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Ⅰ はじめに

本稿の目的は，所得分配が需要構造を通じて

資本稼働率に与える影響，および稼働率変動が

労働市場を介して分配率に及ぼす影響，その双

方に着目し，ポスト・ケインズ派の観点から，

日本の制度的特質を分析することである。そし

てその上で，1990 年代と 2000 年代との間で構

造比較を行い，日本の労働市場に構造変化が生

じた可能性を検討する。

本稿では，所得分配と経済動態を結びつける

構造を分析するために，カレツキアンのフレー

ムワークを利用する。カレツキアンは，ポス

ト・ケインズ派の一種であり，マクロ経済に関

して以下のような見解を持つ点に特徴がある。

１．現代資本主義は慢性的に供給過剰であ

り，資本ストックは不完全稼働の状態にあ

る。

２．産出は有効需要によって規定されてお

り，その水準は社会が有する需要構造と階

級間の所得分配とに依存する。そして需給

の不一致は，主として資本ストックの稼働

率を変動させることで調整される。

３．財市場は独占・寡占的であり，価格は労

働コストに一定率のマークアップをほどこ

すことによって決定される。このマーク

アップ率は，賃金と利潤の分配率を規定す

る。その水準の決定においては，労働市場

や労使交渉を取り巻く制度的要因が関係す

る。

これらの基本的見解に基づき，カレツキアン

では分配率と資本ストック稼働率との関係が重

視される。完全稼働の状態，すなわち稼働率＝

１であるなら，（利潤率）＝（利潤シェア）×（稼働

率）×（潜在産出−資本比率）であるため，技術

変化がない限り，賃金シェアの高まりは利潤率

の低落を招く。利潤率は資本家の投資行動を左

右するため，賃金シェアを高めることは利潤圧

縮と資本蓄積の減速とを招き，長期的な経済成

長にはマイナスの効果を与えることとなる。

しかし，稼働率が可変であると考えれば，賃

金シェアを高めることが逆に利潤率の上昇をも

たらす可能性もある。労働者の貯蓄性向が資本

家よりも低ければ，賃金により多く分配するこ

とによって需要成長と稼働率の上昇とがもたら

され，それが利潤シェアのマイナスを上回れば，

結果的に利潤率は上がることとなるからであ

る。すなわち，労働者を優遇するような所得分

配が資本家側にとっても利益となり，双方が潤

う形で経済成長が実現するというシナリオが描

ける。

したがって，所得分配と経済動学の関係を考

える上では，その経済の需要構造に着目し，有

効需要の形成が利潤主導・賃金主導のいずれで

あるかを明らかにする必要がある。こうした問

題意識に基づいて，Marglin and Bhaduri［1990］

は，需要構造の差異が多様な成長レジームを発

生させ得ることを示した。この視点は，資本主

義の多様性を理解する上で極めて役に立つ。そ

こで近年のカレツキアンは，各国における所得

分配と需要形成・資本蓄積の関係を分析すべく，

実証研究に力を入れ始めている。構造 VAR モ

デルを用いて，分配率が稼働率や資本蓄積率に

与える長期的影響などを分析した Stockham-
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mer and Onaran［2004］，実質賃金の抑制と長

期経済パフォーマンスの相関関係を OECD 各

国について見た Naastepad and Storm［2007］，

外国貿易が需要形成レジームに与える影響をと

らえた Hein and Vogel［2008］などが，その代

表的なところである。これらの研究は主として

欧米諸国を対象としているが，畔津ら［2010］，

西［2010，2011］など日本のデータを用いた実

証も，少しずつ増えつつある。

これらの実証研究の多くは，所得分配→需要

形成のレジームを分析の中心にすえている。そ

の一方で，それとは逆の経路，つまり形成され

た有効需要が財市場均衡を通じて稼働率を規定

し，その変動が労働市場を介して所得分配に与

える影響については，充分に解析されていると

は言いがたい。基本的なカレツキアン・モデル

では，分配率は外生的なパラメータによって定

められており，所得分配決定プロセスについて

は明示的に取り扱っていない。そのため，カレ

ツキアンの流れをくむ実証研究において，分配

率が先決変数として扱われることが多いのも，

ごく自然なことであろう。しかし現実には，分

配率と稼働率とは相互作用しながら変動してい

る可能性が高く，双方向の影響を合わせた動学

システムとして経済をとらえることが，有効で

あると思われる。需要形成→所得分配という逆

方向のレジームには，労働市場の構造が関係し

ていると考えられるので，マクロ成長体制を制

度的観点から把握しようとするポスト・ケイン

ズ派にとって，無視し得ないものである。

そこで筆者は，薗田［ 2007］において，

Barbosa-Filho and Taylor［2006］で提示された

「構造主義型グッドウィンモデル」を利用して，

稼働率と分配率の相互作用のレジームに関する

実証分析を行った。分析の対象としたのは，

1961∼2000 年の日本の製造業である。その結

果，日本は稼働率→分配率の構造に関して，ア

メリカとは異なる特色を有しており，それは労

働市場の柔軟性の差異に由来することが明らか

となった。

しかし，こうした日本的構造は，2000 年以降

も変わらず維持されているのであろうか。1997

年の山一證券の破綻を契機として，日本型雇用

慣行は変容を余儀なくされたと言われている。

また「失われた 10 年」の後，日本は「戦後最長

の景気拡大」と呼ばれる局面に入ったが，この

時期には賃金シェアの長期的低落が生じ，「実

感なき景気回復」として問題となった。2000 年

代において，日本の所得分配―需要形成構造に

何らかの変化が生じた可能性があるのではない

だろうか。

そこで本稿では，1990 年代と 2000 年代の日

本製造業のデータを用いて，所得分配―需要形

成構造の比較分析を行う。第Ⅱ節では，分析の

ベースとなる「構造主義型グッドウィンモデル」

の内容と，その動学システムが安定性を持つた

めの条件を確認する。また薗田［2007］で示さ

れた，日米の構造の差異についても説明する。

第Ⅲ節では，日本の製造業に関する実証分析を

行い，1990 年代と 2000 年代の２つの時代区分

における推計値を導出する。第Ⅳ節では，推計

値の比較を行い，日本の所得分配―需要形成構

造に変化が生じている可能性を指摘する。そし

て，その構造変化の背景には，労働市場制度の

変容が関係しているのではないかという仮説を

提示する。第Ⅴ節では，論考のまとめを行い，

今後の課題を述べる。

Ⅱ 2000 年以前の日本の構造的特質

1 モデル

Barbosa-Filho and Taylor［2006］は，需要形

成と所得分配決定，双方向のレジームに焦点を

当てた貴重な実証研究である
1)
。彼らは Good-

win［1967］の景気循環モデルとカレツキアン
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１）Taylor［2004］の Chap. 9 においても，この研究に

ついては言及されている。



の需要形成論とを接合した，「構造主義型グッ

ドウィンモデル」を提示した。このモデルは，

資本稼働率を u，賃金シェア（労働分配率）を

Y，時間微分を上付きドットで表すと，以下の

形で示される（Cは定数項ベクトル）。

r
u
�

Y
��/r

au aY

bu bY
�r
u

Y�+C

この動学システムの性質は，ヤコビ行列

J/r
au aY

bu bY
�の各要素の正負，および絶対値に

規定される。これについて Taylorらは，次の

ような想定を置く。

まず，稼働率と賃金シェア，それぞれの自己

相関を表す au, bYについては，システムの安定

性を考慮して，au?0, bY?0とする。すなわ

ち稼働率や賃金シェアが上昇・低下した場合，

その変動を一定範囲内にとどめるような，負の

フィードバック作用が働くということである。

Barbosa-Filho and Taylor［2006］では，このメ

カニズムについては深く考察されてはいない

が，本稿では重要となってくる。

次に，賃金シェアが稼働率に与える影響 aY

については，利潤主導型需要を想定し，aY?0

とする。すなわち，賃金シェアが上昇（利潤シェ

アが低下）する際には有効需要が減少し，それ

が稼働率の低下として表れると考える
2)
。逆に，

経済が賃金主導型の需要構造を有していたなら

ば，aY>0となる。

最後に，稼働率が賃金シェアに与える効果で

ある buに関しては，bu>0と考える。この根

拠として想定されているのは，産業予備軍効果

である。好況期に稼働率が上昇すると，労働需

要が増加するため，賃金交渉における労働者の

力が高まる。その結果として実質賃金が上昇し

やすくなり，それが賃金シェアの引き上げにつ

ながる（不況期はこの逆となる）。

これらの想定どおりに，J/r
, ,

+ ,
�となるな

ら，稼働率 uと賃金シェア Yは安定的に循環

することとなる。

2 日米比較

このモデルが優れている点の１つは，VAR

（ベクトル自己回帰）モデルを利用して，現実

のデータから Jの各要素の近似値を推計できる

ところである。Taylorらは 1929∼2002 年のア

メリカのデータを用いて，この J/r
, ,

+ ,
�と

いう構造が現実に妥当することを確認した。

しかし，この構造は普遍的なものだろうか。

特に問題となるのが，bu>0という想定である。

稼働率が高い，すなわち景気がよいときほど賃

金シェアが上がると想定されているが，日本に

おいて一般的に認識されている分配率の動き

は，これとは反対である。不況期ほど労働分配

率は高くなる，つまり賃金シェアが景気循環に

対してカウンターサイクリカルに動くと考えた

方が，自然ではないだろうか。

薗田［2007］では，この疑問を検証すべく，

1961∼2000 年の日本の製造業のデータを用い

て，Taylorらと同じ推計を試みた。その結果，

やはり日本ではアメリカとは逆に，bu?0と

なっていることが確認された。

これはおそらく，労働市場の柔軟性が関係し

ている。産業予備軍効果の働きによって，賃金

シェアが景気循環に対してプロサイクリカルに

動くという想定は，労働投入が産出変動に応じ

て柔軟に調整されることが前提となっている。

確かにアメリカでは，こうした弾力的な雇用調
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２）「利潤主導」「賃金主導」という語の定義は，論者

によって多様であり，説明変数と被説明変数に何を

取っているかに注意せねばならない。説明変数とし

ては利潤シェア・実質賃金率などが，被説明変数と

しては産出成長率・資本蓄積率などがあり得る。本

稿では以後，特に断りがない限りは Barbosa-Filho

and Taylor［2006］と同じく，「賃金シェアが資本稼

働率に及ぼす効果」の正負によって，「利潤主導型需

要」と「賃金主導型需要」とを定義する。



整を可能とする制度的条件が整っているかもし

れない
3)
。しかし，それほど自由に労働量を動

かせない日本では，産出が低下する不況期には，

労働生産性が大きく落ち込んでしまう。賃金

シェア＝実質賃金/労働生産性であるから，不

況期に実質賃金が低下したとしても，労働生産

性がそれ以上に下がることによって，賃金シェ

アは上昇する。こうした労働市場の特性によっ

て，日本では賃金シェアが稼働率変動に対して

カウンターサイクリカルに動く，つまり bu?0

が成立していると考えられる。

残り３つの係数については，アメリカと同様

に日本でも，全て負であることが確認できた。

つまり日本には，J/r
, ,

, ,
�という構造が存在

している。需要形成に関しては，日本も利潤主

導型である。

この日米比較から，「需要構造」と「分配構造」

の２つの基準に基づいて，多様な資本主義を分

類し得ることが分かる。アメリカは，「利潤主

導型需要」と「景気循環にプロサイクリカルな

賃金シェア」から成る動学構造を有している。

便宜上，以下では「aY?0かつbu>0」を満たす

構造を「アメリカ型」と呼ぶことにする。一方

の日本の構造は，「利潤主導型需要」と「景気循

環にカウンターサイクリカルな賃金シェア」を

組み合わせたものである。したがって「aY?0

かつ bu?0」を，「日本型」の特徴と定義する。

しかし，この「日本型」の特徴は，時代を通

じて不変であるのだろうか。薗田［2007］でも，

1960 年代の高度成長期，オイルショック後の

1970 年代後半からバブル直前の 1980 年代後

半，バブル崩壊後の 1990 年代という３つの時

代区分を設け，時代別の係数比較を行ってはい

るが，絶対値の大きさに多少の変動はあるもの

の，J/r
, ,

, ,
�という基本的な特徴は一貫して

保持されている，という結論であった。これが

2000 年代以降も変化していないのか，より新し

いデータを用いて確認することは有益であろ

う。

だがその実証の前に，日米２つの構造におけ

る安定性が，どのようなメカニズムによって支

えられているのか，確認しておこう。Taylor

らが推計したアメリカ型構造と，薗田［2007］

で導いた日本型構造とは，ともに安定的である

ことが確かめられているが，その安定性をもた

らす仕組みは両者の間で異なる。日本型とアメ

リカ型を分かつ buの符号の違いが，システム

全体の安定性条件に影響するからである。

3 安定性

前節で示したような微分方程式体系の安定性

を調べる際には，ラウス＝フルヴィッツの判別

法がしばしば用いられる。この方法に従えば，

r
u

Y�の解軌道が漸近安定である（平衡点に収束

していく）ための条件は，次のように書ける。

traceJ/au+bY?0 かつ DetJ/aubY,buaY>0

上で見た日本型，アメリカ型は，いずれも，

au?0, bY?0となっているため，traceJ?0は

必然的に成立する。では，DetJ>0は常に満た

されるであろうか。

ここでアメリカ型について見てみると，「利

潤主導型需要」を示す aY?0と，「景気循環に

プロサイクリカルな賃金シェア」を示す bu>0

という組み合わせは，システムを安定化させや

すいことが分かる。なぜなら，buaY?0となる

ため，au?0かつ bY?0，すなわちaubY>0の

とき，必ず DetJ>0は満たされるからである。

au, bYの絶対値は安定性には影響しない。

したがってアメリカ型においては，「稼働率

に働くフィードバック」を表す auと，「分配率

に働くフィードバック」を表す bYに課せられ

る制約は，比較的緩いと言える。言い換えれば，
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３）経営者が解雇人数を自由に決定できるレイオフ制

度などは，その代表的なものであろう。



稼働率・分配率に働く負のフィードバックの重

要性が，それほど高くない社会構造である。

これは，稼働率と賃金シェアの間に，以下の

ような安定的なプロセスが存在することによ

る。

稼働率上昇→bu>0より賃金シェア上昇・利

潤シェア低下→aY?0より稼働率低下→bu>0

より賃金シェア低下・利潤シェア上昇→aY?0

より稼働率上昇→……

すなわち，「利潤主導型需要」と「景気循環に

プロサイクリカルな賃金シェア」から成るアメ

リカ型需要―分配構造は，安定化メカニズムを

内包していると言える。

これと対照的なのが，日本型である。「利潤

主導型需要」を示す aY?0と「景気循環にカウ

ンターサイクリカルな賃金シェア」を示す

bu?0という組み合わせは，システムを不安定

化させる恐れがある。なぜなら buaY>0であ

るため，aubYが充分に絶対値の大きな正の値

を取らなければ，DetJ>0が満たされないから

である。

したがって auと bYは，充分に絶対値の大き

い負値とならねばならない。これは稼働率と賃

金シェアの間に，以下のような不安定なプロセ

スが存在することによる。

稼働率上昇→bu?0より賃金シェア低下・利

潤シェア上昇→aY?0より稼働率がさらに上昇

→bu?0より賃金シェアがさらに低下→……

または稼働率低下→bu?0より賃金シェア上

昇・利潤シェア低下→aY?0より稼働率がさら

に低下→bu?0より賃金シェアがさらに上昇→

……

すなわち，「利潤主導型需要」と「景気循環に

カウンターサイクリカルな賃金シェア」から成

る日本型需要―分配構造には，累積的な不安定

化プロセスが内在しており，これが安定性を持

つためには，稼働率と分配率の変動を一定範囲

内にとどめるような，負のフィードバックが充

分に機能していなければならない。

したがって日本型はアメリカ型と比して，「負

のフィードバック機能がより必要とされるシス

テム」であると言える
4)
。

この差異は buaYの正負によってもたらされ

たものであるため，「賃金主導型需要」の経済に

ついても，全く同じ議論が可能となる。「賃金

主導型需要」と，「景気循環にカウンターサイク

リカルな賃金シェア」を合わせ持った経済

（aY>0, bu?0）では，負のフィードバック機

能がそれほど作用しなくても，動学システムは

安定化しやすい。稼働率低下→bu?0より賃金

シェア上昇→aY>0より稼働率上昇→bu?0よ

り賃金シェア低下→aY>0より稼働率低下，と

いうアメリカ型とは逆の安定的なプロセスが存

在するからである。また，「賃金主導型需要」と

「景気循環にプロサイクリカルな賃金シェア」

とを合わせ持つ経済（aY>0, bu>0）では，負

のフィードバックが充分に働くことが，システ

ム安定化の必要条件となる。それが不充分であ

れば，稼働率上昇（低下）→bu>0より賃金シェ

ア上昇（低下）→aY>0より稼働率がさらに上

昇（低下），という不安定化プロセスを招く危険

性があるからである
5)
。この４パターンをまと

めると，表１のようになる。

したがって，日本型の需要―分配構造を持つ

経済を安定化させる，もしくは内在する不安定
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４）仮にこれらのフィードバックが全く存在しない，

すなわち au/bY/0という状況があったとする。

このときアメリカ型であれば，漸近安定性は満たさ

れない（平衡点に収束はしない）ものの，リアプノ

フ安定性は満たされる（発散はしない）ため，シス

テムが不安定化することはない。しかし日本型の場

合は，必ず不安定化し，発散してしまう。



性を緩和するためには，以下の３つの方策が可

能性として考えられる。

①需要構造を賃金主導型に転換，もしくは近

づける。

労働市場が非弾力的で，bu?0であったとし

ても，aY>0ならばシステムは安定化するし，

aY?0であっても絶対値が小さければ，不安定

性は弱められる
6)
。だが後に掲げる推計結果を

見れば，現在までのところ日本では，このよう

なタイプの構造転換は見られない。

②稼働率・分配率に対する強い負のフィード

バックを維持する。

上述したように，aY?0と bu?0という不安

定性をはらんだ組み合わせを経済が抱えている

としても，auと bYがともに負であり，その絶

対値が充分に大きければ，システムは安定化す

る。こうしたフィードバックは，本モデルにお

いては稼働率・賃金シェアの自己相関という形

で表れるが，現実には経済を安定化させる諸制

度によって生み出されていると考えられる。

au?0の背後には，景気の安定化を目的とし

た財政・金融・為替政策などがある。景気の動

きに対してカウンターサイクリカルなマクロ政

策が取られることによって，稼働率の変動が一

定範囲内にとどめられていると思われる。また

日本の場合は，メインバンクシステムによって

不況期においても投資を下支えするような融資

が行われ，それが需要変動を安定化させている

可能性もある。

もう一方の bY?0については，長期的視野に

立った労使関係が分配率の調整を可能にしてい

るのではないか，という仮説が立てられる。賃

金シェアが社会的に公正とみなされる水準を上

回ってしまった場合は，労働者が賃下げなどを

受け入れて抑制を図り，逆に低すぎる場合には

その認識が賃上げに反映されて，分配率が一定

範囲を逸脱しないように労使が協調している可

能性がある。

こうした制度的フィードバックこそが，従来

の日本で安定性が保たれてきた理由である。

③分配構造をアメリカ型に転換，もしくは近

づける。

賃金シェアが稼働率変動に対してプロサイク

リカルに動くようにする，すなわち bu>0にす

るか，あるいは bu?0であっても絶対値が小さ

くなるようにすれば，利潤主導型需要の下でシ

ステムは安定化しやすくなる。具体的な方策と

しては，労働市場の規制緩和による雇用の弾力

第 184巻 第２号94

５）こうした雇用の弾力性・産業予備軍効果の強弱と，

利潤主導型需要・賃金主導型需要を組み合わせた安

定性の分析は，Flaschel et al. [1997]，Chiarella and

Flaschel［2000］，藤田［2004，2005］などでも行わ

れている。

６）需要が利潤主導型に傾く条件は，Blecker［2002］

でまとめられている。そこでは，「利潤シェアに投

資が弾力的に反応する」，「労働者の貯蓄率が高い」，

「労働者への税率が高い」，「国際競争が激しい」な

どが挙げられている。

表１ 需要―分配構造の分類と安定性

景気循環にプロサイクリカル
な賃金シェア

景気循環にカウンターサイ
クリカルな賃金シェア

利潤主導型需要
安定化する可能性が高い
（アメリカ型）

負のフィードバックによる
安定化が必要（日本型）

賃金主導型需要
負のフィードバックによる安
定化が必要

安定化する可能性が高い



化などが考えられるであろう。

2000 年代に入ってからの日本では，この方向

性でシステムを安定化させる傾向が強まってき

たという可能性が，本稿では示される。

Ⅲ 推計

本節では，日本の需要―分配構造を時代別に

推計し，2000 年代に入って以降の構造変化を調

べる。その推計手法を説明する。

まず本研究では，Barbosa-Filho and Taylor

［2006］において国内経済全体について行われ

ていた分析を，製造業に限定して行っている。

第１の理由としては，「有効需要変動に応じて

稼働率が柔軟に調整される」というカレツキア

ンの想定が，最も現実的に妥当する業種である

点が挙げられる。第２にこれと関連するが，資

本ストックの稼働率が確かなデータとして存在

するのも大きい。Taylorらは全産業を対象と

したために，HP フィルタを用いて導出した

GDP ギャップを稼働率の代理変数としている。

だが，こうした GDP ギャップの推計方法につ

いては異論も多く，データとして利用するのは

ためらわれる
7)
。

こうした理由から，本稿では製造業を分析対

象とし
8)
，『鉱工業指数年報』における「稼働率

指数」を uとする。賃金シェア Yについては，

『法人企業統計』の「製造業・全規模」につい

て，（人件費）/（営業利益＋人件費）を計算した
9)
。

また充分なデータ数を確保するために，年次で

はなく四半期データを利用する。本稿の主眼

は，諸変数の短期的変動をとらえることにある

ので，その観点からも四半期分析の方が適切で

ある
10)
。「稼働率指数」については，季節調整済

みの系列を用いた。賃金シェアの導出に利用し

たデータは，いずれも季節未調整であるため，

最後に X_12による季節調整をほどこしてか

ら利用した。

この２つのデータを用いて，VAR モデルに

よる推計を行う
11)
。本稿の分析対象は 2000 年

代のデータであるが，比較対象として直近の

1990 年代の推計結果を併記する。推計に際し

ての時代区分については，内閣府「景気基準日

付」を参考として，景気循環の山で切るように
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７）Barbosa-Filho and Taylor［2006］を批判的に検討

した Stockhammer and Stehrer［2009］においても，

HP フィルタを用いた分析手法は疑問視されてい

る。

８）先進国においては製造業が経済に占めるシェアは

小さいため，製造業限定のデータを用いてその国の

所得分配―需要形成構造を議論してよいのか，とい

う問題は存在する。しかし景気指標において，製造

業に関わる統計データが専ら利用されている状況な

どに鑑み，本稿では製造業のみに焦点を当てる。

９）労働分配率の計測法は他にも複数あり，一般的な

ところでは『国民経済計算』の雇用者報酬 /国民所

得から求める方法がある。しかしこの手法では，自

営業者の利潤と賃金が明確に区分できないなどの問

題がともなうため，『法人企業統計』を用いた方が妥

当であると判断した。また近年の『労働経済白書』

などでは，分母の付加価値額の中に減価償却費を含

めてグロスベースで分配率が定義されているが，本

稿では実際に分配された所得と需要の関係を分析す

るという主旨に照らして，ネットベースの分配率を

採用している。

10）薗田［2007］では，アメリカに関しても製造業限

定の四半期データを用いた推計を行い，同条件で日

本との比較を行っている。その結果，製造業・四半

期データを使っても，国民経済の年次データを用い

た Barbosa-Filho and Taylor［2006］の結論と同じ

く，アメリカは J/r
, ,

+ ,
�という構造に従ってい

ることが確認されている。

11）データ系列について単位根検定を行うと，稼働率

については１％水準で単位根の存在が棄却された

が，賃金シェアについては棄却できなかった。しか

し VAR モデルにおいては，非定常な系列であって

も，原系列をそのまま回帰分析にかけることが可能

である。よって階差処理などは行わず，原系列を用

いて推計を行っている。



した。そのため，1990 年代については 1991 年

Ⅱ期∼2000 年Ⅳ期（第 11循環の山∼第 13循環

の山），2000 年代については 2000 年Ⅳ期∼2007

年Ⅲ期（第 13循環の山∼第 14 循環の山）のデー

タが分析対象である。バブル期および，サブプ

ライム危機以降の世界同時不況期といったイレ

ギュラーな期間が含まれていないという点で

も，この時代区分は望ましいと考えられる
12)
。

この両区分において，定数項とトレンド項を

加えた上で，ベクトル r
u

Y�の自己回帰係数を推

計したものが，表２である
13)
。ラグ次数は，シュ

バルツ情報量基準によって判断し，いずれの場

合も２となった
14)
。

そしてこの推計結果より，ヤコビ行列 Jの近

似値を求めたものが，表３である
15)
。

Ⅳ 時代別係数比較

それでは，表３にまとめられた係数を用いて，

2000 年以前と 2000 年以後における日本の需要

―分配構造を比較してみよう。

1990 年代においては，第Ⅱ節で示した
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12）2000 年代については循環が１回分しか含まれてお

らず，データ数の観点からは好ましくないが，近年

の構造を分析するという本稿の目的に鑑みて，この

区分を採用した。

13）分析には，計量ソフト Eviews6. 0 を用いた。

表２ VAR推計結果

1991年Ⅱ期∼2000年Ⅳ期

資本稼働率 u 賃金シェア Y

u-1 0.678880 [ 3.96230] −0.077114 [−2.51547]

u-2 −0.247527 [−2.05972] −0.018614 [−0.86568]

Y-1 1.310619 [ 2.85976] 2.180492 [ 26.5913 ]

Y-2 −1.952765 [−3.62039] −1.353614 [−14.0259]

定数項 118.3495 [ 5.49183] 24.57159 [ 6.37260]

トレンド項 −0.056747 [−2.39653] −0.004322 [−1.02009]

決定係数 0.971203 0.995531

2000年Ⅳ期∼2007年Ⅲ期

資本稼働率 u 賃金シェア Y

u-1 0.265647 [ 0.93411] 0.113978 [ 1.14777]

u-2 −0.484312 [−1.79738] 0.190449 [ 2.02410]

Y-1 −1.867140 [−3.85908] 1.821372 [ 10.7807]

Y-2 0.593277 [ 1.57031] −0.628416 [−4.76335]

定数項 214.8940 [ 2.75441] −33.74878 [−1.23880]

トレンド項 0.005398 [ 0.07255] −0.061725 [−2.37568]

決定係数 0.976488 0.996372

注：[ ]内は t値

14）VAR モデルのラグ次数を決定する基準は複数あ

るが，本研究では判定が厳しいものになりやすい（有

意な次数が短くなる可能性が高い）シュヴァルツ情

報量基準を採用した。

15）この計算手順は，以下の通りである。1990 年代の

推計結果を例に取れば，

u t/0.679u t-1,0.248u t-2+1.311Y t-1,1.953Y t-2+C

Y t/,0.077u t-1,0.019u t-2+2.180Y t-1,1.354Y t-2+C

であるから，

u
�

/p0.679,0.248,1�u+p1.311,1.953�Y+C

Y
�

/p,0.077,0.019�u+p2.180,1.354,1�Y+C

という形で Jを導出できる。



J/r
, ,

, ,
�という構造が表れている。薗田

［2007］で分析したように，1960 年代の高度成

長期や，分配率が安定的に推移した 1970 年代

後半から 1980 年代後半にかけても，これと同

じ構造が一貫して観察されていた。しかし，

2000 年Ⅳ期∼2007年Ⅲ期において係数の符号

を調べると，J/r
, ,

+ +
�という構造が表れてい

る。

この推計結果は，２つの大きな構造変化が起

きたことを示唆している。第１に，日本型の特

徴であった bu?0の部分が変化し，アメリカ型

と同じく bu>0となっている。つまり，従来の

「景気循環にカウンターサイクリカルな賃金

シェア」という分配パターンが，「景気循環にプ

ロサイクリカルな賃金シェア」へと転換してい

る。第２に，分配率に負のフィードバックが働

いていることを示す bY?0という性質が失わ

れ，bY>0となっている。

この構造変化は，動学システムの安定化メカ

ニズムにも影響する。2000 年代の Jについて

安 定 性 を 調 べ る と，traceJ/,1.025?0,

DetJ/0.152>0となっていることから，安定

条件は満たされていることが分かる
16)
。だが安

定性を支えるメカニズムは，2000 年以前とは全

く異なる。それまでの日本型構造において，安

定化の１つの鍵となっていたのは，bY?0とい

う賃金シェアの調整システムであった。しかし

2000 年代においては，このフィードバックは観

察されない。それにもかかわらず，安定性が保

たれているのは，bu>0となる変化が同時に起

きているためである。もし従来どおりに，

bu?0であれば，bYが負から正に転じたことに

よって，DetJも正から負へと変化し，動学シス

テムは不安定化したはずである。だが，bu>0

となったことによって，賃金シェアに対する負

のフィードバックの働きなしでも，システムを

安定化させることが可能となっている。第Ⅱ節

で説明したように，「利潤主導型需要」と「景気

循環に対してプロサイクリカルな賃金シェア」

とを組み合わせた構造は，安定化しやすいから

である。いわばアメリカ型と同種の安定化メカ

ニズムが，ここでは働いている。

すなわち 2000 年代の日本では，従来の日本

型構造を支えていた，「強い負の自己フィード

バックによる安定化」が崩れ，代わりにアメリ

カ型に近い形である，「景気循環に対してプロ

サイクリカルな賃金シェアと利潤主導型需要と

を組み合わせた安定化」が表れるようになった。

このような構造変化が，なぜ生じたのであろう

か。それにはおそらく，近年の日本の労働市場

を取り巻く環境の変化が関係していると思われ

る。

まず buが正となった原因を考えると，労働

市場の弾力化という可能性が挙げられる。従来

の日本において buが負であったのは，硬直的

な労働市場による部分が大きかったと考えられ

るからだ。弾力化の要因としてまず思い浮かぶ
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表３ Jの係数比較

au aY bu bY

1991.Ⅱ∼2000.Ⅳ −0.569 −0.642 −0.096 −0.174

2000.Ⅳ∼2007.Ⅲ −1.218 −1.274 0.304 0.193

16）Jの固有値を調べると，1990 年代・2000 年代とも

に，２つの異なる負の実数となる。したがって，２

つの時代区分のいずれにおいても，安定結節点とな

る平衡点が存在し，pu, Y�がこの点に収束する解軌

道を描くため，動学システムは小域的に安定となる。



のは，派遣労働者の増加であろう。2004年に製

造業務における労働者派遣が解禁されたことに

より，製造業における非正規労働者の比率は急

速に高まった。しかし，これが buの変化の要

因だと即断することはできない。本稿で利用し

た『法人企業統計』ベースの分配率には，いわ

ゆる派遣労働者の賃金は含まれていないためで

ある。他に考えられる原因としては，成果主義

賃金の導入などがあるが，これらの仮説につい

ては慎重な検証が必要であろう。本稿では，係

数変化についての詳細な要因分析までは行えな

かったが，これは今後取り組むべき課題であ

る
17)
。

また，2000 年代において bYが正となった構

造変化は，2002∼2007年における賃金シェアの

長期的下落と関係しているのではないかと思わ

れる。この時期は「戦後最長の景気回復期」で

あったが，その間賃金シェアは一貫して下落し

続けた。これについては，「景気とカウンター

サイクリカルに動く賃金シェアが好況期に低下

するのは当然」という見方もあるが，今回の推

計結果からは，その見解は支持されない。景気

循環と賃金シェアの相関を示す buは，2000 年

代においては，むしろ正となっているからであ

る。したがって，この時期の賃金シェア低落を，

従来の好況期におけるそれと同一視すること

は，適切とは言えない。bYが正となり，賃金

シェアに負の自己フィードバックがかからなく

なっているという推計結果から考えると，分配

率を一定に保つ安定化メカニズムが機能しなく

なり，その一方で賃金抑制の圧力がかかり続け

たのではないかと推測される。

前述したように，従来の負の bYは，労使間

の長期的妥協に支えられていたと考えられる。

したがって bYの符号の変化は，労使関係の変

容を表している可能性が高い。国際競争の激化

などを背景として，労働組合の交渉力が弱体化

し，慣習的に一定範囲内に保たれていた賃金

シェアを維持できなくなったのではないだろう

か
18)
。そうだとするならば，日本経済を取り巻

く環境の変化にともなって，今まで分配率安定

に寄与していた労使交渉のあり方が変質し，そ

の結果として需要―分配システムの安定化メカ

ニズムも変化した，ということになる。この仮

説を検証するためには，国際価格競争の影響な

どを取り入れた拡張的なモデルを構築し，その

上で実証分析を行う必要があるだろう。

Ⅴ 結論

本稿では製造業を対象としたデータを用い

て，2000 年代の日本における需要―分配構造の

変化をとらえた。1990 年代までは，「利潤主導

型需要」と「景気循環にカウンターサイクリカ

ルな賃金シェア」の組み合わせが，日本型構造

の特徴であり，これはアメリカのそれとは異な

るものであった。こうした日本型構造は，需要

形成と所得分配のメカニズムにおいて，累積的

な不安定過程を招く危険性を内包している。し

かし，稼働率と分配率を一定範囲内にとどめる

ような制度が社会に埋め込まれ，負のフィード
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17）また，この弾力化をとらえる上では，賃金と雇用

のどちらが柔軟に調整されているのかを考える必要

がある。宇仁［2009］，第８章では，景気循環に対す

る賃金所得の弾力性に関する推計が行われており，

雇用と賃金のいずれが弾力化に寄与しているかとい

う要因分析も展開されている。その分析では，日本

は雇用の弾力性はそれほど変化していないが，賃金

の弾力性が高まってきているという結果が示されて

いる。したがって，日本の需要―分配構造がアメリ

カ型に近づいたからと言って，日米の労働市場が同

質化しているとは限らない。分配率の調整が，雇用

と賃金のどちらで行われるのかという点も含めて，

より詳細に考察する必要があるだろう。

18）2000 年代の労働分配率低下をめぐる仮説を，網羅

的に検証した研究としては，西田［2009］などがあ

る。また山田［2007］などは，春闘の形骸化など組

合運動の弱体化を主因とする見解を取っており，こ

れは本稿の分析と通じる。



バック機能が充分に機能しているならば，動学

システムは安定性条件を満たす。従来の日本

は，この方法で安定性を保ってきたと考えられ

る。

しかし 2000 年代について同じ推計を行うと，

賃金シェアは景気循環に対してプロサイクリカ

ルになっており，分配率に対する負のフィード

バックは観察されなくなった。この新しい構造

においても安定性は満たされているが，それは

従来の安定化メカニズムによってもたらされた

ものではなく，構造がアメリカ型に近づいたこ

とによって達成されたものである。

こうした近年における構造変化の裏には，労

働市場の弾力化やグローバル化を背景とした労

使関係の変容などがあると思われるが，今回は

詳細な要因分析が行えなかった。これは今後の

課題としたい。また非製造業を含めた分析や，

対象を日米以外の諸国に広げた比較研究も必要

であると思われる。

また，この変化が後の日本にもたらす影響に

ついても，考える必要がある。確かに，2000 年

代においても安定性は保たれているが，分配率

を一定に保つメカニズムが機能しなくなり，賃

金シェアの持続的下落をもたらす圧力が働いて

いるのだとすると，それは労働者にとって望ま

しい事態であるとは言えまい。現代の日本経済

が直面している状況を踏まえた上で，所得分配

を安定化させる制度の再構築を試みていくべき

ではないだろうか。そのためにも，本稿で行っ

た需要―分配構造の研究を，より深化させてい

きたい。
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