婦の所得バランスを考慮したう

えで，個別課税で申告するか，特別税率の税級 V と分離課税の組合せとするかの選択をす

ることとなり，共働きの世帯には圧倒的に税負担が重くなる仕組みになっている。 

次に，子どもを養育する人を対象とした制度についてみることにする。西独においては

                                                        
28 以下の税制にかんする記述の多くは寺崎（1993）に大きく依拠している。 
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それまでの児童扶養控除（Kinderfreibetrag）に加えて，児童手当（Kindergeld）にかんする

法律が 1954 年に制定された。以後，児童手当にかんする法律は幾度か改正され，その都度，

給付対象や給付額が拡大された。1975 年に財政的問題から児童扶養控除は一度廃止された

が，1983 年に再導入される。これにより，両親がある場合には児童一人につき児童扶養控

除 432DM，両親が離婚している場合，あるいは婚姻していない場合は，その税の査定期間

中扶養義務を行っていた納税義務者に対して 216DM となった。 

就業する女性の増加に伴い，1979 年には母親休暇法（Mutterschaftsurlaubsgesetz）により，

8 週間の有休の母親休暇と出産後 6 カ月までの母親休業手当（Mutterschaftsurlabsgeld）が導

入された。これにより，就労している女性の休暇中における所得の損失は疾病保険から給付

される母親手当と企業からの追加給付で 100%補償されることになっていた。1985 年にはそ

れまでの児童手当に加えて，育児手当（Erziehungsgeld）が連邦育児手当法

（Bundeserziehungsgeldgesetz）によって制度化された。これはこれまでの母親休暇の制度を

拡充するものとして，育児休暇についても定めており，この法律が包括的な規制をし，こ

れを各州の規制が補うという形をとっている。これは母性保護法と一体となって育児のた

めにフルタイムの就労を断念せざるを得ない労働者に対し，経済的援助（育児手当の支給）

と雇用保障（解雇からの保護）とをともなう休業を保障するものであった。受給期間は当

初 10ヶ月でその後すぐに延長が繰り返され，1990年 7月からは 18ヶ月までとなっている。

受給額は生後 6 ヶ月までは所得制限なしで月 600DM が保障された。なお，この育児手当の

請求ができるのは有職者に限らず，専業主婦や学生も可能であり，男性も可能であるが，

この期間中にフルタイムで就業せずに育児に従事することが要件となっている。育児休暇

については育児手当の請求権を有することが要件となっている。休暇についても父親が取

得することも可能である。夫婦の場合は配偶者が就業中ないしは失業中，職業訓練中でな

くてはならないので，専業主婦の夫が育児休暇を取得することはできない。なお，育児休

暇中の解雇は厳しく制限されている。また 1986 年には育児休業中の期間を年金支払い期間

として扱うという法改正がなされた。こうした制度に加えて，各事業所別の協定や労働協

約で，育児休暇を延長したような制度を導入している事例もあった。 

1985 年の母親休暇制度から育児休暇制度への変更は，確かに制度の適用範囲を広めたが，

就労している女性の所得保障という意義を失った面がある。また，育児休暇後の職場復帰

率は 1986 年から 1987 年の平均で 46.8%であった。また復帰したうちの 31%がフルタイムか

らパートタイムへ就労形態を変化させている。このことは，西独の女性は出産後に出産前

のように仕事を継続することが困難であったということを如実に示しているといえる。 

西独の女性が出産後に仕事を継続することが難しくなるひとつの要因として，公的託児

施設の欠如が挙げられる。1986 年の時点で，保育園を利用している 3 歳未満の子どもの割

合は 1%のみであり，幼稚園に通っている子どもの割合も 3－4歳児で 30%，4－5歳児で 70%，

5－6 歳児で 85%であった。幼稚園は開園時間が午前中のみというところがほとんどであり，

終日幼稚園にいたのは 3－6 歳児のうち 11.9%のみであった。幼稚園と同様に小学校の授業



 

67 

 

時間も主に午前中のみであったが，午後に保育施設を利用した小学校児童の割合は 4.4%に

過ぎなかった。（テンズ／ヤング, 2003, 113 ページ） 

ドイツ型労働市場の特徴として，広範な協約適用範囲による均質的な賃金などが一般的

に認識されているが，こうしたモデルが強固なものであった 70 年代や 80 年代から，すで

にサービス業を中心として女性の低賃金雇用が存在していたことが指摘されている（Bosch 

and Weinkopf, 2008）。こうした女性労働はあくまで家計補助的なものであり，伝統的な家族

モデルの中ではそれほど大きな問題とは認識されなかった。 

改めて西独の制度を振り返ると，女性労働を取り巻く分野における東独のそれとの決定

的な違いが浮かび上がる。東独では労働力の確保を目的として女性も労働参加することが

強く求められ，それを推進するためにあらゆる制度が構築されていったが，西独ではその

ような政策方針はなく，国内の女性や EC といった外部からの，女性の就業を妨げるような

状況を改善すべきという要求に徐々に答える形で制度構築されてきた。伝統的な家族モデ

ルが徐々に崩れつつあるものの，統一前の時点では依然としてそれが主流であり，男性稼

ぎ主と専業主婦というモデルをサポートするような制度が構築されていたと言える。 

 

 

第 3 節 統一後の東部諸州の女性労働：旧連邦州との比較を交えて 

 

統一前後には，西独のシステムの移植と失業の増大によって，東部諸州での女性の就業

率や就業形態が西独のそれのように収束していくのではないかという予測もあった。しか

し，女性の労働市場参加率はそれほど低下せず，労働市場からの退出による失業率の低下

や失業者数の減少も期待されたようにはならなかった。以下では統一後の東部諸州におけ

る女性労働の特徴を，旧連邦州などとの比較をもとに考察したい。 

東独において失業は存在せず，公式にはほぼ文字通りの完全雇用が実現していた。しか

し，統一とそれに伴うさまざまな変化はこの完全雇用の状況を著しく変化させることとな

った。統一に伴って市場経済化するに当たり，統一以前より信託公社によって人民所有企

業の民営化が進められた。旧東独企業の民営化は，他の移行諸国のようなバウチャー民営

化といったような手法はとられず，ほとんどが売却による民営化と，買い手のつかなかっ

た企業の清算という方法で進められた。信託公社の管理の下，市場経済に適合する企業に

なるべく，企業は経営の効率化に迫られた。もともと東独時代から過剰労働力を抱え込ん

でいたことに加えて，冷戦の終結による東側との貿易構造の変化や西側企業との競争とい

った環境の変化による経営の悪化があったため，その過程では多くの過剰労働力が整理さ

れ，大量の失業者が発生することとなった。第 3-1 図からもわかるように，そうした雇用情

勢の悪化は 90 年代初頭では特に女性に対して厳しく，失業者数は女性のほうがずいぶんと

多かった。失業率も 90 年代を通じて女性のほうが高い状態が続いたが，90 年代後半以降，

男性の失業者数の増大と失業率の上昇によって徐々に男女差は小さくなっていった。しか 
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第 3-1 図 統一後の東部諸州における失業者数と失業率の動向 

 
出所：Statistisches Bundesamt より筆者作成 

注）東部 5 州にベルリンを加えたもの 

 

しその収斂は女性の失業率が下がることによってもたらされたのではなく，男性の失業率

が女性並みに上昇することによってもたらされたものである。また，東部諸州の女性の失

業には，失業期間の長さに特徴がある（第 3-4 表）。ドイツ全体においても長期失業が問題

となっているが，中でも東部諸州の女性は平均失業期間が長い。 

 

第 3-4 表 失業の平均期間（単位：週） 

東部諸州 旧連邦州 

女性 男性 女性 男性 

43.2 26.4 35.2 31.8 

出所：Statistisches Bundesamt, Frauen in Deutschland 2006  

 

失業の期間が長いことは，なかなか職が見つけられないことを意味するが，その間求職

活動を続けているということでもある。つまり，失業が長期間にわたっても労働市場に留

まっていることを示している。東部諸州における女性の労働力率は 1990 年代を通して徐々

に下がりはしたが，2000 年時点でも 72%を越えており，なお旧連邦州よりも 10 ポイント高

い。労働力率の年齢階層別での動向からは，労働力率が下がっている主な要因が 45～54 歳

の層での労働力率の低下であり，15～24 歳，25～34 歳，35～34 歳のいずれの層もほぼ横ば

いで推移しており，基本的には東独時代から女性の高い労働力率が連続しているといえる

（Bonin and Euwals, 2002）。東部諸州におけるこのような女性労働の動向は旧社会主義国の

中に共通して見られるものではない。ハンガリーでは女性の失業率は男性よりも低かった

にもかかわらず，女性の就業率は 1989 年に 75.8%だったのに対し，96 年には 54.1%にまで

下がっている（堀林，2003）。 
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第 3-2 図 女性労働力率の推移 

 

出所：Arbeitsmarkt 1991~2000 より筆者作成 

注）東部 5 州にベルリンを加えたもの 

 

東部諸州の女性の就業形態にも東独時代からの連続性がうかがえる。まず第一にフルタ

イム就業かパートタイム就業かの選択にかんしてである。東部諸州においてもパートタイ

ム就業者の割合は年々増加しているが，それでも旧連邦州の女性と比較すると，東部諸州

の女性が 31.4%であるのに対し旧連邦州では 47.4%（いずれも 2005 年）と大きな隔たりが

ある。パートタイムを選んだ理由についても両地域では違いがあり，「個人的な理由もしく

は家族に対する義務」と答えたのは旧連邦州 83.4%に対して東部諸州 35.9%であり，「フル

タイムの職が見つからない」と答えたのは旧連邦州 5.9%に対して東部諸州 53.4%である。

フルタイム就業に対する強い選好は，18 歳以下の子どもを持つ就業者のパートタイム・フ

ルタイム就業の割合を見ても明らかである（第 3-5 表）。 

 

第 3-5 表 子どもを持つ女性被用者のうち， 

フルタイムで雇用されている人の割合（1996 年） 

子どもの年齢 東部諸州 旧連邦州 

3 歳未満 73.4% 58.1% 

3～5 歳 69.2% 29.0% 

6～9 歳 75.5% 30.9% 

10～14 歳 79.0% 39.5% 

15～18 歳未満 82.6% 48.7% 

出所：Statistisches Bundesamt  

 

また，収入や賃金についても興味深い結果がある。東部諸州と旧連邦州では賃金レベル

に差があるが，それぞれの地域において男女間の収入格差がどの程度であるかを見てみた

い。フルタイム就業者の平均月収について見ると，いずれの地域においても男性の収入に

近づきつつあり，男女間の収入格差は縮小している。ただし，旧連邦州では 91 年に女性の
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収入は男性の 70%強であったのが 99 年に 78%程度に上昇しているが，東部諸州では 91 年

に 88%，2000 年には 95%にまで上昇しており，東部諸州のフルタイム就業者の男女間収入

格差は非常に小さい。 

フルタイム就業者の労働時間では，男女ともに労働時間は東部諸州のほうが 2%程度長く

なっているが，パートタイム就業者の労働時間では，男性は旧連邦州よりも 16%長く，女

性は旧連邦州より 22%も長い。パートタイムで就業していてもフルタイムでの就業を望ん

でいる人が東部諸州で多いことが，パートタイム労働での労働時間が特に旧連邦州と比較

して長くなるという結果につながっていると考えられる。 

このように，統一後の東部諸州における女性労働の特徴として，まず第一に非常に厳し

い失業が統一直後から発生し，それが 90 年代を通じて続き，失業期間も長期化していった

こと，第二にそのように厳しい雇用情勢にもかかわらず多くの女性が労働市場に留まった

ために労働参加率はほとんど下がらなかったこと，第三に就業形態としては旧連邦州でパ

ートタイム労働が多いのに対し，東部諸州ではフルタイムで働く女性が多いということで

ある。こうした東部諸州の特徴は旧連邦州の女性労働とは異なると指摘したが，統一によ

って西独の制度が導入されたにもかかわらず，そうした相違が存在している背景にはどの

ようなものがあると考えられるであろうか。次節ではこの点について検討していきたい。 

 

 

第 4 節 統一後の制度の変化と女性労働への影響 

 

第 1 節と第 2 節で東独と西独の女性労働にかかわる制度と女性労働の状況を述べ，第 3

節では統一後の労働市場の状況と女性労働の動態を見てきた。第 3 節では統一後にも女性

の労働参加率は高く，旧連邦州のそれとは異なることを確認した。本節ではそうした東部

諸州の女性労働のありようは，統一による制度の変化とどのように関連付けられるのかを

検討する。ここではまず，両国間の制度そのものの違いに限定して整理したい。 

母体保護の観点から設けられた産前産後の女性に対する制度では，両国とも妊産婦の解

雇は禁止されているが，東独では配置転換やそれに伴う賃金の変動などにかんしてよりき

め細かく定められ，また保護の度合いが高い。育児手当については両国で一定程度保障さ

れているが，育児休暇にかんしては相違がある。育児休暇の期間は統一時点で原則では東

独の 1 年に対して西独は 18 か月と西独のほうが長くなっている。また西独では育児休暇を

男性が取得できることになっている点も異なる点である。子どもの保育にかんしては圧倒

的に東独での整備が整っており，保育施設数，保育時間という両面で決定的に異なってい

る。家事の日休暇，子どもの看護のための休暇，年次休暇の拡充といった勤務軽減措置も

西独にはないものである。逆に女性の労働を抑制する効果を持つ西独の所得税制度は東独

ではなかったものである。このように見ると，両国間で最も違いの大きかった保育制度の

充実が東部諸州ではどれぐらい確保されるのかという点と，主に子どもを持つ女性に与え
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られていた追加的な勤務軽減措置がなくなることによって労働条件が悪化する点，西独の

所得税制度による労働抑制効果の 3 点が，統一に際して女性労働のありように影響を与え

うると考えられる点である。ではそうした点が実際に影響を与えたといえるのかについて

以下で検討したい。 

第 1 節で述べたとおり，東独では 0 歳児から非常に高い保育率を誇っていた。しかもそ

の保育内容も朝から晩まで，父親も母親もフルタイムで十分働けるように設定されていた。

しかし，統一により保育施設の存続が危ぶまれるようになった。たとえば，東独における

1989 年時点での託児所数は 7707 ヶ所で，その内訳は公立が 6,846 ヶ所，事業所立が 851 ヶ

所であった。同様に幼稚園数は 13,452 ケ所で，そのうち市町村立が 11,592 ヶ所，事業所立

が 1,477 ヶ所，教会立が 383 ヶ所であった。このように，保育施設には多くの事業所立のも

のがあり，これらが市場経済化によって各事業所が厳しい状況に置かれている中で，閉鎖

される危機に陥っていたのである。このような状況に対し，東独政府は各事業所に対して，

保育施設を閉鎖する場合には市町村などに経営を移管することを義務付けることを発令し

た。さらに統一条約には 1991 年 6 月末まで，保育施設存続のために連邦政府が経費を一部

補助することが明記された。それでも多くの保育施設が廃止されたといわれ，たとえば，3

歳未満児に対して提供されている保育数の割合は 1991 年で 50%強，1994 年で約 40%，1998

年には約 35%にまで落ち込んだ（魚住, 2007）。ただし，それでも旧連邦州と比較した子ど

もの保育割合は東部諸州のほうが相当に高く，保育時間も長かった。2002 年のデータでは

あるが，子どもの数 100 人に対する保育提供数29は，3 歳未満では旧連邦州 3 に対して東部

諸州 37，3 歳から 6 歳未満では旧連邦州 90 に対して東部諸州 105，6 歳から 10 歳未満では

旧連邦州 7 に対して東部諸州 68 であった。また，5 歳児の生活状況30では旧連邦州では保育

施設で昼食をとる割合は 24%，昼食をとらない場合が 61%であるのに対し，東部諸州では

98%の子どもが昼食を保育施設でとっている。このことから，東独時代ほどではなくなった

が，統一以後も東部諸州の保育状況は旧連邦州よりも充実しており，西独のような保育制

度に一元化されることはなかった。そうしたことから，少なくとも相対的には女性が労働

しやすい状況であるといえる。 

では次に労働条件の悪化や所得税制度が東部諸州の女性に労働抑制の効果をもたらす可

能性があるかについて検討したい。通常であれば労働条件の悪化は誰にとっても好ましく

ない状況であるが，それが労働抑制という行動につながるほどのものであるのかを考えれ

ば，統一に際しての変更はそれほど大きなインパクトを持つものではないのではないかと

考えられる。第 3 節で見たように，統一後の東部諸州の労働市場の状況は非常に厳しく，

失業者数が増大した。特に女性に厳しかったが，そうした状況では，従前の労働条件を維

持させることよりも，まず職を得ることのほうが優先されると考えられる。実際に，統一

直後の東部諸州においては女性が「妊娠しない」という証明書を持って求職活動に当たっ

                                                        
29 BMFSFJ, 2005, S.323 

30 BMFSFJ, 2005, S.324 
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ていたという話すら聞かれたといい（姫岡, 1992），そこまでして職を得ようとしていたと

いうのに，これまで与えられていた休暇が減るということで労働市場から撤退するという

のは矛盾した状態であるといえる。つまり，統一に伴うこうした労働軽減措置の廃止は厳

しい雇用情勢の中で，相対的に小さな問題として扱われたのではないかと考えられる。一

方の所得税制度にかんしては，まずそうした制度が広く認知され，現在の自分の働き方が

税制上不利になるか否かの判断をするにいたるまでにしばらくの時間がかかることが予想

される。その上で，税制上最も有利になるとされる夫婦のうち一人が多くを稼ぎ，もう一

人は無収入である状態，つまり男性稼ぎ主型といわれる夫婦の形態を選択するには，男性

が家族を養うだけの収入を将来的にも安定的に得ることができるという見通しが必要であ

ろう。しかし，先に述べたような雇用情勢でそのような見通しの立つ場合がどれほどあっ

ただろうか。このように，所得税制度の影響が出るのにはそもそも一定のタイムラグがあ

ると考えられ，その上で税制上最適な行動に出るための条件が満たされない限り，こうし

た制度の影響はそれほど大きいものとはなりにくいと考えられる。 

以上で検討した点は統一によって東独の制度から西独の制度へと変更することによる影

響であったが，統一後には労働市場政策が展開されたために，女性労働にも影響を与えた

と考えられる。女性労働に関連する制度として労働市場政策が挙げられることは一般的で

はないが，東部諸州での労働市場政策の展開の規模は非常に大きいものであり，また労働

市場政策というものも東部諸州にとっては統一後の新たな制度のひとつであることから，

この点についての検討が必要であると考える。以下では改めて東部諸州で展開された労働

市場政策を概観し，その後に女性労働への影響を検討する。 

第 3 節で見たように，失業者は男性よりも女性のほうが多く，州や年によって異なるが，

女性の失業者数は男性失業者数の 1.2 倍から 2.2 倍近いほどの多さであった。そこで，連邦

政府などは労働市場全体の改善策とともに，女性にターゲットを絞った改善策にも着手す

ることとなった。方法としては，基本的には西独時代からの雇用促進法に基づく積極的労

働市場政策を拡大しつつ適用し，それでカバーできない部分を適宜補填する形がとられた。 

ドイツの労働市場政策は雇用促進法に基づいて行われる。その具体的施策の主なものと

しては，職業訓練の促進，操業短縮手当，早期引退促進措置，雇用創出措置などがある。 

職業訓練の促進は，労働市場のミスマッチを緩和・解消するためのものとして労働市場

政策の中で中心に位置づけられてきたものである。失業者や失業が見込まれる人を対象に，

国が授業料や生活資金などを援助するものである。東部諸州においては 1991 年 4 月から再

就職促進のための職種転換訓練をはじめとした職業訓練への助成が行われた。 

操業短縮手当（kurzarbeitgeld）とは，もともとは景気の悪化や天候不順といった短期的要

因による解雇を防ぐため，労働時間の短縮によって対応し，短縮した時間分の賃金の一部

を政府が補償するものである。東部諸州については操業短縮の要件を緩和し，事実上，元

の状態に回復することが期待されない場合も適用されることとなった。ただし，1991 年か

らは手当支給率の制限強化と職業訓練受講の義務付けがなされた。 
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早期引退促進措置には 2 種類あり，ひとつは統一以前からの早期定年移行年金

（Vorruhestandsgeld）であり，これは正規の年金支給開始年齢前である男性 60 歳，女性 55

歳から引退し，以前の手取り賃金の 70%の年金を受取ることができるものである。もうひ

とつは定年移行手当金（Altersübergangsgeld）であり，57 歳以上の失業者が引退する場合，

以前の手取り賃金の 65%を最長 3 年間，受給できる制度である。これらの早期引退促進措

置は高齢者パート労働法とともにすすめられ，高齢者のパートタイマー化を進めることで

失業を減らす方向と労働市場から退出してもらうことによって失業を減らすという 2 方向

からの政策である。 

雇用創出措置（Arbeitsbeschaffungsmassnahme，ABM）は，公共の利益に合致する雇用に

限って，一定期間，賃金の一部を国が負担することによって，失業率の高い地域における

失業者に雇用機会を創出するものである。この対象となるのは主に長期失業者や障害者と

いった不利な立場におかれている失業者である。東部諸州に対しては補助率を高めたり，

対象となる失業者の要件を緩和するなど，さらに特別な措置がとられた。 

以上のような労働市場政策とは別に，1980 年代末から西独で進められてきた男女平等政

策のもとでのいくつかのプログラムが，対象を女性に絞った，補完的な措置として挙げら

れる。1991 年から 5 年間，「新 5 州における変化した生活・労働条件についての女性のため

の情報提供・相談」というモデルプロジェクトが実施され，各州にそれぞれ 1 ヶ所相談所

が設立され，無料で相談が行われた。また，1994 年からは「女性の家庭休業後または失業

後の職業生活への再統合のためのモデルプログラム」が東部諸州も適用されることになっ

た。育児期間が終了して職場復帰を望む女性や最近 2 年間仕事についていなかった 40 歳以

上の女性を，期間を定めないで雇用する雇用主に対して補助金が与えられるものである。 

統一後，以上のような政策手段を中心として厳しい雇用情勢に対する対応策がとられた

が，それらの政策が女性労働にどのような影響があったか検討したい。 

まず，職業訓練については，1992 年 11 月の時点において教育・再教育訓練の参加者のう

ち約 60%を女性が占めていたが，女性の訓練参加には比較的短期間のプログラムに参加し

たり，企業内の訓練への参加が少ないなどといった特徴があった（F. Maier, 1993）。短期間

のプログラムは短期間で済ませられる手軽さはあるが，その内容の質が低めで，受講を修

了しても一般的に認められるような資格が与えられないといった面がある。一方企業内で

行われる訓練は公的施設などで行われるプログラムに比べて期間も長く，2～3 年かかるが，

修了後に雇用機会に恵まれやすい面がある。東部諸州の場合，製造業からサービス業にい

たるまで市場経済化に伴って多くの新技術が西側から導入されたため，広範囲の産業と職

種において新しいスキルが必要とされた。サービス業種においてはパソコンなどの情報処

理技術が必要となり，行政部門においても新たな法制度の枠組みの中でシステムが全く変

更されてしまうなど，女性の多かった職場にも訓練の必要が大いにあった。大量の失業発

生と，同時に全産業的な技術の変更によって，これまで女性の職場とされてきた上記のよ

うな産業・職種にも男性の応募が増加したため，女性にとっても新しい技術を習得し，資
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格を得ることにより労働市場での自らの価値を高める必要が生じた。実際，より豊富な人

的資源を持つ女性のほうがより良く雇用機会に恵まれると指摘されている（Bonin and 

Euwals, 2002）。このように，東部諸州の女性にとって職業訓練は非常に重要であるにも関わ

らず，長期間ではあるが，雇用に繋がりやすく，公的に認められる資格を取れるような訓

練への参加が少なくなっており，女性の雇用可能性を十分に高めることにつながっていな

い部分がある。こうした背景には女性が訓練に参加するのに何らかの障害があるか，ある

いは資格取得後の見通しについての問題があるのではないかと考えられるが，この点につ

いては別の検討課題としたい。 

早期引退促進の制度については，東部諸州においては大いに利用された制度である。先

にも述べたとおり，市場経済化によって東部諸州の労働者は新たな生産技術への適応に迫

られた。しかしながら，中高年の労働者にとって新たな技術の習得は容易なことではなく，

再雇用は若年・壮年層の労働者よりも厳しかった。そのため，再雇用をあきらめ，この制

度を利用する労働者も多かった。1990 年代を通じて 45～54 歳の女性の就業率が低下してい

ることは，再雇用の難しさとこの制度の二つが重なり合って影響した結果と考えられる。

第 3-3 図を見ると，この制度がよく用いられていた 90 年代初頭には男性女性とも失業者数

が増加する中で労働力率が下がっており，労働市場からの退出があったことがうかがえる。 

 

第 3-3 図 統一後の東部諸州における労働力率と失業者数の動向 

 

出所：Statistisches Bundesamt, および Arbeitsmarkt 1991~2000 より筆者作成 

注）東部 5 州にベルリンを加えたもの 

 

操業短縮手当については，本来失業者となる労働者をこの措置によって隠しているとの

批判も多かった。1991年に東部諸州でこの手当を受給していたのは 160万人を超えており，

そのうち労働休止率 75%以上が 4 分の 1 程度にも上る（旧連邦州では 75%以上の労働休止



 

75 

 

率は 3%前後）など，「隠された失業」との批判は免れない。1991 年以降操短手当受給者は

急激に減少していくが，受給者の女性占有率は受給者数の圧倒的に多かった 1991 年には

36.1%であったのが 1995 年には 66.1%（近藤, 1998）と上昇しており，90 年代半ばに操短手

当によって失業状態を免れている女性労働者は男性よりも多かったことになる。 

雇用創出措置については，その雇用の対象となる事業は公共の利益に合致するものとい

う要件があったが，東部諸州においてはその適用範囲が環境改善，社会サービス，青少年

保護の分野にも拡大された。この措置の対象者は 1991 年に 18 万人，1992 年には 40 万人弱

となった。この措置においても女性占有率は年々上昇し，1991 年には 35.6%であったが 1995

年には 65.3%まで上昇した。雇用創出措置と操短手当の対象者の女性占有率が 1991 年から

1995 年と，統一からしばらく経過した後に上昇するのは，東部諸州において 1991 年から

1992 年に女性の失業者数が大幅に増加し，その後 2000 年代半ばにいたるまでほぼ横ばいで

あったことと関連付けることができる。一方，男性の失業者数は 1991 年から 1995 年まで

は横ばいであったが，それ以降 2005 年まで増加の一途をたどる。1991 年から 1995 年まで

は「統一特需」とも言われる好景気だったにもかかわらず，女性の失業者が増加したこと

は注目に値する。多くの研究でも指摘されているように，この間の雇用を支えた業種が建

設業である。これは 1991 年から 1995 年にかけての東部諸州における投資のおよそ 6 割が

広い意味でのインフラ整備に使われてきたことと関連している。しかし，その投資によっ

て生み出された建設業での雇用に女性が占める割合は低く，このことが 1991 年から 1995

年にかけての失業者数の動向に明確な男女差が存在することの一因となっていると考えら

れる。男性の労働力がそういった業種で吸収されたため，失業者に占める女性の割合も高

くなり，結果として雇用創出措置や操短措置などにおける女性占有率が上昇したと言うこ

とができる。 

以上，統一後の制度の変化とそれによる統一後の女性労働への影響を検討したが，東独

と西独での制度の違いの大きさや，女性労働の実態を比較すると，統一に際しての制度変

更が大きな影響を与えるようにも見えたが，実際には予想された保育の減少が一定程度に

抑えられたこと，雇用情勢の厳しさによって勤務軽減措置の廃止といった労働条件の悪化

が相対的に小さな問題となってしまったことや，税制上有利であるとされる男性稼ぎ主型

の夫婦形態を選択できる余地も少なくなってしまったことから，こうした面での労働抑制

効果も小さいものになったといえる。見方を変えると，東部諸州の女性はそうした労働条

件の悪化を受け入れ，税制上必ずしも有利でなくとも就労することを選択したことになる。

さらにこうした厳しい雇用情勢の中，失業状態に多くの女性が置かれているにもかかわら

ず，労働市場からの退出という行動も抑制的である。こうした失業状態の人々に対して行

われた労働市場政策の措置には多くの女性も参加しており，労働市場からの退出に一定程

度歯止めをかける効果があったと考えられる。ただし女性の雇用を有利なものにするため

のいくつかのプログラムに効果があったとは言いがたく，職業訓練にかんしても疑問が呈

されている。積極的労働市場政策におけるジェンダー主流化はまだ限定的であるとの指摘
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（Müller and Kurtz, 2003）もあり，特に女性の雇用情勢が厳しいことに対して重点的な対策

が行われる必要がある。そうした政策の結果というだけではないが，女性の失業問題は以

後も続くことになるが，労働参加率の低下は極めて限定的である。こうしたいくつもの厳

しい条件にもかかわらず多くの女性が労働市場に留まる理由がどこにあるのか，次章の検

討課題としたい。 

 

 

おわりに 

 

本章では，東西ドイツ統一にあたって統一以前の両国における女性労働のあり方と女性

労働を取り巻く制度について概観し，両国それぞれに制度と女性労働のあり方には整合性

があることが確認された。東独においては建国から早い時期に，労働不足を補う目的で女

性の労働参加が推奨されており，女性労働を促進するためのさまざまな制度が設けられて

いた。ただしそうした女性の社会進出は伝統的な性別役割分業に変化をもたらすことはな

く，制度としても女性が家事・育児と仕事の両立をしやすくするための勤務軽減措置や保

育サービスの充実に重点が置かれていた。一方で，西独の女性労働促進に向けた動きが始

まったのは遅く，制度全体としても女性労働を抑制させるような方向性があった。保育サ

ービスは母親が家庭で育児にあたることを前提としており，所得税制度も専業主婦に有利

なように設計されていた。そうした中でも女性労働は徐々に拡大していくが，パートタイ

ム労働が中心であり，結婚や育児により労働生活を中断することも一般的であった。統一

によって東部諸州には旧連邦州の制度が適用されることとなり，それまで女性の労働を促

進してきた制度の多くが廃止された。ただし，保育サービスにかんしては東独時代に比べ

ると減少したものの，旧連邦州ほど短時間のものではなく，3 歳未満の子どもにも一定数提

供されるという状態ではあったため，旧連邦州と比較すれば保育サービスはなお充実して

いる状態であった。保育の面にかんしてはこのように制度の統一は徹底したものではなか

ったが，女性に対する勤務軽減措置は失われたために女性の働きやすさは低下したといえ

る。それにもかかわらず女性の労働参加率はそれほど低下することなく，一定水準を保っ

ていた。女性労働にかんしては，制度の影響を強く受けると考えられているが，体制転換

に伴う市場経済移行によって生じた労働市場の変化は，女性に対しては男性よりもいっそ

う厳しく，それは失業という形で現れた。しかし東部諸州において失業の発生も労働市場

からの退出効果をそれほど持たず，女性の労働参加率は一定の水準を保つこととなった。

こうした女性の就業行動がどういった背景によるものであるのか，なぜ統一後も旧連邦州

と東部諸州との間で女性労働の特徴に違いが残るのか，こうした点について次章で検討し

ていく。 
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第 4 章 東部諸州における女性の就業行動の特質と

その背景 

 

はじめに 

 

第 3 章で見たとおり，統一後の東部諸州における女性労働者をめぐる雇用情勢は非常に

厳しく，特に 90年代前半には女性の失業者数は男性をはるかに上回っており，失業率も 20%

近くで推移していた。もちろん，男性にとっても雇用情勢は厳しく，インフラ投資などに

よって建設業を中心として多くの雇用が生まれたが，そうした投資が 90 年代半ばに落ち着

いてくると同時に男性の失業者数は急増し，2000 年には女性とほぼ同数になるまで増加し

た。こうした失業問題に対して，女性の労働参加率が高いことがその要因の一つであると

の見方もあり，女性の労働参加が旧連邦州並みになれば失業が改善する可能性を指摘する

ものもあった（Bonin and Zimmermann, 2001）。東独時代の高い労働参加率は統一以降に次第

に低下するのではないかと考えられてもいたが，実際には労働参加率は 90 年代を通じて大

きくは変化せず，高水準を保ち続けた。しかし，橘木（2002）が指摘するように，少なく

とも日本において，女性は失業期間が男性に比べて短く，求職期間が長期に及ぶと潜在失

業者となったり，非労働力化する可能性が高いと言われている（橘木, 2002, 7ページ）。Kornai

（2013）も就労可能だが労働市場に参加していないグループのなかに求職意欲喪失者を含

めており，失業期間の長期化，就労の期待可能性の低さなどが人々を労働市場から退出さ

せる可能性があることを指摘している（Kornai, 2013, p.89）。それにもかかわらず，東部諸

州の女性の労働参加率は高水準を保っている。本章ではそうした東部諸州における女性の

就業行動が，2000 年代に行われた労働市場改革という制度変化を経るなかでどのように影

響を受けたのかを考察しながら，その特質と背景を明らかにすることを目的としている。

まず第 1 節では，東部諸州の女性労働の状況について概観し，第 2 節では 2000 年代に行わ

れた労働市場改革が女性労働とどのように関係するのかについて検討する。第 3 節では労

働市場改革によって女性労働にどのような変化があったといえるのかを分析し，最後に第 4

節で東部諸州の女性の就業行動における特質とその背景を明らかにする。 

 

 

第 1 節 東部諸州における女性労働の概要 

 

はじめに，2000 年代以降の東部諸州における女性の労働参加率の変動を見てみたい。第

4-1 図は生産可能年齢である 15 歳から 64 歳の女性の労働参加率を表している。参考にドイ

ツ全体での男性と女性の労働参加率も示している。この図から 2000 年代以降でも，東部の
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どの州も女性の労働参加率はドイツ全体のそれよりも明確に高く，ドイツ全体での男性と

女性の中間あたりをマークしている。2000 年代半ば以降に増加傾向がみられ，近年では 80%

弱にまで達している。90 年代半ばから横ばいに推移していた労働参加率は 2000 年代後半以

降に上昇しさらに高まった。統一以降，旧連邦州の女性の労働参加率は上昇傾向であり，

東部諸州と同程度になるかとも考えられたが，近年東部諸州にも上昇傾向がみられるよう

になったため，収斂にはなお時間がかかるのではないかと考えられる。 

 

第 4-1 図 2000 年代以降の女性労働参加率31 

 
出所：Eurostat 

 

ここで，東部諸州における女性の労働参加の特色を明確にするために，年齢階層別の参

加率を見ていくこととしたい。年齢階層別で労働参加率を検討するのは，年齢層によって

女性労働を取り巻く環境は大きく変化するため，例えば年齢階層別の労働参加率が日本の

女性では今なお M 字型であるといったように，その地域の女性労働の特色がよく表れる一

つの側面であるからである。そうした理由から，年齢階層別の労働参加率の動向がどのよ

うなものであるかを見ることによって，東部諸州の女性労働の特色が明確になるのである。 

第 4-2 図から，15 歳から 24 歳までの層では 2004 年を境に参加率は減少傾向から増加に

転じたと見えるが，2011 年以降は急激に参加率が下がっている。この年齢階層の特徴とし

て，全年齢階層を含む女性の労働参加率と異なり，東部諸州の女性の労働参加率もドイツ

全体のそれとそれほど大きく変わらないことが挙げられる。この年齢階層には学生や職業

訓練生などが多く含まれると考えられ，学生であるか，就労するかといった選択のあり方

に両地域間で大きな差がないと考えられるのではないだろうか。 

ところが次に，第 4-3 図で 25 歳から 34 歳の年齢階層の労働参加率を見るとドイツ全体よ

りも東部諸州は明らかに高い水準である。ただし，東部諸州ではやや低下傾向あるいは横

ばいであるのに対し，ドイツ全体では 2005 年を境に上昇傾向に転じており，その差はずい 

                                                        
31 図中では簡潔に示すために各州の名称を略して記している。BR はブランデンブルク州，MV はメック

レンブルク・フォアポメルン州，SC はザクセン州，S-A はザクセン・アンハルト州，TU はチューリン

ゲン州である。 
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第 4-2 図 15～24 歳女性の労働参加率 

 
出所：Eurostat 

 

第 4-3 図 25～34 歳女性の労働参加率 

 
出所：Eurostat 

 

ぶんと小さくなっている。旧東独地域の 2000 年前後での 90%近い労働参加率は極めて高い

ものであり，2013 年時点の 85%程度の労働参加率も決して低い値ではない。労働参加率と

いう点では東部諸州と旧連邦州の動向は収斂傾向にあるといえるが，主にそれは旧連邦州

の参加率の上昇によるものである。 

第 4-4 図で見ると 35 歳から 44 歳の階層の労働参加率は，ドイツ全体としては 2000 年代

前半に緩やかな上昇がみられた後はほぼ横ばいで推移し，東部諸州は 2000 年代半ばから緩

やかに低下している。東部諸州のこの年齢階層の労働参加率も極めて高く，2000 年代初頭

には 95%に近く，低下したのちの 2013 年でも 90%程度であり，十分に高い参加率であると

いえる。この年齢階層における男性労働参加率は両地域ともにほぼ 95%とそれに比べれば

低いものの，こうした男性並みともいえる労働参加率を示しているのが東部諸州の特色の

一つである。 
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第 4-4 図 35～44 歳女性の労働参加率 

 
出所：Eurostat 

 

第 4-5 図 45～54 歳女性の労働参加率 

 
出所：Eurostat 

 

第 4-5 図から，45 歳から 54 歳の年齢階層では東部諸州の女性の労働参加率は 90%前後で

ほぼ横ばいであるが，旧連邦州の上昇傾向が顕著であり，1999 年以降の 14 年間で約 10 ポ

イント増加している。この年齢階層も少なくとも労働参加率という点では収斂傾向にある

といえる。 

第 4-6 図で見ると 55 歳から 64 歳までの年齢階層の労働参加率は，すべての年齢階層のう

ち対象期間における変化が最も大きく，またドイツ全体も東部諸州もほぼ同じ変化を示し

ているという特徴を有している。両地域ともに 2000 年代初頭には 35～40%であった労働参

加率がその後の約 10 年間で 30 ポイントほど増加し，60～65%にまで至っている。この年齢

階層における労働参加の傾向はほぼ収斂しているといえる。 

以上，年齢階層別に労働参加率を見てきたが，東部諸州の特徴として，25 歳から 54 歳ま

での 3 つの年齢階層で，労働参加率はほぼ 90%程度という極めて高い水準を示しているこ

とが挙げられる。この 3 つの年齢階層のいずれでも，ドイツ全体での参加率は上昇傾向に

あり，東部諸州のそれに近づきつつあるが，統一から 20 年たった時点でなお差がある状態 
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第 4-6 図 55～64 歳女性の労働参加率 

 
出所：Eurostat 

 

第 4-7 図 東部諸州の失業者数と失業率 

 
出所：Statistisches Bundesamt 

 

である。女性にとってこの年齢階層は，出産とその後の育児という大きなライフイベント

を迎える時期であり，そうした年齢階層での労働参加率の高さとドイツ全体と比較しての

相違は，そうした労働市場の外で起こるライフイベントと労働との関係性が，東部諸州の

女性と旧連邦州の女性とでは異なることを示しているといえる。その一方で，15 歳から 24

歳と，55 歳から 64 歳という若年層と高齢層では労働参加率はほぼ収斂しており，東部諸州

の労働参加率が全体として旧連邦州よりも高い要因は 25 歳から 54 歳までの年齢層におけ

る労働参加率の違いが大きく影響しているということになる。 

次に，労働市場の状況について確認したい。第 4-7 図は東部諸州における男性と女性の失

業率と失業者数をそれぞれ表したものである。2000 年代に入っても東部諸州の労働市場の

状況は厳しく，女性ではやや失業率の改善がみられたが，それでも 20%に近い数値で推移

していた。しかし 2005 年をピークとして失業者数，失業率ともに減少していき，10%程度

にまで下がってきている。 
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第 4-1 表 失業の期間（2004 年） 

 東部諸州 旧連邦州 

 女性 男性 女性 男性 

3 か月未満 9% 13% 18% 16% 

3－6 か月未満 9% 15% 16% 16% 

6－12 か月未満 15% 17% 21% 19% 

1 年以上 67% 55% 45% 49% 

出所：BMFSFJ (2005), Gender Datenreport,  

 

東部諸州の女性の失業にかんする特徴に，長期失業の割合の高さがある。第 4-1 表からわ

かる通り，長期失業者の基準とされる 1 年以上にわたる失業の割合が非常に高く，なかな

か雇用に結びつかないことを示すと同時に，失業が長期化しても労働市場から退出しない

失業者が多いとも考えられる。旧連邦州では男性のほうが失業期間の長い失業者の割合が

高く，東部諸州とは男女の関係が逆になっている。旧連邦州の女性は失業が長期化した場

合に労働市場から退出する傾向にあることを示唆している。東部諸州の女性の失業期間が

長期化しても労働市場にとどまるという行動様式が，労働参加率の向上にも貢献している

部分があるといえよう。このような行動の背景については本章の最後に検討することとし，

次節では 2000 年代に行われた労働市場改革の内容について，どのような点が女性労働とか

かわるのかについて整理する。 

 

 

第 2 節 労働市場改革と女性労働 

 

2000 年代に行われた労働市場改革は，失業者数の削減と雇用数の増加などを目的に，労

働市場にかかわる様々な制度を改革した大規模なものであった。その内容や改革後の労働

市場の変化については第 2 章で述べたとおりであるが，ここでは女性労働という観点から

改めて改革の内容を振り返っておきたい。 

まず，大きな変更点の一つとして，失業者に対する給付のあり方が大きく変わったこと

が挙げられる。失業扶助と社会扶助の統合によって，就労可能であり，かつ扶助を必要と

する人は失業手当 II を受給することとし，労働市場への参加が求められることとなった。

さらに，こうした給付金の受給者が期待される就労や労働市場参入措置を拒否した場合に

は支給の減額や停止といった制裁措置があり，また期待可能性の範囲も広がったために，

それまでよりも支給にかんする規定が厳格なものになった。なお，稼働能力の有無の基準

は一日に 3 時間就労することが可能であるかという基準である。子どもを養育している場

合には，就労要求の受け入れが不可能であるとして期待可能性の範囲が狭められることと

なり，子どもが満 3 歳になるまではこうした措置が適用される。ただし，これまでと異な
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るのは，子どもが満 3 歳になるまでにも受給者が希望するのであれば働くことができ，そ

のような場合には優先的に子どものケアが受けられるようにすることが各自治体に求めら

れるようになった点である。このような変更はこれまでより広く，強く就労を求めるもの

であり，特に女性に大きく影響を与える可能性があると考えられる。 

また，労働市場にかんする規制を柔軟化して労働需要を喚起する目的から，有期雇用や

派遣労働，パートタイム労働，僅少労働などにかんする規定の変更があり，そうした形で

の雇用が増えることによって就業率を高めることが目指された。このほか，高齢者の就労

を促進するために，高齢者パートタイム法などの改正も行われた。 

こうした改革によって期待されうる効果として，社会保障による給付の受給者や高齢者

に対して労働インセンティブを高めることや，人々の就労に対する意欲を高めること，求

職活動における効率性の改善などが挙げられた（Hufner and Klein, 2012）。 

本節では主に女性労働の面から，特に関係が強いと思われる改革の内容について述べて

きた。こうしたアクティベーションやワークフェアという方向性や，労働市場柔軟化によ

る非典型雇用の増加という方向性が，東部諸州の女性労働にどのような影響を与えたのか，

次節で検討していきたい。 

 

 

第 3 節 労働市場改革と女性労働への影響 

 

本節では東部諸州の女性労働に対する労働市場改革の影響について，旧連邦州との比較

を用いながら検討する。労働市場改革の影響として，まず失業扶助及び失業手当 II の受給

者数の変化を失業者数の変化とともに示す。 

第 4-8 図を見ると，東部諸州では 90 年代の間に失業扶助の受給者数は大きく伸び，早く

も 93 年には旧連邦州の受給者数を上回った。東部諸州の人口は旧連邦州の約 4 分の 1 であ

るので，旧連邦州と比較していかに受給率が高かったかがわかる。その後の 2004年から 2005

年にかけての制度変更に際して，東部諸州の受給者数は 85%増加した。しかし，旧連邦州

では受給者数は 4 倍以上になり，この制度変化による影響を大きく受けていることがわか

る。旧連邦州では同時に失業者数も 30%増えていることから，就労能力ありと判断されて

新たに労働市場の外から組み込まれた人が相当数に上ったと考えられる。東部諸州では失

業者数に変化はないことから，受給制度の変更に多少の影響を受けたものの，改革の目的

としたアクティベーションという観点での変化は見られない。つまり，東部諸州の女性は

改革以前から，アクティベーションの状態にあったといえる。このことは東部諸州女性の

高い労働参加率と整合的である。興味深い点は，2005 年以降，両地域ともに失業者数を上

回る受給者数となっている点である。失業者数には失業手当 I を受給している失業者も含ま

れるため，相当数の失業中でない受給者がいることになる。この受給者は，期待可能な就

労などで就労していながら収入がわずかであるために失業手当 IIを受給している人である。 
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第 4-8 図 失業扶助（～2004 年）および失業手当 II（2005 年～）受給者数，失業者数変動 

 

出所：Bundesagentur für Arbeit 

 

第 4-9 図 社会保険加入義務のある雇用の就業率 

 
出所：Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigungsstatistik 06/2013, 06/2016 

 

失業手当 II 受給者にたいする就労要請の強化がよく表れたものと見ることができる。また

第 1 節でも述べた通り，失業者数は両地域ともに 2005 年をピークとして減少している。 

次に，雇用の動向を見てみたい。まず，第 4-9 図で社会保険加入義務のある雇用の就業率

を見ると，いずれの地域も 2005 年以降に就業率は上昇しているが，特に東部諸州の伸びは

より大きく，2015 年には就業率は 6 割弱となり，この 10 年間に 15 ポイント増加したこと

になる。旧連邦州はやや緩やかな伸びとなっているが，それでもこの間に 10 ポイント増加

し，2013 年に就業率は 50%を超えている。こうした就労動向をパートタイム労働とフルタ

イム労働に分解して表しているのが次の第 4-10 図と第 4-11 図である。 

この 2 つのグラフから，両地域に共通する点として，パートタイム労働の増加を見るこ
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とができる。一方で，旧連邦州ではフルタイム労働者数は近年わずかに増えているが，東

部諸州では減少しており，東部諸州における就業率の伸びはフルタイム労働者の減少とパ

ートタイム労働の大きな伸びを合わせたものであることがわかる。労働市場改革において

はパートタイム労働も含めた非典型雇用の増加が意図されており，この方向に沿った変化

が生じているといえる。ただ，東部諸州にみられるフルタイム労働の減少とパートタイム

労働の増加という現象は，代替効果とも取れる。こうした変化が就業者の希望に沿ったも

のであるか否かにによって，こうしたパートタイム労働の増加による雇用数の伸びを肯定

的に評価できるかどうかは大きく変わってくる。この点について，両地域間での決定的な

相違はフルタイム労働に対するパートタイム労働の大きさの違いについてとともに第 4 節

で検討する。 

 

第 4-10 図 東部諸州における女性労働の就労形態別動向（単位：千人） 

 
出所：Eurostat 

 

第 4-11 図 旧連邦州における女性労働の就労形態別動向（単位：千人） 

 
出所：Eurostat 
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第 4-12 図 僅少労働の就業率と僅少労働のうち専業の割合 

 
出所：Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigungsstatistik 06/2013, 06/2016 

 

第 4-13 図 高年齢層における社会保険加入義務のある雇用の就業率 

 
出所：Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigungsstatistik 06/2013, 06/2016 

 

さらに，改革によって推進された僅少労働の動向についても見てみたい。僅少労働は東

部諸州よりも旧連邦州に多く，僅少労働者のうちに占める専業の僅少労働者の割合はやや

東部諸州のほうが高い（第 4-12 図）。僅少労働の規模は両地域とも 2000 年代の後半に緩や

かに拡大したが，旧連邦州ではその後ほぼ横ばい，東部諸州では近年やや縮小している。

両地域で専業の僅少労働者の割合は大きく下がっていることから，僅少労働が副業として

追加的な収入を得る場になっていると考えられる。ただし，専業の僅少労働者の割合が東

部諸州で高いことは，旧連邦州と比較した場合に少なくとも女性労働者にとって労働市場

の状況がより厳しいものであることを示しているといえる。 

次に，第 4-13 図で高齢者の就労状況を見ると，両地域とも，いずれの年齢層においても

就業率は大きく向上しており，特に 60～64 歳の層での就業率の上昇が著しい。高齢者の就
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業率の向上には労働市場改革での就労促進に加えて，年金制度改革による受給開始年齢の

引き上げも影響していると考えられる。 

以上，労働市場改革の女性労働への影響について，失業者数と失業手当 II の受給者数の

変動，雇用数と雇用形態の動向，高齢者の就業動向という 3 つの観点から検討してきた。

そこからは，労働市場改革以降，雇用の伸びや就業率の上昇，失業の減少がみられたが，

特に東部諸州においては女性のパートタイム労働の拡大が大きく，フルタイム労働が侵食

されているという側面が明らかになった。また，僅少労働の規模は旧連邦州よりもずいぶ

ん小さいものであるが，専業の僅少労働者の割合がやや高く，雇用情勢が必ずしも良いと

は言えない状況であることを示唆している。しかしながら，東部諸州の女性の労働参加率

の高さはハルツ改革によるアクティベーションによってほぼ影響を受けないという，旧連

邦州の女性とは全く異なる反応を示した。90 年代における東部諸州の女性労働をめぐる雇

用情勢は旧連邦州よりも厳しいものであったにもかかわらず，それでも就労可能である女

性の多くがある意味で自ら労働市場にとどまっていたということがこうしたことからもわ

かる。第 4 節ではあらためて東部諸州における女性の就業行動の特性を検討したうえで，

その背景に迫りたい。 

 

 

第 4 節 東部諸州における女性の就業行動の特質とその背景 

 

これまでも繰り返し指摘してきたように，東部諸州の女性労働の最も大きな特色の一つ

は，その労働参加率の高さである。第 1 節でも述べた通り，東部諸州における労働参加率

が旧連邦州に比べて高いのは，主に 25 歳から 54 歳までの労働参加率の高さによるもので

ある。この世代は出産・育児といったライフイベントを迎える時期であるため，家庭と家

庭外における労働との関係性をどのように考えるかによって，その就業行動に大きな影響

が出ると考えられる。この点にかんして，子どもが小さい間には仕事を辞める，あるいは

中断すべきであるとの意見が旧連邦州でより多く，パートタイムまたはフルタイムで働く

べきと答えた人は東部諸州でより多かった（第 4-2 表）。こうした意識の相違は就業行動に

も影響を与えると考えられる。 

 

第 4-2 表 意識調査：「子どもが小さい間，女性はどうあるべきか？」 

 東部諸州（N=653） 旧連邦州（N=814） 

仕事を辞めるべき 0.9% 2.7% 

仕事を中断すべき 45.1% 55.6% 

パートタイムで働くべき 42.1% 37.4% 

フルタイムで働くべき 11.9% 4.2% 

出所：BMFSFJ (2005), S.300. 

注：20 歳から 44 歳の女性が対象。1998 年から 99 年の調査。 
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第 4-14 図 3 歳未満の子どもを持つ女性の就労形態分布 

 

出所：Statistisches Bundesamt 

 

第 4-15 図 15～18 歳未満の子どもを持つ女性の就労形態分布 

 
出所：Statistisches Bundesamt 

 

また，仕事と家庭の両立について尋ねた意識調査では，東部諸州ではフルタイムで働き

ながら複数の子どもを養育する，といった志向が強く，旧連邦州でのパートタイムや子ど

もが小さいうちは働かないといった回答への集中とは全く様子が異なる。実際に，子ども

を持つ女性の就労状況は両地域間で大きく異なる（Dorbritz/Fiedler, 2007, S.22）。 

第 4-14図から，3歳未満の子どもを持つ女性は両地域とも雇用関係にない割合が高いが，

雇用関係にある中で見ると東部諸州ではフルタイムで働いている人の割合が高く，旧連邦

州ではパートタイムがより多い。また，パートタイムの割合が高まっていることと雇用さ

れていない人の割合が減少していることは両地域に共通した傾向である。 

では 3 歳未満という小さい子どもではなく，かなり手が離れたと考えられる 15～18 歳未

満の子どもをもつ女性の就労状況はどうであろうか。第 4-15 図を見ると 96 年には旧連邦州

と東部諸州の間で雇用されている人の割合に 10 ポイント以上の差があったが，2015 年には
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その割合はかなり近づいてきている。しかし，雇用形態では 3 歳未満の子どもを持つ女性

について見たときよりも違いが鮮明になる。旧連邦州では多くの女性がパートタイム労働

で雇用されているのに対し，東部諸州ではフルタイム労働のほうが主流である。つまり，

子どもに手がかからなくなってきたなどの理由から，再度労働市場に参加する場合に，東

部諸州ではフルタイム労働が選択されているのに対し，旧連邦州ではパートタイム労働が

選択されていることになる。出産や育児によって中断されていたのちの労働市場への復帰

の仕方にも両地域間で明確な違いが存在する。ただし，ここでも第 3 節で見たように，パ

ートタイム労働が拡大しており，その一方でフルタイム労働の雇用が減少している。とく

に東部諸州においてこの傾向は顕著であるが，それは東部諸州の女性の就業形態への選好

が変化したことによるものなのであろうか。 

そこで，両地域の女性がそれぞれパートタイム労働に従事している理由についての比較

を見てみたい。 

 

第 4-3 表 「なぜパートタイム労働に従事しているのか？」 

 東部諸州 旧連邦州 

フルタイムの仕事が見つからないから 57% 9% 

学業や職業訓練のため 5% 4% 

病気やケガ 2% 2% 

家族に対する責務 20% 63% 

その他の理由 14% 16% 

特に理由なし 3% 6% 

出所：Mikrozensus2005 

 

第 4-3 表からはパートタイム労働の選択にかんして，その理由には東部諸州と旧連邦州の

間で相当な違いがあることがここからわかる。東部諸州においてはフルタイムの仕事が見

つからないためにパートタイムの職に就いている女性が 6 割近くも存在し，半数以上の女

性が消極的な理由でパートタイム労働に従事していることがわかる。一方で旧連邦州にお

いては家族に対する責務からパートタイム労働を選択している女性が 6 割を超えており，

家庭と仕事とのバランスを考慮してパートタイム労働に従事しているということになる。

しかし第 3 章でも述べた通り，東独時代には女性労働が広く一般的になったものの，家庭

内における性別役割分業にかんしては伝統的なままであったことから，東部諸州の女性の

家事労働負担が旧連邦州の女性に比べて格段に軽いということは考えにくい。それにもか

かわらず，家庭に対する責務を考えてパートタイム労働を選択している旧連邦州の女性に

対して，東部諸州の女性がフルタイムの労働を希望するのはなぜだろうか。 

東部諸州の女性がなぜ働こうとするのか，その要因の一つとして世帯収入の低さと失業

リスクの高さも考えられる。Trappe and Sørensen（2006）は女性の収入の家計への寄与度が
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90 年から 96 年には下がったものの，その後上昇することを指摘し，男性が雇用を安定的に

維持することの難しさを反映していると指摘している。女性だけでなく男性にかんしても

当然ながら雇用情勢は厳しく，そうした状況下では西独の男性稼ぎ主モデルに移行するこ

とはできない。男性の雇用が安定的でかつ，家族全員を養うに足りるほどの収入が得られ

なければ，男性稼ぎ主モデルは成立しないのである。Trappe and Sørensen（2006）の分析は

そのことを如実に示しているといえる。ただし，そうした「男性が外で働き，女性が家事

や育児を担うほうがいいと思うか」という質問の意識調査では，旧連邦州では 91 年と男女

ともに約半数が「はい」と答えたのに対し，東部諸州では約 3 割とそうした役割分業には

否定的であったため，仮に男性が安定的に十分な収入を得られたとしても，女性がどれほ

ど労働を抑制するかはあまり期待できない。なお，2015 年には東部諸州のカップルのうち

21%が女性の収入のほうが多いという結果も出た（旧連邦州では 11%）32。またこうした状

況を裏付けるように，東部諸州では男女間の賃金格差は圧倒的に小さい。ドイツは EU の中

でもオランダに次いで男女の賃金格差が最も大きい国であるが，2013 年に旧連邦州では男

女間の賃金格差は 23%であったが，東部諸州ではわずかに 8%である33。東部諸州と旧連邦

州での労働や性別役割分業に対する考え方や価値観の違いにかんしては，社会学の分野で

の研究が盛んに行われている。労働に対する価値観では，ドイツの社会調査（ALLBUS）を

用いた分析が多く，東部諸州における女性は旧連邦州の女性よりも労働を重要視している

という結果を導いている（Adler and Brayfield, 1997 ほか）。また，Braun, Scott and Alwin（1994）

はジェンダーと労働，またそれぞれへの考え方に着目し，東部諸州における女性の労働参

加が高いのは東部諸州における経済状況の厳しさと貧困の影響によるものであり，性別役

割等にかんする意識に両地域間で違いはないとしている。Bonin and Euwals（2002）は高齢

の女性や小さい子どもを持つ女性は就労意欲を減退させたが，一方で賃金の上昇や統一後

の出生率の低下から生じた子どもの数の減少によって就労意欲が向上した部分もあり，結

果として相殺されたと分析している。また，Hülser（1996）や Fisher（2010）は東独時代の

社会経済的な影響が今日にも続いていると述べている。こうした価値観やそれに基づく行

動様式が東部諸州における高い労働参加を支えているという分析は一定の説明力を有して

いるといえる。 

このほか，東独時代の影響から旧連邦州よりも母子家庭が多いことも女性の就労インセ

ンティブを高める一つの要因となっていると考えられるが，近年の興味深い研究に女性の

就業行動にはその母親の影響が強いという指摘をするものがある（Carro, Machado and Mora, 

2014）。これはスペインのデータを用いて行われた分析であるので，東部諸州や東独で必ず

しも有効であるとは言えないが母親が労働参加していたか否かがその娘の労働参加に強い

影響を与えるとするものである。 

最後に，旧東独地域の女性がなぜ働ける状況にあるのかについて検討したい。単身女性，

                                                        
32 Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 5. Marz 2015 77/15. 

33 Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 18. Marz 2014 104/14. 
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あるいは子どものいない女性であれば働くことにそれほど大きな制約はないが，子どもを

持つ女性が働くことができるか否かは環境によって大きく左右される。そこで，出生率と

保育所の整備を取り上げる。 

東部諸州における出生率は統一後に急激に低下し，1994 年には 0.77 を記録したがその後

上昇し，近年では旧連邦州よりも若干ではあるが高い。さらに第 3 章でも述べた通り，保

育サービスの提供数は東部諸州で圧倒的に多く，2 歳以下の子どもが保育園に預けられてい

る割合，また 6 歳以下の子が保育園などで 7 時間以上過ごす割合には両地域間で大きな差

がある。保育園自体の設置数も両地域間では大きく異なる。東部諸州において保育園の数

が多いのは旧東独時代の遺産の一つである。保育園といった施設の充実が，国内で比較し

た場合に出生率と労働参加率の双方が高い水準にあることの背景として考えられる。旧連

邦州の低出生率は統一以前から連続しているものであるが，東部諸州の出生率は統一以前

よりも依然として低い水準にある。東部諸州の出生率の動向については今後も注視してい

きたい。 

 

 

おわりに 

 

東部諸州の女性の労働参加率が旧連邦州よりも高いことは第 3 章でも見たが，その主な

要因は 25～54 歳の年齢層における労働参加率の高さであることがわかった。2000 年代に入

ってから行われた労働市場改革ではアクティベーションの方針が前面に押し出され，扶助

を必要とする人々に対する制度変更が行われた。旧連邦州ではそうした改革によって多く

の女性が影響を受けたが，東部諸州においてはそうした制度変更によって影響を受けた女

性は少なく，こうしたことからも改革が行われる以前からアクティベートされていたとい

うことがわかる。一方で労働市場改革に含まれた労働市場柔軟化政策により，非典型労働

の拡大による雇用の増加の方針は，東部諸州の女性労働の状況を大きく変えた。東部諸州

の女性は子どもを持つ女性もフルタイムで働くことを希望している場合が多く，パートタ

イムで就業している女性でも，フルタイムの職が見つからないという消極的理由によって

パートタイムで働いている場合が多い。しかし，改革後にはフルタイム労働が減少し，パ

ートタイム労働が増加するという傾向が顕著に見られる。非典型労働の拡大は雇用のあり

方に多様性を認め，人々の生活形態にもフレキシブルに対応できるという面もあるが，非

典型雇用を望まない人々にとっては雇用の質の低下になりかねない。 

統一以降，旧連邦州においては女性の労働参加率が大きく上昇し，東部諸州との差はか

なり縮まっている。また東部諸州においてもパートタイム労働が増加したことで就業形態

の分布も近似してきている。しかし，女性の労働に対する価値観や，仕事と家庭のバラン

スのとり方に対する意識の違いは大きい。こうした労働に対する価値観の相違にもかかわ

らず，実際の労働のあり方での接近が見られるのは，統一以降の女性労働を取り巻く制度
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の変更や労働市場そのものの変化によるところが大きいものと考えられる。こうした状況

は今後のドイツにおける女性労働のあり方がどのような変化をたどるのか，両地域間で収

斂が見られるとすればそれはどのような形なのか，それとも両地域間での差異が再び顕在

化していくのだろうか。今後の展開を注視していきたい。 
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終章 

 

本稿はドイツ連邦共和国東部諸州の労働市場における統一以降の変化について，労働市

場政策ならびに女性労働という観点からそれぞれ分析を行ってきた。ここではまず，改め

て各章の内容をまとめて，本稿の論旨を整理したい。 

前半の第 1 章と第 2 章は労働市場政策に焦点を当て，東部諸州における労働市場政策の

展開がどのようなものであり，それに対して東部諸州の労働市場がどのような動態を示し

たのかを見ることにより，東部諸州にとってこの間の労働市場政策がどのような意義を持

つものであったのかを明らかにしようとしたものである。 

第1章では，はじめに統一時点で東部諸州の労働市場がいかなる課題を抱えていたのかを

整理したうえで，どのような労働市場政策が展開されたのかを整理した。東部諸州の労働

市場が統一時点で直面していた課題には，西側への人口流出，生産の縮小と雇用の縮小が

あった。こうした事態は統一と体制移行という二つの状況が重なり合ったことによって引

き起こされたものであり，こうした課題の中に東部諸州が統一という形で体制移行したと

いう特徴が含まれていることを指摘した。そうした課題に対して，政府は従来からある西

独の雇用促進法に基づいた労働市場政策を展開した。失業者の生活保障のために失業手当

ならびに失業扶助の支給を行う一方で，積極的労働市場政策も大いに用いられた。当初は

職場の保持のための操業短縮措置が基準を緩和して適用されたが，このような措置はあく

までも一時的なものであった。高齢者に労働市場からの退出を促す早期引退措置も 90 年代

の半ばまでは広く適用されたが，年金財政の負担などの問題から 90 年代後半に廃止され，

90 年代後半の積極的労働市場政策は主に雇用創出措置と職業訓練であった。雇用創出措置

の拡大はこの時期に見られたドイツの労働市場政策における新たな動きであり，こうした

変化に見られるのは労働市場政策の効率的な運営と就労促進という目的である。これらは

第 2 章で見る 2000 年代に行われた労働市場改革の方向性と一致しており，革新的と評され

る労働市場改革ではあるが，そうした方向性がすでに 90 年代後半の東部諸州における労働

市場政策の変化の中に見られることがわかる。こうした労働市場政策が展開された 90 年代

の東部諸州の労働市場にはどのような変化があったのかを見ると，人口は 90 年代を通じて

減り続け，産業部門別の就業構造は大きく変化して第 1，2 次産業での雇用の縮小と第 3 次

産業での雇用の拡大があった。インフラ投資に伴う建設業での雇用増加は 90 年代半ばには

急激な減少傾向に入り，それとともに失業率や失業者数はますます増大し，東部諸州にお

ける失業問題の深刻さは増すばかりであった。とくに，就業者数に対して失業者数の割合

が高いことにより，社会保険制度に大きな負担がかかることとなった。積極的労働市場政

策の実施とその政策手段における重点の変化は量的な面でも確認された。この間東部諸州

の労働市場において変化が見られなかった点として労働参加率が挙げられる。これには東

部諸州の失業者の就労へのニーズが高いことが反映されている部分がある。90 年代の東部
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諸州における労働市場政策に対する研究は数多くなされたが，その評価はほぼ否定的なも

のである。失業が改善しないのは，失業者に対する給付が無期限に与えられることや，各

種の積極的労働市場政策の効果がないことに要因があるという指摘がされた。一方で労働

市場そのものを分析対象とした研究では，東部諸州の失業の要因としてまず労働需要の弱

さが指摘されていた。このことは先の労働市場政策を分析した研究結果とある意味で矛盾

する部分がある。そもそも積極的労働市場政策は労働供給の面に対するアプローチである

ために労働需要を改善する直接的な手段を持たないからである。労働需要が弱いことの一

つの要因とされる生産性の低さに関連して，失業と低生産性の罠という問題があることが

指摘されている。そうした観点でみれば，積極的労働市場政策によって失業者のスキルや

労働習慣を維持・改善することで，社会全体としての生産性の低下を防ぐことは，長期的

には労働需要にプラスに働くとも考えられる。さらに，失業者に対する給付への批判につ

いては，社会扶助の受給率が旧連邦州と比べて東部諸州では低いことなどから，失業給付

の受給者の多いことは雇用情勢の厳しさを反映しているに過ぎず，むしろ求職意欲を喪失

して社会扶助の受給者となるといった人の割合が少なく，人々が自発的に労働市場に留ま

って求職活動を継続していると考えられる。こうした厳しい雇用情勢や，扶助の受給制度

による労働市場からの退出インセンティブがある状態にもかかわらず労働参加率が維持で

きたことは，東部諸州の人々の就労インセンティブの高さがもたらした結果であるといえ

る。ただし，そうした人々の行動は労働供給過剰な状態を維持させることともなり，通常

の労働市場での就労がより厳しくなったために補助金つきの雇用の拡大の一因になったと

も言える。労働市場からの退出抑制という 90 年代末からの労働市場政策の方向性は，こう

した課題をより大きなものとする可能性を含んでおり，この問題は 2000 年代以降にも引き

続いていくこととなった。 

東部諸州はそうして 2000 年代へと入っていくことになるが，一方の旧連邦州の労働市場

も課題を抱えて 2000 年代を迎えることとなる。第 2 章では 2000 年代にドイツで行われた

労働市場改革が，まずどのような目的と内容を持つものであったのかについて，それまで

に議論されてきた西独以来のドイツ労働市場の問題点から整理し，そうした問題点と東部

諸州の労働市場との関連について検討した。西独では 70 年代後半以来，就業者数がほぼ横

ばいである一方で，失業者数は増加の一途をたどった。停滞する経済成長と失業の問題は，

ドイツ立地論争の中で盛んに議論され，そこでは労働コストの高さが大きな要因となって

いると批判された。労働コストが高いのは，協約賃金という柔軟性にかける賃金決定シス

テムと手厚い社会保障制度のために賃金付帯の社会保険料率が高くなっているという二つ

が影響しているとされた。こうした問題は 80 年代にすでに広く認識され，議論されていた

が改革は進まないままに統一を迎えることによって問題が先送りされることとなった。し

かし先送りされていた 90 年代にも，東部諸州よりは低いものの，失業問題に解決の様子は

見えず，むしろ統一の影響を受けて社会保険料率は上昇し続け，問題は深刻化した。東部

諸州にとっては，こうした労働コストの問題を含む制度が移植されることとなり，東独マ
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ルクと西独 DM の交換比率によっても賃金は実質的に大幅に切り上げられたため，東部諸

州の労働コストは他の移行諸国と比較しても，また旧連邦州と比較しても割高なものとな

り，雇用縮小の要因のひとつとなった。こうして 2000 年代初頭にいよいよ広範囲にわたる

労働市場改革が行われることとなった。この労働市場改革はアクティベーションやワーク

フェアという性格を持ち，労働市場への人々の統合と扶助の支給にさいしての厳格な要求

規定を設け，さらに労働市場を柔軟化することによって雇用を増加させる目的で労働市場

の規制を緩和する内容を持っていた。改革前後から現在に至るまでの労働市場の状況を見

ると，社会保険加入義務のある就業者数の増加が見られたが，東部諸州の就業者数の回復

はやや弱く，またパートタイム労働の増加が大きな役割を果たしていてフルタイム労働は

今なお緩やかに減少している。両地域とも改革の後には高齢層での雇用の伸びがあるが，

東部諸州の特徴として若年層の人口自体が減少したために就業構造でも若年層の減少が著

しく，高齢層における就業率の向上とあいまって，就業構造の高齢化が旧連邦州よりもさ

らに急激に進んでいることが特徴である。一方，労働市場改革によって雇用数の増加を期

待されていた僅少労働にかんしては，改革直後に増加したものの，その後はほぼ変化が見

られず，特に東部諸州ではその規模は小さい。しかし東部諸州における僅少労働者には専

業の僅少労働者が多く，男性にも多く見られることが問題点であるといえる。僅少労働が

副業として行われ，追加的な収入の手段であるのではなく，こうした雇用形態が主な労働

となっていることからは厳しい雇用情勢がうかがえる。とはいえ，僅少労働は全体的には

副業としての比重が年々高まっており，この点については今後の展開を見ていきたい。な

お，僅少労働者でも高齢者の割合は高まっており，年金受給開始年齢の引き上げの影響が

見られる。労働市場改革の最大の目的であった失業者数の動向については，改革以降基本

的には減少の一途をたどっている。旧連邦州においてはリーマンショックやギリシャ危機

の際にわずかな増加が見られたが，東部諸州においてはそのような影響もなく，失業者数

も失業率も統一以来の低水準を達成している。ただし，長期失業者についてはあまり変化

が見られず，この問題の解決にはなお時間を要すると見られる。改革の影響という点で注

目すべきは，ハルツ改革の中でも最も大きな変化であるとして注目された失業扶助と社会

扶助の統合による影響である。扶助を必要とする就労可能な人には労働市場に参加しても

らい，求職活動を行ったり期待可能な就労や政策措置などを受け入れるように要請する制

度変更である。90 年代以降に行われてきた社会扶助での就労扶助を廃止し，扶助を必要と

する就労可能な人に対する措置を一本化する目的もあった。これによって，それまで労働

市場に参加していなかった要扶助者が新たに失業者として登録され，失業扶助に変わって

創設された失業手当 II を受給する人数が増加するといった変化が見込まれた。しかし，こ

のような変化が見られたのは旧連邦州であり，ドイツにとって大きな制度変化といわれた

この影響を東部諸州はほとんど受けなかったのである。それは，東部諸州の人々の多くが

制度のあり方にかかわらず，自ら労働市場に参加していたからであり，それは失業率が高

く，厳しい雇用情勢の中であってもそうしていたことを示している。このように見ると，
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失業者に対する扶助にかんする制度変更も東部諸州ではほとんど影響がなく，僅少労働と

いった就労形態もそれほど広く活用されていない。こうした旧連邦州と対照的な結果を示

しているのはなぜなのであろうか。ひとつには先ほども述べたとおり，もともとアクティ

ベーションの状態が達成されていたことが挙げられる。次に，協約適用外の範囲が東部諸

州では大きく，旧連邦州との賃金格差も大きい。ドイツ全体の基準でのフルタイム労働者

の低賃金雇用の割合は旧連邦州で 20％弱であるのに対して東部諸州では 40％に上るといっ

たように，通常の労働市場での労働条件の設定が旧連邦州のそれとは大きく異なるといっ

たことから，東部諸州の労働市場には旧連邦州ほどの硬直性がなかったということが考え

られる。つまり，2000 年代の労働市場改革によって目指された改革の方向性が，改革以前

にすでに東部諸州では達成されており，それゆえに改革の影響が旧連邦州のようには現れ

なかったと考える。たしかに，改革の後に雇用数は増加し，失業も減少した。大きな世界

的な危機の際にも失業者を増やすことなく，さらに減少させ続けていることは事実である。

しかし，そうした成果といわれるもののうちのどれほどが実際の効果であるのかについて

はなお議論の余地が残っている。さらに，改革の後に非典型雇用が増加し，さまざまな点

で雇用の質が低下したという批判は根強い。東部諸州について言えば，こうした事態は改

革の前からすでに進行しており，それについては，これまで問題にされてきたというより

も，生産性や労働需要との関連から市場の調整による当然の結果であり，さらにそうした

調整が進めば東部諸州の失業問題の解消につながっていくというように，比較的肯定的に

受け止められてきた部分がある。こうした雇用の質の低下，雇用条件の悪化に対する東部

諸州と旧連邦州での捉えられ方の違いはまさにこれまでの東部諸州に対する分析が旧連邦

州を主体として，旧連邦州側からの分析視角で行われていたものであるかを如実に示して

いる。東部諸州の労働市場の課題は失業の縮小とともに解決に向かっているのではなく，

雇用それ自体の問題へとシフトしている。こうした東部諸州における課題のシフトは，厳

しい雇用情勢のなかで，雇用と失業の問題に対してどのようなアプローチを取るべきであ

るかという新たな課題を提示している。 

このように，第 1 章と第 2 章では統一以後の労働市場政策と東部諸州の労働市場の動向

とを考察し，これまでの労働市場政策に対する評価や東部諸州の労働市場に対する評価と

は異なる見方を提示した。90 年代に行われた積極的労働市場政策について，これまではコ

スト効率化の観点や旧連邦州側の負担という観点から批判され，東部諸州の体制転換に際

してのショックの緩和という程度にしか評価されてこなかった。しかし大量に失業者が発

生し，労働需要が極めて弱いという条件の中で，失業者に対して労働習慣やスキルの維持

に努めるようなアプローチを取って，社会全体として，そうした雇用を活性化させるよう

な前提条件を構築するという役割を果たしたと考える。東部諸州の労働市場の状況につい

ては社会保障制度にぶら下がっているのではなく，労働市場から退出するという選択肢が

ある中で，実際に旧連邦州ではそうした事態が生じていたにもかかわらず，より厳しい雇

用情勢の中でも労働市場に留まってアクティベーションしている状況を作り上げ，そうし
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た中で旧連邦州とはことなる形で雇用を作り出し，結果的にはそれが労働市場改革の目指

す方向性と一致するものであったといえる。つまり，90 年代における東部諸州の労働市場

は高い失業と雇用という面ではパフォーマンスが悪かったが，労働市場全体としてはアク

ティベートされ，新たな条件の下で自ら適応を模索していた時期であったと考えることが

できる。 

後半の二つの章，第 3 章と第 4 章は女性労働に焦点を当てたものである。制度の影響を

より受けやすいとされる女性労働が，統一と体制移行いう大きな制度変化に対してどのよ

うに動くのかをみることで，東部諸州の労働市場が統一という制度変化やその後のさまざ

まな変化にどのように対応したのかのひとつの側面を明らかにしようとするものである。 

第3章では東独と西独での女性労働を取り巻く制度や女性労働のあり方が異なることを

示した上で，統一によって生じる東部諸州への西独の制度の適用がどのような変化を生じ

させるものであるかを整理して検討し，実際の動向と照らし合わせて考察した。東独では

労働不足から女性にも等しく労働の権利と義務を与えるとともに，女性の労働参加の促進

と出生数の向上等の観点から女性が働きやすい制度を整えてきた。充実した保育体制の提

供と勤務軽減措置，妊産婦に対する雇用保護と手当の支給などが早くから実施され，加え

て同一労働同一賃金の原則も同様に早くに導入され，その結果として就業者に占める女性

の割合は 1950 年代後半には 4 割を超え，その後も上昇していった。その一方で女性の職業

には大きな偏りがあり，職階や職種でも男女には差があったために，それらを反映して収

入格差が生じていたことも事実である。こうした女性の労働参加による経済的な自立と東

独の家族政策の双方の影響によって，シングル・マザーや非嫡出子，離婚件数の増加とい

った社会状況の変化も起こっていた。一方で西独では 70 年代から 80 年代にかけて男女平

等化政策の中で女性労働の拡大に向けた動きが現れてくることになる。同一労働同一賃金

の規定が盛り込まれるのも 80 年になってようやく EC の要請を受けてからであり，東独で

早くから女性労働を促進する動きが始まっていたのとは大きく異なる。この間急激に女性

労働は拡大して 1970 年には明確な M 字型を描いていた年齢階層別労働参加率も 89 年には

少しのくぼみ程度にまで変化した。しかし 88 年の時点でも就業者に占める女性の割合は

40％に達しておらず，また出産による仕事の中断など東部諸州の女性の就業行動とは大き

く異なる特徴を持っていた。西独の制度のいくつかは女性の労働を抑制する働きを持って

おり，そうしたことも西独での女性労働のあり方を規定する要因のひとつとなっていると

されていた。保育体制については最も明確に異なる点であり，3 歳児未満に対する保育提供

や幼稚園の保育時間，学童保育等，東独の充実した体制とはまったく様相が異なっていた。

子どもが小さいうちは母親が家にいて養育すべきといった 3 歳児神話も根強いとされてい

た。西独において女性労働があまり積極的なものでなかったことには，労働市場をはじめ，

家族制度など女性労働と関連する諸制度が女性労働を推進しない方向性にセットされてい

たことに加え，それに人々の意識がフィットするものであったことの両方が影響しあって

いたと考えられる。こうして迎えた統一では，東部諸州へと西独の制度が移植され，女性
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労働にかかわる部分もすべてその枠に組み込まれることとなった。統一後の女性労働の動

向を見ると，統一直後から男性をはるかにしのぐ失業者数を記録し，女性の巡る雇用情勢

は男性よりもさらに厳しいものであった。統一直後には雇用の縮小の過程で多くの女性が

雇用からはじき出された形となったが，2000 年ごろになってようやく男性と女性の失業者

数が同水準となる。しかしそれは主に男性の失業者数が増加したことによるものであり，

女性の雇用情勢が好転したわけではなかった。それでも労働参加率は初期に多少下がった

ものの，その後はほぼ横ばいで推移した。ハンガリーなどでは女性の労働市場からの退出

が大きかったといわれるが，東部諸州においてはそうした状況は生じなかった。また東部

諸州においては旧連邦州よりも男女の収入差が小さく，労働市場における男女の位置づけ

が両地域間では異なることを示唆している。この制度変化によって，これまで国家によっ

て認められていた就業にかんする勤務軽減措置のほとんどが廃止され，この点にかんして

言えば労働条件が悪化した。保育施設がどのようになるのかは心配されていた事案のひと

つであるが，東独時代から比べれば多くの施設が閉鎖され，98 年には 89 年の 35％にまで

減少した。しかしそれでもなお旧連邦州と比較すると充実しており，この点については西

独並みにはならなかった。税制における既婚女性への労働抑制効果は，こうしたシステム

を十分に理解して行動に移すまでに時間がかかる上，税制上で有利なように行動するため

の前提条件が必要であり，東部諸州ではあまり影響を及ぼさなかったと見られる。統一後

に導入された労働市場政策も東部諸州の女性にとっては新たな制度のひとつである。各種

労働市場政策には女性への特別の配慮があったものが少なく，特に厳しい状況であった女

性失業者に対して十分な助けになったとは言いがたい。工業部門の雇用の縮小によって，

これまで女性の職とされてきた業種や職種にも男性が多く流入し，そうしたことも女性の

雇用情勢を悪化させることにつながった。早期引退制度は 90 年代の前半に広く適用され，

この間に男女とも参加率が下がったがそれほど大きな現象にはならなかった。そのほか，

労働市場政策ではないが，統一後のインフラ投資による建設業の雇用拡大は男性労働者を

失業から回避させたが，女性はそうした恩恵にあまりあずかることはできなかった。失業

者数と失業率のグラフからもわかるように，統一後の女性をとりまく雇用情勢は非常に厳

しいものであったため，与えられた条件の中で雇用を確保することが何よりも優先課題と

なり，そのことから統一による女性労働にかかわる制度の変更が重要視されず，女性労働

の大きさに変化がなかったと考えられる。そのひとつの表れとして，統一後 90 年代にほと

んど変わらなかった労働参加率があるといえよう。 

第 4 章では統一による制度変化という大きな変化を経験した後の東部諸州の女性労働が，

厳しい雇用情勢が続いたにもかかわらず高い労働参加率を保ったまま推移したことに代表

されるような，東部諸州の女性の就業行動の特質をあきらかにし，その背景にはどのよう

な理由があるのかについて検討した。東部諸州の女性の労働参加率は 2000 年代にも変わら

ず高く，さらに 2000 年代後半から上昇している。東部諸州の女性の労働参加率が旧連邦州

と比較して高いのは，25歳から 54歳までの世代での労働参加率が高いことに起因しており，
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それ以外の若年層と高齢層ではドイツ全体の動向とほぼ収斂している状態であった。失業

者数と失業率は 2000 年代初頭に東部諸州では男女ともにほぼ同等になり，それ以降の動向

は同調していたが，近年はやや女性の失業率のほうが低くなっている。東部諸州の女性失

業者の失業期間は長く，2004 年の時点で失業期間が 1 年以上にわたる人が 7 割近くも存在

する。それでも労働市場から退出しないというのも大きな特徴の一つである。2000 年代に

行われた労働市場改革の中で女性労働にかかわりが大きいのはアクティベーションとワー

クフェアが意図された失業扶助・社会扶助制度の変更と，非典型雇用の拡大を目的とした

規制緩和，高齢者の就労促進のための制度改革が主なところである。まず失業扶助制度の

変更による影響は旧連邦州の女性でかなり大きく現れているのに対して東部諸州ではかな

り小さいものとなっている。こうした違いは旧制度の下で就労可能であるにもかかわらず

労働市場から退出していた人がどれだけいたかによるものであり，つまり東部諸州の女性

がいかにアクティベートされていたかが如実にわかる。雇用にかんしては社会保険加入義

務のある雇用は旧連邦州女性よりも東部諸州の女性のほうがより大きく伸びているが，そ

の内容として，パートタイムの急激な増加とフルタイム労働の緩やかな減少がある。パー

トタイム労働が増加することを批判するものではないが，どういった状況でパートタイム

労働へのシフトが進んでいるのかを検討する必要がある。東部諸州の女性の労働参加の特

徴は，特に 25 歳から 54 歳の世代を中心とした労働市場参加率の高さであるが，この世代

に主にかかわる問題として，子どもがいることと仕事のありかたをどのようにするかとい

った意識調査では，旧連邦州では仕事の負担を減らして子どもの養育にあたるという傾向

が強いのに対し，東部諸州では子どもも養育するが仕事の負担を減らすことを望まない傾

向が強く見られた。実際に子どもを持つ女性の就労形態は両地域間で明確に異なっており，

こうした意識調査の回答と整合的な結果である。その上で，パートタイム労働に従事して

いる人にその理由を尋ねた調査では東部諸州のパートタイムで働く女性の実に 6 割近くが

フルタイムの職が見つからないためと回答しており，このことから東部諸州の女性におけ

るパートタイム労働の拡大は就業者の希望と一致したものではないことがわかる。また東

部諸州では男性の雇用情勢も厳しいことから，女性の収入が世帯収入において重要である

という側面がある。近年では女性のほうが収入の多いカップルが東部諸州では 21％に上り，

ますますこうした形が顕著になっている。しかし，90 年代から現在に至るまでの間には，

制度の変化，厳しい雇用情勢といった，決して女性労働にとって好ましくない状況が続い

たにもかかわらず，高い労働参加率が維持できたのには労働に対する考え方が影響してい

ると考える。ではこうした東独時代に形成された価値観が制度変化の中で続くのはなぜな

のかという問いについては今後の検討課題となろう。いずれにせよ，東部諸州と旧連邦州

が同一の制度になってから四半世紀が過ぎ，この間に旧連邦州の女性労働参加率は上昇し，

その点では東部諸州と旧連邦州の間では収斂が進んだように見える。しかし，労働に対す

る価値観や，育児と労働とのバランスのとり方に両地域にはなお大きな差があり，そうし

たことを背景として女性の希望する就労形態や実際の就労形態に明確な違いが存在してい



 

100 

 

る。男女間の収入格差の小ささや，家計における女性の寄与度の大きさといった点に見ら

れる，労働市場における男女のあり方の違いがいつまで続くのか，それとも互いに収斂の

方向に向かうのか，今後の展開について引き続き留意しながら観察していきたい。 

以上のように第 3 章と第 4 章では女性労働に焦点を当てて分析し，制度的な影響を受け

やすいとされる女性労働が，統一して同一の制度になってから四半世紀を過ぎてもなお異

なる動向を示し続けていることは，女性労働を規定する要素が多岐にわたり，非常に複雑

に形成されるものであることを示しているといえる。 

本稿は序章で述べたように，これまでのドイツ統一や東部諸州に対する研究とは異なり，

東部諸州の労働市場の動態を東部諸州の視点から分析することを目的としている。各章で

の分析から明らかになったのは，ドイツ統一によって西独と統一したことにより，西独の

制度という規定された枠組みに対しての適応と，西独だけでなく対外的にも開かれた市場

への適応も迫られるといった状況の中で，そうした条件に旧連邦州とは異なる形態で独自

の適応をしていたという東部諸州の労働市場の動態である。西独におけるドイツ労働市場

モデルは，団体交渉による賃金決定，企業経営にかかわる共同決定法，高い雇用保護，伝

統的な家族制度に基づく男性稼ぎ主型モデルといった特徴を持ち，統一によってそうした

制度もいったんは導入が試みられたり，法制度として東部諸州にも等しく適用されたりし

た。しかしそうした制度が浸透し，実際に適用されるためには西独の技術水準をも含む経

済全体としての構造が必要とされるものであったため，東部諸州の状況には合致するもの

ではなく，ドイツ型労働市場システムとしての特徴が東部諸州で見られることは少なかっ

た。ただし，法制度や社会保険制度についてはその枠組みに組み込まれれば従うほかない

ものであり，そうした部分だけが有効な制度となった。こうしたいびつな形での導入は，

割高な労働コストと世界市場に対する急激な開放といった形である部分では東部諸州の労

働市場に対してマイナスの影響ももたらした。一方で，失業者に対する生活保障や新たな

経済構造に対応するための職業訓練などの提供といった，他の移行国では得られなかった

ものを得ることもできた。そうした統一と移行の重なり合わせによる東部諸州の特殊な状

況は，ドイツ国内にあって旧連邦州とは異なる特徴を持つ労働市場を生み出した。そうし

た特徴のいくつかが本稿で触れた通常の雇用と僅少労働のバランス，低賃金雇用の大きさ，

女性労働のあり方といったものである。ただし，そうした東部諸州の特徴は労働市場改革

によって目指された方向と一致したものであるため，今後ドイツ全体に広がる可能性を持

つものであるともいえる。 

多くの移行経済諸国にとって，体制転換は大きな痛みを伴うものであった。そうした痛

みは社会的コストと呼ばれ，中でも失業の問題は影響の大きいものであった。そうしたシ

ョックをどのように緩和させ，吸収するかは各国によって大きく方法が異なった。東独の

場合，一度に市場を開放し，それまでのソフトな予算制約からハードな予算制約への転換

を行った結果，失業の規模は移行経済の中でも最も大きなものとなった。そうして生じた

社会的ショックは政府による労働市場政策によって緩和する方向が取られたが，失業状態
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であることを緩和させるわけではなく，生活の保障をし，人的資本を労働コストに見合う

までに上昇させることによって緩和させようとした。ドイツという市場の中で，東欧諸国

のような低い労働コストとそれに比して質の高い人的資本を提供する形で雇用を生み出し

ていく方法はとられず，こうした方向でのショックの緩和を目指したことはまさに統一に

よる東部諸州の特徴であったといえる。 

ただし，こうした方向性には財政的にも，グローバル化の進展という経済状況的にも限

界があり，90 年代後半からは方向性が次第に変化し，2000 年代のハルツ改革に代表される

ような労働コストの切り下げの方向が主になっていった。このように考えると，東部諸州

は統一によって西独の制度を一部適用する形で新たな経済システムへと移行した。それは

西独のモデルではなく，西独がその先に迎えることになるよりリベラルなシステムであっ

たといえる。ただし，そのような特徴を持つ東部諸州の労働市場がドイツ労働市場の中で

どのような位置づけにあるといえるのか，東部諸州内部におけるジェンダー配置の構造な

どが体制転換の過程でどのように変化していったのかについては今後の課題としたい。 
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