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社会支出需要 と労働市場制度
‑OECD15ヵ 国のパネルデータにもとづ く比較制度分析 ― *
遠

山 弘

徳

本稿 では、金融化 が進 んだ現代経済 にお いて、経済的 リスクが どの よ うに社会支出需要 に関連
づ け られ るのか を検討す る。そ の さい、 リスクと労働市場制度 の相互作用お よび金融市場 の発達
の考察 が重 要 で ある こ とが強調 され る。経済的 リスクの源泉 が どこにあれ、労働 者 は リスクか ら
自己を守る手段 として社会支出を需要す る。 こ うした理 由か ら、労働 ・製品市場 リスクに くわ え
て、金融市場 リスクをも導入 したモ デルを提示す る。実証的 には、1965年 か ら2002年 にか けての

OECD15カ 国のパ ネル デ ー タを利用 し、社会支出需要 が労働お よび金融市場 リスクによつて説明
され る とい うこ とを示 す。また社会保険型 の労働市場制度 が社会支出 に与 える リスクの効果 を弱
めるとい うこ とも示す。最後 に、 こ うした実証分析 にもとづ いて、 フ レキシブルな労働市 場 の創
出を意図 した、 日本 にお け る労働市場 の制度改革 が社会保護 の低下 に帰結 し、労働者 の直面する
経済的 リスク を拡大す る、 とい うことを指摘す る。

1日

本稿 の課題
労働市場制度は、既存 の多 くの研究 が示 しているよ うに、雇用 パ フォーマンス に影響 を与える

要因であるヽ 同時 に、Agell(1999)(2002)に よつて強調 されている よ うに、労働市場制度 は労働市
場 において発 生す る各種 の リスクか ら労働者 を保護す る 「社会保険」 で もある。た とえば、雇用
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1労 働市場制度 と労働市 場パ フォー マ ンスの関連 に関す る研究 は、(1)制 度 の直接的 な効果 に焦点 をあて る研究、
済的 シ ョック と制度 の相互作用 に焦 点 をあて る研究、(31制 度 の 間 の相互作用 に焦 点 をお き、雇用 パ フォー
マンスに与える諸制度 の効果 に注 目す る研究 ―― 以上 の3つ に大別 されるであろ う。た とえク
ま Nickell(199η (1998)
においては、 労働市場制度 の指標 が、 直接 、失業率 の各国間 の相違 を説 明す るために利用 されて いる。 また、
Nickell et al.(2003)に お いては、 制度 の変化 が集計的需要 シ ョック、生産 性 シ ョックお よび賃金 シ ョック と相
互 作用す る とき、長期的な失業水準 の展 開 とベ ヴァ リッジ曲線 の シフ トを説 明す るモ デルが示 されて い る。労
働市場制度 とマ ク ロ経済的 シ ョックの相 互 作用 に焦点をあてた先駆的な研究はBlanchard and Wolfers(2000)
であるcマ ク ロ経済的 シ ョックは失 業率 の上 昇 を説 明す るが、制度 変数 は失 業率 の各国別相違 を説 明す る。彼
らは経済的 シ ョック と労働市 場制度 が 相互作用 したばあいにかぎ り、失業率 の各国別相違 を説 明で きるこ とを
示 している (Nickell et al.(2005)も 同様 の シ ョック と制度 の相互作用 に関す る検討 を行 つてい る)。 近年 の研究
動向に関す る包括的な文献 としてはBassa丘 ni and Duval(2006)の 研究 を参照 されたい。Nickellや Blanchard
and Wolfersの 実証分析 の頑健性 に疑間を投 げか ける研究 としてはBaker,et al.(2004)が 参照 されるべ きである。
(2)経
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保護 法制 は失 業 リス ク じた いか ら労働 者 を保 護 す る制度 で あ り、失業給 付 は失業 に よる所得 喪 失
リス クを軽 減 す る制度 で あ り、 また職 業 訓練 は、 広 義 には、 人 的資本 の価 値低 下 リス ク を抑 制 す
る制度 とい える。
だが、 労働 者 を労働市場 リス クか ら保 護す る の は、 労働 市場 制度 だ けで はない。各 種 の所 得保
障 へ の社会 支 出 は、 労働者 が疾 病 や 失業 等 の リス ク に遭遇 した 場合 で も、労働 者 の生 活 を安定 的
に維持 す る こ とを可能 にす る。 これ は、 Esping― Andersen(1990)に よつて提 示 され た福祉 国家 の
担 う労働 力 の 「脱 商 品化」機能 で あ る。
労働者 の直面 す る リス クは、近 年 、拡 大 しつつ あ る こ とが指摘 され てい る。 た とえば、Rodrick

(1998),Garret(1998)は 、 グ ロー バ リゼ ー シ ョン

(貿 易 の 開放度 に よつて 尺度 され る)の 拡大 が 労

働市場 の ボ ラテ イ リテ イを拡大 させ 、 労働 者 の直面 す る経 済 的 リス ク を拡 大 させ て い る と指 摘 し
てい る。 また、 Iversen and Cusack(2000),IVersen(2001)も

脱 工 業化 が労働 者 の経済的不安定性

を高めてい る と主張 している。 労働者は、直面す る リスクが高まれば、 自己の生 活 の安定化をは
かるため、社会支出需要 を拡大 させ るであろ う。そ うした社会支出需要 が社会政策 に反映 され る
とすれ ば、社会 支出 の拡大が期待 され る。 したが つて経済的 リスクと社会支出の間 には正の関係
が予測 され る。
しか し、労働市場制度 が 「社会保険」 として機能す る以上、労働者 の直面す る経済的 リスクの
大きさは各国経済 の労働市場制度 の構図 に応 じて異な る。 したがつて、経済的 リスクと社会支出の
関連 は、制度 の影響 を考慮す る こ とな しには、 明 らかにできない。本稿 の課題 は、労働市場制度
の効果 を考慮 し、経済的 リスクが どの よ うに社会支出 と関連づ けられ るかを説明す ることにある。
労働者 にとって重要 なのは 一― それが雇用 か ら派生す るもので あれ、人的資産か ら派生す るも
ので あれ ―一 生活 を支 える所得である。現在 では、 労働者 の所得 の源泉 は雇用 だ けではない。経
済 の金融化 が進 行す る現代 の先進経済諸 国 においては、金融資産は雇用 とともに家計 の重要な所
得源泉 である。 したがつて経済的 シ ョックは、失職 リスクやそれ に伴 う雇用所得損失、人的資産
の価値減価 を生み出すだけではない。それ に加 えて家計 の保有す る金融資産 の価値減価 の リスク
を引き起 こす可能性 もある。労働者 の受 け取 る所得が人的資本か ら生 み出 され るもので あれ、金
融資産 か らの もので あれ、経済的 シ ョックに直面 した ときに失われる経済的損失が上昇す る可能
性が高 くなるかぎ り、労働者 はそ うした経済的損失 を相殺す る保険 として社会 支出需要 を拡大 さ
せ るであろ う。本稿 においては、経済的 リスク と社会 支出の 関連 を考察するさいには、金融市場
の働 きも考慮する必要がある ことが強調 され る。
本稿 は次 の よ うに構成 される。第 1に 、経済的シ ョックに直面 した場合、労働者 が遭遇する リス
クを、失職 に伴 う所得損失 リスクか ら資産 の価値減価 リスクヘ と議論 を拡張す る。価値減価 の リ
スクにさ らされ るの は人的 資産 だ けではない。金融資産 も リスクに直面す る。 このため、 リスク
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と制度 の関連 を検討す るさい には、労働市 場 か ら金融市場 へ拡大 した理論的枠組みを示す。次 い
で、OECD15カ 国 の 1965年 か ら2002年 のパ ネルデ ー タを利用 し、理 論仮説 の妥当性 を評価す る。
最後 に、 日本 にお ける労働市場改革 を評価す るために、推定 されたモデ ル にもとづいて、労働市
場制度 の変化 が社会支出 にどのよ うな影響 を与 えるかを検討す る。

2.社 会支出と経済的 リス ク
労働者 はなぜ政府 に社会支出の拡大 を求めるのか。1つ の答 えは、労働 者 が、 自己の将来 の所得
を脅か しかねない経済的 リスクか ら自己の所得 を保護 しよ うとす る、 とい うもので ある。 こ うし
た社会 支出需要 の背後 にあるのは、社会保険動機 である

2。

すなわち、将来 の所得喪失 リスクに対

す る保険を求 める動機 で ある。Hans― Werner Sinn(1995)が 述べ ているよ うに、「福祉国家 の主要
な利点は保険であ り、再分配的課税 の リスク低下機能 である」 (Sinn(1995),pp.495‑6)。 言 いか え
れば、労働者は、社会 支出の存在 によって 自己の所得 を市場 の変動 か ら切 り離す ことがで きるた
め、そ うした支出を需要す るので ある。「社会保険」 として の社会支出が如何 にして経済的 リスク
と関連づ け られ るのか。 この点 を考察す るために、最初 に経済的 リスクの源泉等 を検討 してお き
たい。

2.1 経済的 リス ク
何 らか の経済的 シ ョックが発 生 した とき、労働 者 は経済的 リスクに直面す るであろ う。経済的
リスクとは何か。本 稿 では、 リスクは労働 者 が 自己の職 を失 うリスク、お よびそれ に伴 う将来所
得 の喪失 リスクを指す。人的資本 (す なわち労働者 の技能 )が 一 般的 であ り、失職 した場合 に異
な つた産 業や企業 において別 の職 を容易 に見つ け ることができる場合 、 自己の職 を失 うリスクは
労働者 にとってそれほ ど大 きな脅威 とはな らないで あろ う。 しか し、彼 らの資産 (技 能 )が 所属
す る産業や企業 に特殊的 で ある とき、失職 は人的 資産価値 の減価 へ と至 り、 さらに将来所得 の低
下に帰結するであろ う (Iversen and Soskice(2001),IVersen(2005),Cusack,Iversen and Rehm
(2006))。

すなわち、失業は、労働者 の技能 が特殊的 で ある とき、労働者 にとって よ り大 きな脅威

となる。
要約すれ ば、 労働者 の直面す る経済的 リスクは2つ の源泉か ら発生する。第 1に 、労働者が現在
の職 を失 うか否かで ある。 これは失職 も し くは失業 リスクと呼ぶ こ とができる。第 2に 、現在 の職
を失 う結果、 どれだ けの所得 が失われ るかである。 これは リスクのサイズもしくは コス トと呼ぶ

2既 存 の研究 において指摘 されてきた、 も う1つ の動機 は再分配動機 である。 労働者は不利な経済状況 にある とき、
再分配 か らよ り多 くの便益 を受 け取 ることが期待で きるため、所得 の再分配 を支持す る。 しか し、労働者 の社
会支出拡大需要が再分配動機 によつては説明 されな い とい う実証研究 もある (Moene and wallerstein(2001))。
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こ とがで きるで あ ろ う。 この第 2の 源泉 は さらに失職 の結果 として の所得 の喪失 と人 的資本 の潜在
的 な価 値減 価 に分類 され る。

2.1.1 失業 リス ク :グ ロー バ リゼ ー シ ョン と脱工 業 化
これまでの研究 の 中には、 グ ローバ リゼーシ ヨンが経済的 リスクを拡 大す るにあた っての決定
的な源泉だ とする主張が認 め られ る (Rodrik(1998),Garret(1998))。

こ うした研究 によれば、グ

ローバ リゼーシ ョンは労働市場 のボ ラテ イ リテ イを高め、労働者 はよ り大 きな失職 リスクに直面
す るとい う。労働者 の直面す る リスクの上昇 は経済的不 安 を高める。 こ うした経済的 リスクの上
昇 を受 け、労働者は、貿易 の開放 の上昇 によって被 る コス トを相殺す るために、社 会支出 の拡大
を需要す る。彼 らの実証的研究 によれば、 貿易 の開放度 が福祉支出 に正 の、有意な効果 を与 える
ことが示 されて い る

3。

市場 のボ ラテ イ リテ イが労働者 にとり脅威 となるか どうかは、 どれだけ大 きな コス トを労働者
が被 るかに依存す る。 したが って、そ うした コス トの大 きさが異なれば、市場 のボラテ イ リテ ィ
の上昇 に対す る対応 も異なるであろ う。特殊的技能 を有す る労働者は一般的技能 を有す る労働者
よりも、 よ り大 きな コス トに直面す るであろ う。特殊的技能労働者 は、社会支出 に対す る需要 を
引き上 げることによつてグ ローバ リゼーシ ョンに対応す る可能性が高 い。
社会支出 の拡大 をグ ローバ リゼーシ ョンと結 びつ ける研究 とは異な り、脱 工業化 に注 目す る研
究 も存在す る (Iversen(2001),IVersen and Cusack(2000))。

そ うした研究 においては、経済的

不安 にお け る各先進 経済間の相違 はグ ローバ リゼーシ ョンよ りもむ しろ脱 工 業化 に起 因す る、 と
主張 されて い る。脱工業化は、製造業や農業等 のセ クターか らサ ー ビス・セ クターヘ と移動す る
よ う、労働者 に圧力 を課す。そ うした移動 は、労働者 の技能 が容易 には転用 できない もので あれ
ば、 困難 な こ ととなるであろ う。 したが つて脱 工業化 は、 とりわ け特殊的技能 を有する労働者 を
より不安定 にす る。そ うした労働者 は、 より社会支出の拡大需要 を高めるで あろ う。

2.1.2 リスクの大 きさ :所 得 の低下 と資産 の価値減価
失職 リスクが どの程度労働者 にとって脅威 となるかは、失職 に ともな う所得 の低下 が どれだけ
大 きな もの となるか に依存す る。 これは リス クの源泉 とい うよりも リスクの大 きさに関係す る。
2つ の要因 ―一 すなわち、賃金分布 と人的資本資産 の特殊性 一 が リスクの大 きさに影響 を与える
で あろ う。

3グ ロ̲バ リゼーシ ョン と福祉支出 の関係 に関す る証拠 は確定的な もので はない。た とえば、Iversen(2001)は 、
産業別 の産 出高 の ボ ラテ イ リテ イが輸 出依存度 とともに上昇す るか ど うか、 またそ の よ うなボ ラテ イ リテ ィが
産業別賃金 と雇用 の変動 の拡大 へ とつ ながるか どうかを検討 し、彼 は次 の よ うに結論 づ けている。「製造業 の輸
出依存度 と… ボ ラテ イ リテ イの どの指標 との間 にも如何 なる関係 も存在 しない」 (Iversen(2001),p.50)。
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(1)賃 金分 布

賃 金分 布 が拡 大 す る場合 、 労働 者 が分布 の ボ トム エ ン ドに入 る とき、 労働 者 の 失 う所得 は拡 大
す る。 賃 金分 布 が広 が れ ば広 が るほ ど、労働 者 の 将来 の所得 に関 して不確実性 が高 ま るで あ ろ う。
なぜな らば賃金分布 にお ける 自己 の将来 のポ ジシ ョンに関す る不確実性 が拡大す るか らである lAgell
(1999))。

労働者 が 職 を失 う場合 、賃 金 格 差 が拡 大 す る につ れ て、 将来 所 得 の低 下 の拡 大 に直面 す る こ と
にな る。 したが って 、失業 とそれ に起 因す る将来 所 得 の損 失 は 労働 者 に よ り大 きな脅威 を与 え、
社 会 支 出 を需要 す る よ うに駆 り立 て るで あ ろ う。 も し くは労働 者 は賃 金分布 の縮 小 を求 め る と期
待 され る。

(21人 的 資本 の特殊性

Iversen and Cusack(2000)の 議論 は、失業 リスクが どこか ら発生するかを示す とともに、失業
リスクが どの程度大 きな脅威 を労働者 に与 えるか 一一 すなわち、 リスクの大 きさについ て も示唆
を与 える。脱工業化 は労働者 をして、かれ らの職 を失わせ るとい うリスクにさらす が、その場合、
労働者 の保有す る人的 資産 (技 能 )が 特殊的 で あ り、他 の産業 に容易 には移転 で きない場合 、人
的資産 の価値 を維持す る こ とは困難 となる。人的資本資産 の構成 一一般的 か、特殊的 か一は、失
職 した場合 、失われ る人的資本投資 の価値 (資 産 か ら期待 され る所得流列)の 大 きさを決定する。
言 い換 えれ ば、人 的資本 の特殊性 の程度 が高 けれ ば高 い程、失職 にともな う経済的損失 は大 き く
な り、社会保険 に対す る需要 は上 昇す る。脱工業化 によつて よ り大 きな経済的不安 に直面す るの
は資産特殊的な技能 を持 つ 労働者 で ある4.
た とえば、 リスクの源泉 がグ ローバ リゼー シ ョンにある場合 で も、 自己の技能構成 にかかわ り
な く、すべ ての労働者が、貿易 の開放 の拡大 を受 け、社会支出需要 の拡大 を求めるわけではない。
市場 のボ ラテイ リテ イの上 昇 に直面 した場合 、労働者が どの程度社会支出需要 を求めるかは、彼
らが直面す る調整 コス ト次第 で ある。特殊な技能 を持 つ 労働者 は、 よリー般的な技能 をもつ 労働
者 に比べ 、 よ り高 い調整 コス トに直面するであろ う。 したがつて社会支出拡大 によってグ ローバ
リゼー シ ョンに対応す る可能性が よ り高 い。

13)金 融市場 の発達

大半 の人 々 にとって失職は、雇用 が所得 の主たる源泉である以上、大 きな脅威である。だが、
失職が脅威 となるのは、それが直ちに所得 の低下へ と至る場合である。失職 した場合 で も、金融
4こ こか ら、Iversen and Soskice(2001)は 、資産特殊的な技能 を持つ 労働者が とくに福祉国家 を支持す る傾 向に
ある、 とい うこ とを示 してい る。
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資産 か らの所得 を受 け取 ることがで きる場合 、失職 と経済的損失 とは切 り離 され るであろ う。現
在 では、労働者 の所得 の源泉 は人的 資本資産 だ けではない。経済 の金融化が進行す る現代 の先進
経済諸国 においては、金融資産 は雇用 とともに家計 の重要な所得源泉である。た とえば、Bertola
(2007)は 、金融市場 の発達 が政府 の再分配政策 に代替 し うると主張 している。金融 の発達 は将来 に

わたる家計消費 をスムーズにす る手段 を提供す る。金融市場 によつて個人 が リスクをプール し、
相殺 で きるかぎ り、個人 に とつて所得 の不確実性 を引き下 げることが可能 となる。家計 は金融市
場 を利用する こ とによって所得損失 リスクを軽減 できるかもしれない。
じっさい、Bert01aの 主張を裏付 けるい くつかの実証研究が見られる。たとえ}よ Catte et al.120041
は住宅 資産 が消費 に与 える効果 を検討 し、抵 当市場 の発達 と消費 の間に正 に相関を見出 している
(Catte et al.,p.17).よ リー般的 に、Deroose(2006)は 、 よ り自由化 された金融市場 を有する国

において住宅・金融資産 か らの 「資産効果」 が より大 きい とい うことを見出 している。
金融市場 の発達 は家計 に金融市場 の利用 を可能 にす る こ とにより、労働市場 の ボラテイ リテイ
に起 因 した リスクを緩和す ることができるか も しれない。 しか し、そ うした金融資産 は金融市場
のボラテイ リテ ィが拡大 した場合、それ じたいも価値減価 の リスクにさ らされ る可能性 がある。
と りわ け、家計 の金融資産が銀行預金か ら年金や投資信託等 の リス キーな金融資産 へ とシフ トし
つつ ある場合、金融資産減価 の可能性は さらに高まるであろ う (A'rista(2008),Glyn(2006))。

金

融市場が発達 し、家計 の金融資産 が増加す るにつ れ、家計は金融市場 のボラテイ リテ ィに脆弱 と
なる。 したがって経済的 シ ョックは、か りに失職 リスク とそれ に伴 う雇用所得損失 リスクあるい
は人的資産 の価値減価 リスクをま った く引き上 げない場合 で も、家計 の保有す る金融資産 の価値
減価 の リスクを引き起 こす可能性 もある。

2.2 社会保険 としての労働市場制度
経済的 リスクは、脱 工業化 に起 因す るもので あれ、 グ ローバ リゼーシ ョンに起 因す るもので あ
れ、直 ちに社会支出需要 につ ながるもので はない。なぜ な らば、労働市場 リスクに対す る 「社会
保険」 として の機能 は労働市場制度 も担 い うるか らで ある。 したが つて、 リスクは各種 の労働市
場制度 をつ うじて社会支出需要 に媒介 され、 リスクの影響度 は各国の制度的要因 に応 じて異な る。
大半 の労働者 にとつて、人的資本 はもっ とも重要な資産である。労働者は人的資本 を形成す る
ために、 ときには リスキーな投資 (す なわち、技能へ の投資 )を 行 う。 だが、民間 の保険市場 で
は技能へ の過少投資 とい った市場 の失敗 を克服す ることはできない。民間 の保険市場 は リスクに
対 して 自己の資産 の保護を求 める労働者 の需要 に応 える ことはない

5。

5「

保険市場 が存在 しない ケー

リスク回避的な個人 に とって不確実は不安 の種 である。 一だが、民間保険市場では、労働市 場 に起 因す る多様
な リスクか らの保護 を求める人 々の需要 に対応 で きないで あろ う。 とりわ け、 …人的資本 に係わ る長 期的な保
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スで は、 福 祉 国家 が 将来 の不 確 実性 に対 す る保 険 一― す なわ ち、社会 支 出 ―― を労働 者 に提 供 す
るにあた って 中心 的 な役 割 を担 う。 だ が、 福 祉 国家 に代わ つて 労働市場 制度 も労働 者 に保 険 を提
供す る こ とが で きる。適切 にデ ザ イ ン され た 制度 で あれ ば、失 職 リス クか ら労働 者 を保 護 し、 リ
ス キ ー な投 資 を行 うよ う労働 者 を促 す で あ ろ う (Agell(2002))。

社会保険手段 として労働市場制度 は福祉支出 に代替 し うる。そ の よ うな場合、経済的 リスクに
対する保険 として社会支出需要が拡大す ることは期待 されない。 したがって、経済的 リスクと社
会支出需要 の関連 を問 う場合、労働市場制度 もしくは社会支出 のいずれ が労働者 に保険 を提供す
るかを確定す ることが重 要 となる。
労働市場 リスクに抗す る 「社会保険」 としての雇用保護法制 (EPL)と 失業給付
6が

性 は周知 の とお りである。Boeri(2002)は 労働市場 リスクに抗する社会保護

(UB)の 代替

典型的 には2つ の仕

方 で提供 されるとい うことを指摘 している。1つ は解雇 に対する法的な規 制を課す こ と 一一 すなわ
ちEPLで あ り、 も う1つ は、労働者 が解雇 された場合、労働者に失業給付 を提供す ることである。
そ うした2つ の相違 は明瞭 である。EPLは す でに雇用 されてい る人を保護 し、課税負担をまった く
要 しない。UBも 特定 の集団をター ゲ ッ トとす ることができるが、一般的 にはほぼ人口全体 に保険
を提供 し、被用者に対する課税によつて資金調達 されるのが典型的である (cf.Boeri(2003)(2008))。

2.3 仮説
上述の議論 を要約すれば、社会支出、経済的 リスクお よび労働市場制度 の関連 は図 1の よ うに描
くこ とができるで あろ う。 この理 論的枠組み は、金融化 された経済 において社会支出需要 の展開
を理解す るためには、経済的 リスクが労働市場 においてだ けではな く、金融市場 において も考察
されな けれ ばな らない とい うこと、 また労働市場制度 との相互作用 の観点 か らも考察 されな けれ
ばな らない とい うこ とを示す。
この枠組みを前提 とす る と、失業 リスクが拡大す るにつ れて、そ して リスクの大 きさが拡大す
るにつ れて、労働者は リスクか ら自らを保護する手段 として社会 支出需要 をより拡大 させ る。だ
が、そ うした リスクは労働市場制度 をつ うじて社会支出需要 に結 びつ けられ るため、両者 の関連
は労働市場制度 によって緩和 され ることもあれば、強め られ ることもある。 さらに、失 業 リスク
とリスクの大 きさの両者 には、 グ ローバ リゼーシ ョン、脱 工業化、賃金分布お よび金融市場 のボ

険契約 の執行問題 のた めに、保険産業 が長期的なキャ リア・ リスクに対す る保護 を提供す ることはない」 (Agell
(2002),p.3)

6本 稿 で利用 され る社会保護social

protectio醐 念は、Estevez― Abe,et al.(2001)に よって展開 された理解 にも と
づ く。彼 らは雇用 保障を表現す る雇用保護、失業 した さい に損失所得 を補填す る失業 保護、景気変動 に起 因す
る賃金変動 を抑制す る賃金保護 の3つ を総称す る概念 として社会保護 を利用 してい るが、本 稿 では この うち前 2
者 を指す。
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図1 社会支 出、労働・ 金融市場 リス クおよび制度
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ラテイ リテイが影響 を与 える。
グローバ リゼーシ ョンを労働者 にとつての主要な リスクだとみる既存の研究 (Rodrik(1998),Gar‐

ret(1998))は 製品市場偏重 の理解 とい えるか も しれない。 とい うの もそ うした研究は製品市場 に
お ける国際競争 の拡大 に起 因す る リスクにのみ注 目 しているか らである。他方、 こ うした見方 と
は異な り、 リスクの源泉を脱工業化に結びり ける主張 (Iversen and Cusack(2000光 IVersen(2001))
は失業 とそれ に伴 う所得損失お よび人的資本 の価値減価 に起 因す る リスクに焦点を当てる もので
ある。 したが ってそ うした研究 は労働市場偏重 の見方 と言 えるであろ う。労働者 の直面す る経済
的 リスクは製品市場 だ けか ら発 生 す るものではない。同様 に、それは労働市場だけに起 因す るも
ので もない。本 稿 においては、製品お よび労働市場 に起 因す る リスクだ けではな く、金融市場 に
おいて発 生 す る リスク もあわせて考察 され る。
こ うした理論的枠組み にもとづ き、本稿 で 問われ る問題 は、経済的 リスクが如何 にして社会支
出 に結 びつ けられ るのか、 とい うこ とである。 より具体 的 には、次 の点 が問われる。経済的 リス
クは労働市場制度 とどの よ うに関連 す るのか、金融市場 にお いて発 生 す る経済的 リスクは社会支
出 とどの よ うに関連 しているのか、そ して最後 に、労働市場制度 の変化 が社会支出需要 にどのよ
うに影響 を与 えるのか。
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3.実 証
3.1 計量 モ デル と手法
前節 の 仮説 の適 切性 を評価 す るた め に、 経済 的 リス クを社会 支 出 に結 び つ け る、以下 のモ デル
を採用 す る。

再′=α ′+Д ・4,′ 4+β 2・ 五ヒθκθ″ガθRお れ ̲1+β3・ 五bθ rMarた θ
,′

九 ・■ 4α

″ Jθ 4島 十

̀,ls̀j′

,′

・
″物∫′
Jん ″Jθ 4島
Jα iStFuε ttrθ
ノ
,卜 1+
ダ十ム Eε θκθ JaRお れ,卜 1・ 五αわθ¨
。
ν″θ′
ム ・五ヒθκθ JaRお 治 ヶ判・月 κα4ε Jα tStruε ′
J十 ん Cb4″ θお +鳥 ダ
″
Jノ

に
)

この(動 式 において、 乙 ′は期間 ι
の経済 グ
にお ける GDPの 百分比 として の社会保障移転 で ある。
モデルはまた各国に特殊な固定効果 も合 む。 βlは 前期 の社会保障移転 の係数 である。
上のモ デル を推定す るにあた つては、各変数 とも年次デ ー タを利用 した。また ラグつ きの従属
変数 と固定効果 が合 め られ る。 ラグつ きの従属変数 が合められるのは、社会 支出が 1期 間では経済
的 シ ョックを吸収できな い と考 え られ るか らで ある。
(1)式 には、 固定効果 に加 えて制度変数 も合 まれる。制度は時間をつ

うじて変化 しないか、 も し

くはご く緩慢 に変化す る とい う特徴 を持 つ 。だが、各国に特殊 な固定効果 を合めている場合、独
立変数 として時間をつ うじて不変 の変数 もしくは ご く緩慢 にしか変化 しない変数 を合める こ とが
で きな くなる 伍 mable and Gatti(2007))。

この問題を回避するために、本稿 では、Plumper and

Troger(2007)に よって提案 された Fixed Effects Vector Decomposition(FEVD)を 利用す る。

3.2 実証結果
モデル の推定 に利用 されたデ ー タは 1965年 ‑2002年 期間 の OECD15カ 国7の デ ー タで ある。デ
ー タは一部 の経済 につい て利用 できなか つた期間もあ る。最 初 に、利用 され るデ ー タについて簡
単 に説 明 しておきたい。

(1)社 会保障移転

8

GDPの 百分比 としての社会保障移転 は疾病給付、高齢者給付お よび児童手当等、社会補助金お
よび中央政府 によって支払われ る福祉給付 か ら構成 され る。

7ォ ̲ス

トラ リア、オ ース トリア、ベ ルギー、カナ ダ、デ ンマー ク、 フィン ラ ン ド、 フランス、 ドイ ツ、イ タ リ
ア、 日本、オ ラ ン ダ、 ノル ウ ェー、ス ウ ェー デ ン、 イギ リス、ア メ リカ の15カ 国 で ある。
8こ の変数 によって福祉国家 の規模 を提 えることには問題があるか もしれない。福祉国家 の規模 として、 この変数
を利用することに疑 間を投げか ける研究 もある (た とえば、Pcttusson and Kwon(2003),Kolpi and PahF 12CIC13))。
しか し、本稿 では、社会保障移転 は、福祉国家 の規模 の尺度 として よ りも社会保護 の尺度 として利用 され る。
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12)経 済的

リス ク

経済的 リス ク としては 4つ の変数 が利用 され る。す なわ ち、失業率、脱 工 業 化、 開放度 お よび銀
行危機 で あ る。失 業率 は OECD標 準 の失業率 で あ る。脱工業化 は、 100か ら雇用 者数 の百分比 とし

ての製造業 と農業 の雇用者 の合計 を引いた もので ある。開放度 は、GDPの 百分比 として の輸出 と
輸入 の合計 として定義 された、貿易 の開放度 で ある。銀行 の危機 はダ ミー変数 で ある。銀行危機
が発 生 した年 において 1を とり、それ以外 はゼ ロの値を とる。 この変数 は金融市場 のボラテイ リテ
ィを提 える。
13)労 働市場制度

労働市場制度変数 としては2つ の変数 が利用 される。雇用保護法制 (Employment Protection

Legislation(EPL))と 労働組合交渉 の適用範囲 (UniOn Coverage(UC))で ある。EPLは 雇用保
護 の厳格 さを尺度 し、UCは 団体交渉 によつてカバ ー される労働者数 (雇 用者数 によつて標準化 さ
れてい る)で ある。
に)コ ン トロール変数
コン トロニル変数 としては、高齢者人 口 (人 口の百分比 として の65歳 以上人 口)、

GDPの 百分

比 として の毎年 の財政赤字 (政 府 の プライ マ リーバ ランス)力 汗J用 され る。

表 1に おいて、FEVDを 利用 して推定 された結果が示 されて いる。
コン トロール変数 に関 しては、係数 は期待 された符号 を示 している。 従属人 口の大 きさは社会
支出 に正の影響 を与 えている。人口の高齢化 に対応 して、政府 が保健 ・ 医療お よび年 金 に関係す
る支出を増加 せ ぎるを得ない こ とが理解 され る。 また、政府赤字は社会支出 に対 しては負 の影響
を与 えて いるが、 これは、財政状況 の悪化 のために政府 が予算削減圧力を強 める、 とい うことを
意 味す るであろ う。
貿易 の開放度 は 一― モデル(1)を 除 けば 一― 社会支出 に負 の効果 を与える可能性 が高 い。貿易 の
開放度 が高 まるにつれ て、 国内の企業や労働者が熾烈な国際競争 に巻 き込まれ る。そ の さい、社
会支出が競争力を低下 させ る と受 け止め られ るため、政府 に対 して社会支出 の削減を求める圧力
が強 まる。 しか し、雇用保護法制

(EPL)の 存在 はそ うした圧力を弱めるか もしれない。国際競

争 にさ らされた労働者 は社会支出拡大需要 を抑制す ると考 えられ る。だが、EPL*Opennessの
効果が正である ことか ら理解 されるよ うに、労働者は、EPLが 強 い場合、社会支出の拡大を求め
る需要を引き上 げるか も しれない。 これは、労働者 じしんが EPLの 存在 によつて グ ローバ リゼー
シ ョンに起 因 した雇用 のボ ラテ イ リテイか ら保護 される と受 け止める こ とによるであろ う。
脱 工業化 はすべ ての特定化 において正の効果 を持 つ。脱 工業化 のために労働 者 に製造業 か らサ
ー ビス業へ と移動せ ぎるを得ない場合、特定 の部門 において 自己の職 を失 い、ま った く異な った
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表 1 社会支 出、経済 的 リス クおよび制度

Social security transfers as a

0/o

of GDP
(1)

Social security transfers (t-1)

(2)

0.872***

0.886***

0.912***

0.933***

(48.29)

(50.99)

(54.82)

(58.89)

0.00984***

‑0.0358***

0.00295

‑0.0669***

(3.59)

(‑4.76)

(0.84)

(‑6.29)
0.107**米

Economic Risks:
Openness (t-1)

Deindustrialization (t-1)
Unemployment rate (t-1)

0.0853***

0.115***

0.0538***

(6.20)

(5.46)

(3.38)

(4.60)

‑0.129***

‑0.137***

(‑5,94)

(‑6.05)

(‑7.32)

(‑7.69)

…2.132***

‑2.129***

‑5,946***

‑6.167***

(‑8.30)

(‑8.33)

(‑9.88)

(‑10.28)

0,0250

0.0454

‑0.159*十

*

‑0.177***

Financial structure:
PC(p五 Vate credit by deposit money banks/GDP)

Control variables:
Population 65 and over as a%of population

O.122***
(4.40)

Annual deficit(prilnary government

balance) as a

%o

of GDP

‑0.141す **
(‑8.11)

0.145***
(5.10)

(0.98)

(1.79)

‑0.139***

‑0.0969***

‑0.0924***

(‑6.03)

(‑5.86)

0.725**

1.993*

(3.02)

(2.21)

0.0118***

0.0206***

(3.68)

(5.61)

(‑8.05)

Labor Market Institutions:
EPL(Employment protection legislation)

0.860***
(3.71)

‑0.00267

Union coverage

(‑0.90)

1.331
(1.39)

0.00169
(0.55)

Economic Risks with Labor Market Institutions. Financial Structure:

EPlxOpenness (t-1)

0.0515***

EPLxDeindustrialization (t-1)

0.0825***

(5.75)

(7.23)

‑0.0415*

‑0.0755***

(‑2.52)

Openness * PC (t-1)

Deindustrializ ation*

P

C (t-

Constant

1

)

(‑4.50)

…0.0132*

‑0.0170**

(‑2.33)

(‑2.95)

0.0925***

0.100***

(7.87)

(8.56)

‑3.759***

‑4.681***

‑2.178*

‑4.099**

(‑4.95)

(‑3.87)

(‑2.46)

(‑3.14)

343

Observations
/ statistics in parentheses

―
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技能 を必要 とす る他 の職 を見つ けなけれ ばな らない リスクは高まるであろ う。 このため労働者は
社会保険手段 としての社会支出の拡大を求めるよ うに誘発 される (e.g.Iversen and Cusack(2000);
Iversen(2001))。

こ うした議論 は ここで推定 された結果 と整 合 的である。 しか し、EPLは 脱工業

化 によつて強 い られる労働移動 の リスクを低下 させるよ うである。貿易 の開放 のケース と同様 に、
脱工業化 とEPLの 相 互作用 は社会支出 に対 して有意な、負 の効果 を有す る。
失業 は期待 どお り社会支出 に対 して強 い、負 の効果 を持 つ 。大半 の労働者 にとつて、失業は主
要 な所得源泉 に対 して もっ とも直接的な脅威 である。表 1の 結果 が示す ように、失業 リスクの上昇
は社 会支出の拡大需要 を抑制す るよ うに労働者 に圧力を課す 。だが、失業 は貿易 の開放度 の上昇

と脱工業化によつてさらに悪化させられるかもしれない、したがって失業リスクは後者の2つ の変
数 の関数 で あるか も しれない。
いずれ の変数 がより影響力を持つ かを評価す るために、それぞれ の リスク変数 に関す る社会支出
の弾力性を 一一 14)と 16)に もとづいて 一一 デー タの平均 において計算 した。結果 は表2に おいて示 され
ている。 この簡単な手法 が示す よ うに、もっ とも影響力ある変数は脱工業化である。 この結果 は、脱
工業化が経済的 リスクを労働者 の不安定性 と福祉支出の増加 に関連づ ける主要な要因である、 とい
う主張 を支持するものである。だが、開放度 もまた他 の残 りの要因 に比べ、影響力を有する

9。

くわ

えて、失業 と比較すると、金融構造 もまた無視 できない リスク要因である。失業は所得源泉に対す
るもっ とも直接的 な脅威 であるが、失業 の弾力性 はかな り低 い。 こ うした結果 は、失業 がグ ローバ
リゼーシ ョンと脱 工業化変数 によつて内生的に決定 され る、 とい うことを合意するかもしれない。
表 2 経済 的 リス ク変数 に 関す る社会支 出の弾 力性
(4)

(6)

‑0.2240424***

‑0.1908474***

Economic Risks:
Openness (t-1)

Deindustrialization (t-

1)

Unemployment rate (t-1)
Financial Structure:
Private credit by deposit money banks/GDP

(‑6.2)

(‑5.83)

0.459811***

0.4465753***

(4.60)

(4.52)

‑0.074848***

‑0.0725014***

(‑7.69)

(‑7.64)

…0.259008***

‑0.2577017***

(‑10.28)

Banking Crisis: 1 if crisis year,0 otherwise

(‑10.25)

0.0038036*
(2.18)

e

statistics in parentheses

9 1versen(2001)が 強調す るよ うに、脱 工業化 は福祉支出 にもっ とも大 きな効果 を与 える。だが、本稿 の結果 では、
開放度 もまた有意 な要 因であることが確認 された。
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労働市場制度 に関 しては、EPLと

UCは 失職か ら労働者を保護す ると期待 され る。EPLが 厳格

であ り、UCが 高 い水準 にある経済 においては、労働者は比較的容易に社会支出拡大要求を表明す
ることがで きるであろ う。分析結果は、 こ うした予測 どお りに、正 の効果 を示 している。 この結
果 は、労働市場制度が社会支出に対 して代 替的 である とい う理解 とは整 合的 ではないか もしれな
い。 しか し、それは労働市場制度 が社会保険 として機能す るとい う主張 に反 す るもので はない。
そ うした制度 が労働市場 において労働者 の安定性 を下支 えし、そ の結果 、労働 者 が より容易 に社
会支出拡大要求 を求める こ とが可能 とな つた とい う理解が より妥当かもしれない。言 いか えれば、
福祉支出 と労働市 場 は社会 保護 を高める上で補完的 で ある。
金融市場 の発達 は、 労働者 の厚 生 を市場 の変動 か ら分離する 「社会政策」 として機能す る と主
張 されてい る (Bertola(2007))。 この主張 は、金融市場 の構造効果 に注 目した場合、許容可能 であ
るよ うで ある。それは社会 支出 に有意な、負 の効果 を与えてい る。
しか し、金融市場 の発達 それ じたいが金融市場 の混乱期 には労働者 の厚 生 に負 の効果 を与える
か もしれない。そ こで金融市場 のボ ラテ イ リテイの上 昇 が労働者 の社会支出の需要拡大 へ とつ な
が るのか ど うかを評価す るために、前掲 の(1)式 を修正 した。

3.3 金融市場 のボラテ ィ リテ ィ
金融市場 リスクが社会支出 に与 える効果 を評価するため に、銀行危機 ダ ミーが合 め られ る。ll)
式は以下 の よ うに変更 され る。

・五ヒθκθ″ガε
+Д ・4,′ ̲1+β 」
Rお ち,̀1+β:・ 五bθ rMarkc油り
s′ J勧 ′
Jθ 4島
+
巧″=α ゴ
S′ rπ ε
勧″″
几 ・■んαんεJα ′
ダ+ム ・βακ府4gル おお+
,′

五αbθ 減 物 ″ル Jf4s′ J効 ″θκ
A・ Eεθ θZブ εRお たノ
,卜 1・

sブ

鳥

,卜

1+

・(力 ″
・五ヒθ4θ ″ガば な濡
′
,卜 1+ム
ノ4・ ■ 4α κεJα iStFuε 勧″θノ

+ら ダ
おノ
″
(2)

ルTC%szsは ダ ミー変数 で あ
(2)式 において Bα πカ

り、銀 行危機 が発 生 した年 には 1の 値 を と り、 そ

れ以外 はゼ ロの 値 を とるЮ。他 の変数 はす べ てll)式 と同 一 で あ る。 12)式 を推定 した結 果 は表 3に お
いて 示 され て い る。
Bα πカルで Cη sな が社会 支 出 に与 え る効果 はモ デル停)に お いて も16)に お いて も正 である。 こ うした

結 果 は、 家計 が金 融危機 の 時代 に 自己 の 金融 資産 低 下 の リス ク に直 面 す る、 とい うこ とを合 意 す

Ю銀行危機 の発生 した の
年 特定化 にあたってはデー タベ ース Episode of Systemic and Borderline Fimial C● ses"
に依拠 した。最新 のデ ー タは世界銀行 のhttp:〃 、
ぃ wl,worldbank.org/finaК e/htnl1/database sfd htmlか ら取
得可能である。 なお、同デ ー タベ ース と金融危機 につ いてはCarprio,et al.(2003)も 参照 された い。

‑13‑

経済研究 13巻

3号

表 3 社会支 出、労働・ 金融市場 リス クおよび制度

Social security transfers as a % of GDP
Social security transfer(t-1)

0.909***

0.928***

(52.67)

(56.32)

0.00519

‑0.0570***

Economic Risks:
Openness (t-1)

(1.49)

(‑5.84)

Deindustri aliz ation (t-1)

0.0537***

0.104***

(3.41)

(4.52)

Unemployment rate (t-1)

‑0.154***

‑0.171***

(‑7.31)

(‑7.64)

Financial Structure:
PC(private credit by deposit money banks/GDP)

Banking Crisis: 1 if crisis year,0 otherwise

‑5。

929***

‑6.136***

(‑9.90)

(‑10.25)

0.330**

0.275*

(2.62)

(2.18)

‑0.0109

‑0.0147*

Economic Risks with Financial Structure:
Openness * PC (t-1)

(…

Deindustriahzation * PC (t-1)

1.93)

(‑2.55)

0.0877***

0.0955***

(7.47)

(8.15)

‑0.0157

0.00754

Control variables:

Population 65 and over as a 0/o of. population
Annual deficit(primary government balance) as a

7o

of GDP

Labor Market Institutions:
EPl(Employment protection legislation)

(‑0.55)

(0.27)

‑0.0913***

…0.0884***

(‑5.62)

(‑5.51)

0。

Union coverage

912***

2.194*

(3.69)

(2.43)

0.00969**

0.0180***

(3.07)

(5.05)

Economic Risks with Labor Market Institutions:
EPL * Openness (t-1)

0.0732***

EPL x Deindustrialization( t-1)

‑0.0699***

(6.94)

(‑4.26)

Constant

‑1.673

‑3.636**

(‑1.93)

(‑2.81)

Observations
/ statistics in parentheses

*夕

<0.05,**夕 <0.01,***夕 <0.001
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るであろ う。 こ うした リスクの上 昇 か ら、金融資産価値 の低下 に起 因す る所得 の損失 を埋 め合わ
せ るため、 家計 は、政府 に社会支出 の拡大 を求めるように誘発 され る。

3.4 ′,舌
lヽ

既存 の研究 一― 製品市場偏重 も し くは労働市場偏重 の見解 ―― と異な り、本稿 では、社会支出
需要 の動 きを理解す るためには、すべ ての リスクが 同時 に考察 され る必要 があることが強調 され
た。 とい うの も労働者 は、 リスクの源泉 が どこにあるかにかかわ りな く、そ うした リスクか ら自
らを保護す る手段 として社会支出を需要す るか らである。上述の実証結果 が示 す よ うに、製品・
労働市場 と同様 に金融市場 に起 因 した リスクもまた社会 支出の動 きに強 い影響 を与える。 さらに、

UC一― は リスクが社会支出 に与 える効果 を緩和する。 こ うした こ とは
次 の ことを合意す るであろ う。EPLが よ り厳格化 され るにつれ て、 お よび/ま たは UCが 拡大 さ
労働市場制度 ―― EPLと

れ るにつれて、労働 者 は失職 リスクか ら自分 じしんが保護 されて い ると受 け止めるよ うになる。
したがってそ うした制度的環境 のおか げで、労働者 には社会支出の拡大 を政府 に求 めることが よ
り容易 となるのか もしれない。

4.社 会保護 と労働市場制度の変化

一

日本 経済 の制度分析 ―

日本 の労働市場は、 1990年 代後半以降 に急速 に押 し進め られてきた一連 の規制緩和11に より、そ
の制度的基盤 を大き く変 えつつ ある。 こ うした制度改革 は、た とえば、Jones(2007)が 指摘す るよ
うに、非正規労働者 の大幅な増加 をもた らし、労働市場 の二重化 を形成 しつつ ある。言 うまで も
な く、そ うした変化 が 日本 の労働者 を リス クの上 昇 に直面 させ る可能性 は高 い。そ こで 日本 の労
働市場 の制度変化 が社会支出需要 に如何な る影 響 を与 えるかを検討す ることにしたい。最初 に、
サ ンプル 国 との比較 において社会保護 の変化を確認 しておきたい。その上で、表 1の モデル(4)に も
とづいて簡単な シ ミュレー シ ョンを行 い、制度変化 の効果 を確認す る。

4.1 社会保護 の類型
すでに触れたように、Boeri(2002)は 、労働市場 リスクか ら労働者を保護する社会保護 としてEPL
と失業給付

(UB)を あげ、両者 の トレー ドオ フを確認 していた。本稿 で も、Boeriと 同様 に社会

保護 を2つ の次元 で表現す るが、上述 の よ うに本稿 では社会保護は福祉国家 の提供する社会支出と
労働市場制度 によつて表現 されてい る。以下 の図 2〜 4に おいては、1970年 代、80年 代お よび 90年
代 ごとに平均 した雇用保護法制 EPLと 社会支出 にもとづ き各経済 を分類 した結果を示 してある2.
H1988年 の裁量労働制 の導入、1999年 の労働者派遣 の原則 自由化、2004年 の製造業 へ の派遣 の解禁な どが含まれ る。
2分 類 にあた って はクラスター分析 (ward法 )を 利用 した。
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図 2か ら理解 され る よ うに、 1971‑80年 期 間 におい て はス ウ エー デ ンや ドイ ツ の よ うな ヨー ロ ッ
パ 諸 国 は、 ア メ リカや イ ギ リス の よ うな ア ン グ ロサ ク ソ ン諸 国 に比 べ 、相対 的 に高 い 水準 の社会
支 出 とよ り厳格 な雇用 保護法制 を有 す る。 この期 間 にお い て は 日本 経 済 は い ず れ の ク ラス ター に
も属 さず、社会 保護 は使用 者 の解 雇 に制 限 を課 す EPLの み に依存 して いた と言 え る。
図2 社会保護

1971‑1980年

社 会 支出

'Austria

-France

_Germany

Sweden
-

Belqium

"

Ilaly

Denmark - NorwaY

.5
75
雇 用保護 法制

80年 代 (1981‑90年 )に 入 つて も、社会保護 にお いて ヨー ロッパ諸経済 とアング ロサクソン諸
経済 との基本的な構図 に変化 はない。 しか し、 この時期、 日本経済 は以前 の時代 の孤 立的なポジ
シ ョンか ら ヨー ロッパ の クラスター に移動 している。 したが つて、 この期間 日本経済 の労働者 は
以前 の時代 に比べ経済的 リス クの低下 を享受 していた と言 えるであろ う。 さらに、90年 代 には、
日本経済は ヨー ロッパ の クラスターか ら離脱す る。 したが つて、 この期間 においては、長期不況
に起因す る劇的 な社会支出 の低下 と、徐 々に解体 されつつ あ つた雇用保護制度 とが社会保護 を大
幅 に後退 させた と見 ることが妥 当であろ う。総 じて、経済 的 リスクか ら労働者 を保護す る社会保
護 一一 福祉 国家 によつて提供 される社会支出 と労働市場制度 ― ―はアング ロサクソン型 の クラス
ターの示す構図 に接近 しつつ ある。
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図3 社 会保護

1981‑1990年

・Sweden

社会支出

働謙m11‰
UK
・USA

.

図4 社 会保護

1991‑2000年

5

.75

雇用 保 護 法制
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4.2.労 働市場制 度 の 変牝 の 効 果

臨写社会支出にどの よ うな影響 を与 え唸かをみるために、簡単なシ ミュレー
労働市場帝じ
度 の変イ
シ ョンを行 う。最初 に、雇燿保護法制 E'Lの 効果 を検討す藝。 最通でのシ ミュレー シ ョン,ま 次 の
よう文聞いに もとつ く 一― 「もし日本経済が異な つた経済 の霊

'L水

準を採用 した場合、社会 支出

ほどのよ うを動 きを示す 0か J。 本稿 では ドイツ、スウェーデ ンお よびアメ リカ の EPL水 準を取 り
上 げは。結果は図 6に おいて示 されてか る。 この実験 0蔓 点 は単純 に、EPし の変イ
證が社会支出など
の よ う鍮効果を与えるかを示す ことにわる。国5か ら理解 されるように、 回本経済がア メリカの霊,L
蓑低下‑3
水準を採躍 した場合、社会支臨需要 な

藉

―デン水準 のE"登
。他方、 Fイ ツちしくはスウ ェ・

を採用 した場合、社会支出 成上 昇す る。
鰺碧 屹炊蛯 謳鐘辱 えは鰹拗抵聰 魏鼈
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こ うした結果 がはつな りを示す よ うに、EPし の低下 は社会支曲の低下 に結 びつ く。EPLも 社会
支出も労働市場 にお lト リスクに抗す は保険手段 として機能す ほ。をれつた、 この実験 蓼示 す よ
l‐

うに、E'Lが 緩和 された場合、 日本経済 にお け藝労働者は 一一 社会保護 が制度 によって提供 され
ほのか、政府 の社会政策 によって提供 され 卜のかにかかか らず ―― 社会保護 の低下 に直面す 藝こ
とになるでおろ う。
Iな 検討 しよ う。同一の実験 が UCに も適用
次 に、労働組合 の団体交渉 の適用範囲 USの 制度変イ

され猜。始の結果 は国 6に おいて示 されていゐが、 始れによれ ば、 ドイツもしくはスウェーデ ン水
準 の し0「 採用 された場合、社会支由は上昇す卜でおろ う。他方、アメ リカ水準へ の UC

O低 下は

社会支離の低下へ と至 譜ことに強卜である う。E'Lの ケース と同様 に、UCが 縮小 された場合、 日
本 の労働者 に対す る社会保護 は より低下す ることにな卜。
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日本 の難働市場 の制度改革蓼 もともとアレキシプルな労働市場 に対す る障害 をとり除 く進おな
意図 した もので あ藝以上、EPLや UCの よ うな保険型 の制度 の機能 な低下 して行 くで お拳 う。 く
わえて、者 の よ うな制度 の除去は社会支出 に量 の効果 を与 え猜。 した5っ て、 国本経済 の労働繭
には社会保護 の低下 に帰結 し、労働 者 の直画す る経 済騨
場 の市J度 変イ

ス クを拡大す 藉可能J窪 蓼高

い、 と言 え卜である う。

量
鵞
晰跛∫
「 螢賤§
金融イ
位の選 んだ現代経済 にわいて、経済灼 リス ク ■どの よ うに社会支轟需要 と関連 づ けられ 藉
l―

のか。 進 うした 問 いに答 え藉ために、最初 に、本稿 では製晶お よび労働市場 に進 国す は リスクだ
けではな く、金融市場 に進 国す ト リスクち合 あるよ うに リスクの源泉 に関す 藝理解 を拡張 した。
さられ、経済約 リスクが労働市場制度 をつ つじて社会支

Bi需
ll■

要 とM違 う けられ はことを考慮 し、

経済胸 リスク写労働市場帝り
度 などの よ うに相互作用す るかな検討 した。
続 いて、 逸 うしぬ枠組み にもとつ き、朝覇 19蟷 6年 〜 21鵞 2年 にわたゐ鼈ECD16カ 国の社会支曲 と
経済靭

スクの関連 を実証約 に検討 した。始 うした実証醍宛 か ら弓￨き 出 された結 果 は以下 の とお

甦は正 の効果を与 え藝。
りで あ蛉。 グ ローバ リゼ ーシ ョンは社会支由 に負 の効果 を与 え、脱 工 業イ
しか し、 こ うした効果 は E,Lや けCの よ うな社会保険型 の労働市場制度 の存在 によって緩和 され
譜。金融市場 の発達 について言 えば、をれは社会支由に負 の効果 を与 え、労働市場 にねいて発生
する経済灼 リスクを緩和す る。だが、金融市場 の効果それ 釉体 が、銀行危機 の時代 には労働者 の
抵させ る。 したが って、厚生 の悪化 に誘発 され、労働者は社会 支曲 の拡大需要 を強め猜
厚 生 を悪イ
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かもしれない。
実証分析 の結果 が示 す よ うに、社会 支出 に対す る労働者 の需要 と社会保険型 の労働市場制度 は
補完的 である。 こ うした両者 の補完性 を前提 とす ると、 日本 にお ける現行 の労働市場改革 が労働
者 に社会支出需要 を抑制す るインセ ンテイブを与 える可能性は高 い。図 5と 6が 明瞭に示す ように、
仮想的な実験 か らは、EPLの 厳格 さの低下や UCの 縮小 が社会保護 の後 退 に帰結 し、 労働者 を経
済的 リスクにさらす機会 が拡大す るであろ う、 と予測 され る。
最後 に、今後 の課題 につい て触れ ておきたい。本稿 では、社 会支出需要 の拡大 を受 け、政府 が
社会支出を拡大す ると想定 されてい るが、 この仮定 じたい検討 され るべ き課題 で ある。す でにこ
うした問題 は、「パルチザ ン効果」や 「中位 の投票者」 といつた概念 によつて、 い くつ か の研究 に
お いて取 り上 げ られ ている。
また、本 稿 では、経済的 リス クの上昇 が個 々の労働者 の不安感 を高めると想定 されてい るが、
これ 自体 も検証すべ き課題である。そ のためには ミク ロデ ー タにもとづい た分析が必要 とされ る
であろ う。
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